
平成 26 年 3 月 19 日 

第二東京弁護士会知的財産法研究会 

平成 25 年夏季合宿判例研究会 

 

オリジナルビデオアニメ DVD事件 
 

報告者 村田 真一 

 

損害賠償等、同反訴請求事件 

東京地裁民事 47部（高野裁判長）平成２４年１２月２５日判決（平成２２年（ワ）第１５

６３４号、平成２２年（ワ）第４６７８２号） 

 

【当事者】 

原告：有限会社伽藍（アニメーションの制作等を目的とする特例有限会社） 

被告：アニメーションの演出、企画等に関わった経験を有する個人 

 

【事案の概要】 

（本訴）原告が、被告に対し、オリジナルビデオアニメーション作品の制作に関する請負

契約に基づき、請負代金８５３万２６５４円及びこれに対する目的物の引渡しの日

の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める

事案 

（反訴）被告が、原告に対し、上記請負契約の債務不履行による損害賠償請求権に基づき、

５３５万２０００円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法

所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案 

 

【結果】 

本訴請求一部認容（４３７万３２５０円の支払） 

反訴請求棄却 

 

【経緯】 

１ 被告は、平成２１年１月ころ、かつて自主制作したボイスドラマについて、低予算で

オリジナルビデオアニメーション（以下「ＯＶＡ」という。）として自主制作し、これ

を即売会や同人ショップで販売することを企画した。 

２ 原告と被告は、原告を請負人とし、被告を注文者として、オリジナルビデオアニメー

ション作品（以下「本件作品」という。）の制作を目的とする請負契約（以下「本件請

負契約」という）を締結した。 

３ 本件作品のＤＶＤマスターは、平成２１年１２月下旬に完成した。本件作品のＤＶＤ

商品は、同月３０日までに５００部製造されて、被告に納品され、そのうちの４００部

が株式会社虎の穴（以下「虎の穴」という。）に納品された（虎の穴は、このうち２０

０部を買い取り、２００部を委託販売とすることにした。）。 

 

【争点】 

１ 本訴 

（１）本件請負契約の成立時期及びその内容 

（２）本件請負契約の仕事の完成及び目的物の引渡しの有無 

２ 反訴 

原告の債務不履行の有無 
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【当事者の主張】 

１ 本訴 

 
 原告（請負人）の主張 被告（注文者）の主張 

契約成立時期 平成２１年１０月３１日 原告が作成した実行予算案を前提に低

予算で本件作品を制作することとして、

遅くとも平成２１年６月２４日までに

締結 

仕事の内容 本件作品の完全パッケージメディア

（本件作品の映像としての完成版）の

制作、本件作品のＤＶＤマスターの制

作及びオーサリング、本件作品のＤＶ

Ｄ商品５００部の製造、本件作品のポ

スターの制作及び印刷並びに上記完

全パッケージメディア、ＤＶＤマスタ

ー、ＤＶＤ商品５００部及びポスター

の引渡し 

色彩設計、作画監督、レイアウト、原画、

動画、動検、色指定、セル検、彩色、特

効、制作進行、材料費、背景、撮影、オ

フライン、オンライン、タレント費、ス

タジオ使用費、ディレクター、コピー費、

車両費 

 

請負代金額 請負業務の完成に要した費用を実費

精算する。 

原告は、本件請負契約の業務を完成さ

せるために、別紙「各項目についての

主張  対比表」（略）の１ないし３

０の各「項目」欄記載の業務について、

それぞれに対応する「原告主張」欄の

「金額」欄記載の金額（合計８１２万

６３３８円）を必要とし、これに消費

税相当額４０万６３１６円を加えた

８５３万２６５４円が本件請負契約

の請負代金額となる。 

１５５万５０００円 

仮に請負業務の完成に要した費用を実

費精算するものであるとしても、別紙対

比表１ないし３０の各「項目」欄に記載

の業務について、それぞれに対応する

「被告主張」欄の「金額」欄記載の金額

（合計１５２万６４２３円）を必要とし

たにすぎないから、これに消費税相当額

７万６３２１円を加えた１６０万２７

４４円が本件請負契約の請負代金額と

なる。 

納期 平成２１年１２月末に開催されるコ

ミックマーケットに間に合うように

制作する 

平成２１年１２月上旬 

本件請負契約

の仕事の完成

及び目的物の

引渡しの有無 

原告は、平成２１年１２月２９日ころ

までに、仕事を完成させ、目的物を被

告に引き渡した。完成した本件作品の

質は、少なくとも一般の商業作品の水

準を満たしていた。 

原告が本件請負契約の業務を著しく遅

滞したために、本件作品の出来栄えを確

認する時間がほとんどなく、カットを修

正することもほとんどできなかった上、

原告が必要とされるリテイク作業をし

なかったので、本件作品の完成度は極め

て低いものとなった。そして、原告は、

本件請負契約で制作した本件作品のカ

ットの原本一式を被告に引き渡してい

ない。 

 

 

２ 反訴 

（１）原告がリテイク作業をしなかったことについて 

（被告の主張） 

原告は、本件請負契約の内容として、作成した原画及び動画を確認する機会を被告に与

え、必要なリテイク作業をする義務を負っていた。しかしながら、原告は、本件請負契約

の業務を長期間にわたって放置し、被告に原画及び動画を確認する機会をほとんど与えな
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かった。具体的には、被告が確認した原画はわずか３１カットで、被告が原画の存在のみ

を確認したものが１２カットであり、残りの１５５カットは全く確認していないし、また、

撮影素材は、本件作品全体について撮影済みの素材を基に確認し、修正点についてリテイ

クを行った上で本撮影を行うという通常の過程を経ていないのである。その結果、各カッ

トに描写されたキャラクターが確定したデザインと大幅に異なり、各カットの背景などの

絵がレイアウトの指示と全く異なったり他のカットとの整合性を欠いているなど、本件作

品の仕上がりは極めて質の低いものとなったが、原告は、これらの問題を修正するために

必要なリテイク作業をしない。 

本件作品に必要とされるリテイク作業を外注する場合の費用は、１５０万円を下らない

から、被告は、同額の損害を被った。 

（原告の主張） 

原告は、作成した原画及び動画を確認する機会を被告に与え、必要なリテイク作業をす

るとの義務を負っていない。そして、原告は、制作した本件作品の全ての原画のカットを

被告に送付して、確認する機会を被告に与えているところ、被告は、そのうちの十数カッ

トについてリテイクを指示し、原告はこれらについて適切にリテイク作業をしているし、

また、原告は、平成２１年１２月１６日ころ、撮影済みの素材を確認する機会を被告に与

え、被告から指摘があった部分全てについてリテイク作業をしている。 

 

（２）原告が本件請負契約の業務を適切に履行しなかったことについて 

（被告の主張） 

原告は、本件請負契約の業務を著しく遅滞した。被告は、本件作品のＤＶＤ商品を２０

００部以上製造することが可能な予算を確保していたが（納品までの期間に余裕があれば、

ＤＶＤを製造する単価は安くなる。）、原告が業務を遅滞したことにより、５００部しか製

造することができなかった。また、虎の穴の担当者は、本件作品のＤＶＤ商品を２０００

部以上買い取ることを約束していたが、原告が本件請負契約の業務を遅滞したことにより、

本件作品のＤＶＤ商品を買取りで２００部、委託販売で２００部しか虎の穴に納品するこ

とができなかったのである。その結果、被告は、本件作品に関して、虎の穴の買取分の代

金４４万２０００円及びイベント販売による代金１１万６０００円の合計５５万８００

０円しか売上げを得ることができなかった。 

原告が本件請負契約の業務を適切に履行していれば、被告は、虎の穴に対して本件作品

のＤＶＤ商品２０００部を販売し、４４１万円（卸値２１００円×２０００部＋消費税）

の売上げを得ることができたから、被告は、これから売上げ５５万８０００円を控除した

３８５万２０００円の損害を被った。 

（原告の主張） 

被告が本件作品のＤＶＤ商品を５００部しか製造することができなかったのは被告に

資金がなかったからであって、被告は、２０００部以上の製造が可能な予算を確保してい

なかったし、虎の穴は、本件作品のＤＶＤ商品を２０００部買い取ることを約束していな

かった。 

 

【裁判所の判断】 

 

争点１（１）（本件請負契約の成立時期及びその内容）について 

１ 本件請負契約の成立時期について 

（１）「被告は、平成２１年１０月３１日、原告代表者に、原告が本件作品を制作するこ

とを依頼し、原告代表者はこれを引き受けて、本件作品の制作に関する作業を進めて

いるのであるから、原告と被告は、遅くともこのときまでには本件請負契約を締結し

たと認められる。 
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被告は、原告と被告は平成２１年６月２４日までに本件請負契約を締結したと主張す

る。しかしながら、このことを認めるに足りる的確な証拠がない上、前記１認定の事実

によれば、原告は、同年８月中旬ころまでに本件０巻のためのカットを被告に納品した

が、その後、同年１０月上旬まで本件作品の制作に係る作業をしていないのであって、

このことを考えると、原告と被告が同年６月２４日までに本件請負契約を締結したと認

めることはできない。」 

 

２ 本件請負契約の内容について 

（１）仕事の内容について 

「別紙対比表３ないし１３、１５ないし１９、２１、２３ないし２５、２７及び２８

の各「項目」欄記載の事項が本件請負契約の仕事であったことは当事者間に争いがない。

そこで、以下、別紙対比表１、２、１４、２０、２２、２６、２９及び３０の各「項目」

欄記載の事項が本件請負契約の仕事であったか否かについて検討する。 

ａ プロデューサー（別紙対比表１） 

前記１認定の事実によれば、原告代表者は、平成２１年１０月３１日に被告から助 

けを求められた際に自らがプロデューサーとなって原告が本件作品を完成させると

述べ、被告は、これを受けて、原告代表者に、原告が本件作品を制作することを依頼

しているのであるから、プロデューサーの業務は、本件請負契約の仕事であると認め

られる。 

ｂ 制作プロデューサー（別紙対比表２） 

原告は、Ｆが制作プロデューサーに係る業務を担当していたと主張するところ、前

記１認定の事実によれば、Ｆが本件作品の制作に関わっていたことは認められるもの

の、原告と被告が、Ｆが制作プロデューサーとしての業務を担当することを合意した

ことやＦが制作プロデューサーに係る業務を実際に担当したことを認めるに足りる

的確な証拠はない。そうであるから、制作プロデューサーの業務は、本件請負契約の

仕事であると認めることはできない。 

ｃ 美術監督（別紙対比表１４） 

前記１認定の事実によれば、原告と被告は、平成２１年１１月１０日ころ、本件作

品の美術監督をチームズアートに委託することを合意しているのであるから、美術監

督の業務は、本件請負契約の仕事であると認められる。 

ｄ 音響効果（別紙対比表２０） 

前記１認定の事実によれば、被告は、平成２１年１１月２４日、音響効果の作業が

できないとして、これを原告に委託しているのであるから、音響効果の業務は、本件

請負契約の仕事であると認められる。 

e ポスター彩色１巻（別紙対比表２２） 

被告が本件作品の第１巻のポスターの彩色の業務を原告に委託したことを認める

に足り 的確な証拠はなく、この業務が本件請負契約の仕事であると認めることはで

ない。 

ｆ ＤＶＤオーサリング（別紙対比表２６） 

前記１認定の事実によれば、被告は、平成２１年１１月下旬、オーサリングの作業

ができないとして、これを原告に委託しているのであるから、ＤＶＤオーサリングの

業務は、本件請負契約の仕事であると認められる。 

ｇ 経理広報担当（別紙対比表２９） 

前記１認定の事実によれば、原告と被告は、平成２１年１０月３１日、原告から委

託を受けたアッカエッフェが本件作品に係る経理及び広報の業務を担当することを

合意しているのであるから、経理広報担当の業務は、本件請負契約の仕事であると認

められる。 
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ｈ 制作管理（別紙対比表３０） 

前記１認定の事実によれば、被告は、平成２１年１０月３１日、原告代表者に、原

告が本件作品を制作することを依頼しているのであって、本件作品の制作管理の業務

を原告に委託したということができるから、制作管理の業務は、本件請負契約の仕事

であると認められる。」 

（２） 請負代金額について 

「本件請負契約の請負代金について、原告と被告が確定金額を合意したとか、本件

請負契約の仕事の完成に要した費用を実費精算した額とするとの合意をしたことを

認めるに足りる証拠はない。したがって、原告と被告は、本件請負契約の請負代金と

して相当額とすることを合意したというほかはない。」 

 

争点１（２）（本件請負契約の仕事の完成及び目的物の引渡しの有無）について 

  「原告は、コミケが開催された平成２１年１２月３０日までに、本件請負契約の仕事

を完成して、本件作品のＤＶＤマスター及び本件作品のＤＶＤ商品５００部を被告に引

き渡し、また、証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、同日までに、本件作品

のポスターを被告に引き渡していることが認められる。 

被告は、本件作品の完成度が極めて低いから、原告は本件請負契約の仕事を完成してい

ないし、原告は、本件作品のカットの原本一式を被告に引き渡していないと主張する。し

かしながら、・・・完成した本件作品のＤＶＤ商品の品質に問題があるとは認められない

し、また、原告と被告が、本件請負契約において、本件作品のカットの原本一式を被告に

引き渡すことを合意したことを認めるに足りる証拠はない。」 

 「以上によれば、被告は、原告に対し、請負代金額として相当額を支払う義務がある。」 

 

判決では、続いて、各仕事について相当な請負代金額を検討し、合計４１６万５０００

円に消費税２０万８２５０円を加えて４３７万３２５０円が相当と判断している。個別の

検討内容は省略するが、ほとんどは、平成２１年１１月１９日に請負人たる原告が見積も

った予算案に基づいて算定している。 

 

争点２（原告の債務不履行の有無）について 

１ 原告がリテイク作業をしなかったことについて 

「被告は、原告代表者が本件作品を制作することを引き受けた平成２１年１０月３１日

から本件作品の完成が求められる同年１２月末のコミケまでの間に、少なくとも４３カッ

トの原画の確認をし、そのうちのいくつかについては修正の指示を出していることが認め

られ、また、前記認定の事実によれば、被告は、ファルコンによる本件作品の編集の作業

に立ち会い、不具合があるカットについてリテイクの指示をし、それらについてファルコ

ンが撮影をやり直しているのであって、その後、本件作品は映像として完成し、被告は、

本件作品のＤＶＤ商品の納品を受けて、平成２１年１２月３０日のコミケでこれを販売し

ている。そして、被告は、本件作品の完成した映像について、各カットに描写されたキャ

ラクターが確定したデザインと大幅に異なり、また、各カットの背景などの絵がレイアウ

トの指示と全く異なったり、他のカットとの整合性を欠くなど、本件作品は極めて質の低

い仕上がりになったと主張するところ、証拠（略）によれば、キャラクターのデザインは、

確定したデザインと大きく異ならないことが認められるし、また、各カットの背景などの

絵がレイアウトの指示と全く異なることや他のカットとの整合性を欠くことなどについ

ては具体的な主張、立証がないのであって、乙５に徴しても、本件作品のＤＶＤ商品の品

質に問題があるとは認められない。 

そうであれば、本件請負契約の内容として、原告に原画及び動画を確認する機会を被告

に与えるとともに、必要なリテイク作業をする義務があるとしても、原告がこれを怠った
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ということはできない。」  

 

２ 原告が本件請負契約の業務を適切に履行しなかったことについて 

「原告は、平成２１年１２月末のコミケに間に合うように本件作品を制作することとし

て被告の依頼を引き受け、同月３０日までに仕事を完成させ、その目的物を被告に引き渡

しているのであるから、原告が本件請負契約の業務の履行を遅滞したということはできな

い。」 

 

【コメント】 

本判決の争点自体は、著作権法に特有のものではなく、請負契約の内容、仕事の完成、

引き渡しの有無といった契約の解釈に関するものである。 

請負契約においては、請負対象たる仕事の内容、請負代金額またはその算定方法を契約

締結時に明確にしておく必要がある。この点、建物建築等の請負契約においては、比較的

契約書で明記されることが多いが、今回のようなビデオアニメ制作等、コンテンツ制作の

請負においては、これまで、きちんと契約書が準備されることが少なかったように思われ

る。今後は、コンテンツ制作の場面においても、契約書において契約内容を明確にしてお

くことが必要である。 
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平成 26 年 3 月 19 日 

第二東京弁護士会知的財産法研究会 

平成 25 年夏季合宿判例研究会 

 

コンビニコミック事件 

 
報告者 村田 真一 

 

損害賠償請求事件 

東京地裁民事第 46部（大鷹裁判長）平成２５年１月３１日判決（平成２３年（ワ）第３５９５１号） 

 

【当事者】 

原告：漫画家 

被告：株式会社竹書房（書籍、雑誌、新聞の発行及び販売等を目的とする会社） 

 

【事案の概要】 

本件は、いわゆるコンビニコミック（主としてコンビニエンスストアで販売されるＢ６

判の廉価版コミック）掲載用の漫画の作画を制作した原告が、同漫画を掲載したコミック

の初版、さらには増刷を発行した被告に対し、被告が上記コミックを増刷して発行した行

為が上記作画について原告が保有する著作権（複製権）の侵害行為に当たる旨主張して、

被告に対し、著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。 

 

【結果】 

請求棄却 

 

【経緯】 

１ 原告の著作物 

原告は、平成１９年１月ころから平成２２年５月ころまでの間に、Ｂ執筆の書籍「Ｂの

都市伝説」シリーズに掲載の各話を原作とする漫画各話（以下「本件漫画各話」という）

の作画（以下「本件各作画」という）を制作し、その原画（原稿）を被告に引き渡した。 

本件各作画は、原告を著作者とする著作物である。 

 

２ 被告の行為 

（１）被告は、以下のとおり、本件漫画各話が掲載された、コンビニコミックである各コ

ミック（以下「本件各コミック」という。）を発行した。 

① 「Ｂの都市伝説」 

Ｂ執筆の同じ題号の書籍を原作とする漫画全７話を掲載したコミック（定価４００

円（税込み）。以下「本件コミック１」という。）であり、被告は、２００７年（平

成１ ９年）２月１２日に初版を発行し、その後、増刷として、２刷を経て、２００

８年（平成２０年）８月２３日に３刷を発行した。 

本件コミック１には、本件作画１が掲載されている。 

② 「Ｂの都市伝説２」 

Ｂ執筆の同じ題号の書籍を原作とする漫画全７話を掲載したコミック（定価４８０

円（税込み）。以下「本件コミック２」という。）であり、被告は、２００８年（平

成２０年）９月１２日に初版を発行し、その後、増刷として、２刷及び３刷を発行し

た。 

本件コミック２には、本件作画２ないし４が掲載されている。 
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③ 「Ｂの都市伝説３」 

Ｂ執筆の同じ題号の書籍を原作とする漫画全７話を掲載したコミック（定価４８０

円（税込み）。以下「本件コミック３」という。）であり、被告は、２００９年（平

成２１年）４月１０日に初版を発行し、その後、増刷として２刷を発行した。 

本件コミック３には、本件作画５及び６が掲載されている。 

④ 「Ｂの都市伝説４」 

Ｂ執筆の同じ題号の書籍を原作とする漫画全７話を掲載したコミック（定価４８０

円（税込み）。以下「本件コミック４」という。）であり、被告は、２００９年（平

成２１年）８月１４日に初版を発行し、その後、同年１２月８日に増刷として２刷を

発行した。 

本件コミック４には、本件作画７及び８が掲載されている。 

⑤ 「Ｂの都市伝説５」 

Ｂ執筆の同じ題号の書籍を原作とする漫画全７話を掲載したコミック（定価４８０

円（税込み）。以下「本件コミック５」という。）であり、被告は、２００９年（平

成２１年）１２月２５日に初版を発行し、その後、増刷として２刷を発行した。 

本件コミック５には、本件作画９及び１０が掲載されている。 

⑥  「Ｂの都市伝説６」 

Ｂ執筆の同じ題号の書籍を原作とする漫画全７話を掲載したコミック（定価４８０

円（税込み）。 以下「本件コミック６」という。）であり、被告は、２０１０年（平

成２２年）５月１４日に初版を発行し、その後、増刷として２刷を発行した。 

本件コミック６には、本件作画１１及び１２が掲載されている。 

（２）被告は、２０１１年（平成２３年）８月１６日、本件各コミックに収録された漫画

の中から全１４話を選択して収録したコンビニコミックである「Ｂの都市伝説Ｇ」と

題するコミック（定価６００円（税込み）。以下「都市伝説Ｇコミック」という。）

を発行した。 

都市伝説Ｇコミックには、本件作画２、９ないし１２が掲載されている。 

（３）被告は、原告に対し、次の原稿料を支払った。 

平成１９年４月５日 本件コミック１について本件作画１の原稿料名下（消費税込み。

ただし、源泉所得税控除後のもの。以下同じ。）に２９万４５０

０円 

平成２０年１１月６日 本件コミック２について本件作画２ないし４の原稿料名下に

７０万３９５０円 

平成２１年５月８日 本件コミック３について本件作画５及び６の原稿料名下に６９

万１６００円 

平成２１年１０月５日 本件コミック４について本件作画７及び８の原稿料名下に６

９万１６００円 

平成２２年３月４日 本件コミック５について本件作画９及び１０の原稿料名下に７

６万５７００円 

平成２２年７月５日 本件コミック６について本件作画１１及び１２の原稿料名下に

６６万６９００円 

合計 ３８１万４２５０円 

（４）被告は、平成２３年１１月４日、原告に対し、都市伝説Ｇコミックについて本件作

画２、９ないし１２の再録掲載料名下に８９万５３７５円を支払った。 

 

【争点】 

１ 著作権（複製権）侵害の成否 

２ 損害額 
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【当事者の主張】 

１ 原告の主張 
（１）被告による著作権（複製権）の侵害 

 原告は、被告に対し、本件各作画を本件各コミックの初版に掲載して利用することを許

諾したが、その増刷に利用することを許諾していないから、被告が本件各コミックを増刷

して発行した行為は、本件各作画について原告が保有する複製権（著作権法２１条）の侵

害行為に当たる。 

（２）原告の損害額 

被告による前記（１）の複製権の侵害行為により、原告が被った「その著作権の行使に

つき受けるべき金銭の額に相当する額」（使用料相当額）の損害額（著作権法１１４条３項）

は、本件各コミックの初版の原稿料（本件コミック１につき１枚当たり１万円、本件コミ

ック２ないし６につき１枚当たり１万３０００円）を下らない。 

そうすると、著作権法１１４条３項に基づく原告の損害額は、合計５０８万６０００円

を下らない。 

 

２ 被告の主張 

（１）原告と被告は、原告が、被告の依頼に基づいて本件各作画を制作し、被告において本件

各作画を本件各コミックに掲載して利用することを許諾し、被告がその対価として本件コ

ミック１については原稿１枚当たり１万円の原稿料を、本件コミック２ないし６について

は原稿１枚当たり１万３０００円の原稿料を原告に支払う旨の各合意をした。 

（２）原告は、本件各合意を行うに際し、被告に対し、本件各作画の本件各コミック掲載の利

用許諾は初版分に限定する旨の条件を提示しておらず、被告は、そのような条件を付すこ

とを了承していないから、本件各合意に基づく原告の利用許諾の効力は、増刷分について

も及ぶというべきである。 

なお、被告が原告に支払った本件作画２、９ないし１２の再録掲載料は、本件各コミッ

クの二次商品としての新規の総集編企画である都市伝説Ｇコミックに掲載することの対価

であり、本件各合意とは無関係である。 

（３）以上のとおり、本件各合意に基づく原告の利用許諾の効力は、本件各コミックの増刷分

についても及んでいるから、被告が本件各コミックを増刷して発行した行為が本件各作画

について原告が保有する複製権の侵害行為に当たるとの原告の主張は理由がない。 

 

３ 原告の反論 

（１）原告は、被告から本件各作画の制作依頼を受けた際、本件各作画が掲載される本件各コ

ミックは、「雑誌」であって、発行後２週間程度で売り切り、売り切れなければ回収されて

販売が終了するとの認識を持ち、被告の担当者も同様の認識を持っていたものであり、原

告と被告間で、本件各コミックが増刷された場合の話は一切出なかった。 

また、本件各コミックと同種の「雑誌」は、増刷されることや期間外に出版（アンコー

ル出版）されることは通常はなく、本件各コミックについても増刷は予定されていなかっ

た。 

したがって、原告と被告間の本件各作画についての利用許諾の合意は、原告が提供した

原稿について雑誌発行（初版発行）から２週間程度の期間を限定して被告が出版すること

を許諾することを内容とするものであり、被告主張の原稿１枚当たり１万円の原稿料及び

原稿１枚当たり１万３０００円の原稿料の約定は、上記利用許諾の対価にすぎない。この

ことは、２週間程度の利用許諾期間経過後に発行された都市伝説Ｇコミックについて、被

告が本件作画２、９ないし１２の再録掲載料を原告に支払っていることからも明らかであ

る。 

そして、被告による本件各コミックの増刷分の発行は、上記利用許諾期間経過後にされ

たものであるから、原告の利用許諾の効力は及ばないというべきである。 
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【裁判所の判断】 

 

争点１（著作権（複製権）侵害の成否）に対する判断 

１ 「被告は、原告と被告は、原告が被告の依頼に基づいて本件各作画を制作し、被告に

おいて本件各作画を本件各コミックに掲載して利用することを許諾し、被告がその対価

として本件コミック１については原稿１枚当たり１万円の原稿料を、本件コミック２な

いし６については原稿１枚当たり１万３０００円の原稿料を原告に支払う旨の各合意

（本件各合意）をし、本件各合意に基づく原告の利用許諾の効力が、本件各コミックの

増刷分についても及んでいる旨主張するので、以下において判断する。」 

 

２ 「被告は、Ｂ執筆の書籍「Ｂの都市伝説」シリーズを原作とする漫画版として、複数

の漫画家が作画した漫画各話を掲載したコンビニコミックである本件各コミックの出版

を企画し、被告主張の本件各合意のそれぞれの合意の時期に、本件コミック１について

は作画原稿１枚当たり１万円の原稿料を、本件コミック２ないし６については作画原稿

１枚当たり１万３０００円の原稿料を支払うとの条件で、原告に対し、本件各作画の制

作を順次依頼し、原告は、その都度これを了承したものであり、被告の上記各依頼の趣

旨は、原告に対し、原告が本件各作画の制作を行うとともに、被告が本件各コミックに

本件各作画を掲載して出版及び販売することについての利用許諾を求めるものであるか

ら、原告が被告の上記各依頼を了承することにより、原告と被告との間で、本件各合意

が成立したものと認められる。」 

 

３ 「本件各コミックと同種のコンビニコミックは、雑誌扱いの不定期の刊行物として、

主にコンビニエンスストアで発売後約２週間程度販売された後、売れ残ったものが返品

されるのが通常であり、初版の発売時にはあらかじめ増刷することは予定されていない

が、これは事実上の取扱いであり、初版が返品された後であっても、需要があれば、増

刷して発行することもあり得るものであり、コンビニコミックであるからといって、流

通期間が性質上当然に限定されているとまではいえないこと、②被告は、上記各依頼に

際し、原告に対し、上記原稿料以外の条件の提示をしていないのみならず、原告と被告

との間で、原稿料以外の条件や本件各コミックの発行予定部数、流通期間等について話

題となることはなかったことが認められる。 

 上記①及び②の事情に照らすならば、本件各合意に基づく原告の利用許諾の効力は、

本件各コミックの初版分に限定されるものではなく、その増刷分についても及ぶものと

認めるのが相当である。」 

 

４ 「これに対し原告は、原告と被告間の本件各作画についての利用許諾の合意は、原告

が提供した原稿について雑誌発行（初版発行）から２週間程度の期間を限定して被告が

出版することを許諾することを内容とするものであり、原稿１枚当たり１万円の原稿料

及び原稿１枚当たり１万３０００円の原稿料の約定は、上記利用許諾の対価にすぎない

から、本件各コミックの増刷分には利用許諾の効力は及ばない旨主張し、原告の供述（甲

２２の陳述書を含む。以下同じ。）中にはこれに沿う部分がある。 

しかしながら、被告が本件各コミックに掲載する本件各作画の制作を原告に依頼した際

に、原告と被告との間で、本件各コミックの発行予定部数、流通期間等について話題とな

ることはなかったものであり（前記ア②）、また、原告の供述を前提としても、原告が、

被告の上記依頼を受けた際に、本件各コミックの流通期間を２週間程度に限定することを

条件とすることや、原稿料は初版分に限定する趣旨である旨を被告に述べたというもので

はない。 
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かえって、原告の供述中には、原告が、本件コミック２に掲載する本件作画２ないし４

の原稿料の値上げ要請をした際に、コミックの発行部数は原稿料を定めるに当たって考慮

に入れていなかった旨の供述部分があることからすれば、原告においては、本件各作画の

利用許諾の対価としては、コミックの発行部数の多寡にかかわらず、原稿１枚当たり一定

額の原稿料の支払を受けることで了承していたことがうかがわれる。しかも、本件各コミ

ックの２刷及び３刷は、初版を増刷したものであって、本件各作画の利用形態は初版と何

ら変わることはないのであるから、本件各コミックの流通期間が原告が想定していた約２

週間を超えたからといって原告において特段の不利益をもたらすものとは認め難く、本件

各合意を締結するに当たっての合理的意思に反するものとも認め難い。 

もっとも、被告は、本件作画２、９ないし１２を掲載した都市伝説Ｇコミックについて

再録掲載料を原告に支払っているが（前記・・・）、都市伝説Ｇコミックは、本件各コミ

ックに収録された漫画の中から全１４話を選択して収録したものであり、本件各コミック

における本件作画２、９ないし１２の利用形態とは異なるものであるから、上記再録掲載

料の支払の事実をもって原告の上記主張を裏付けることはできない。 

 

５ 「以上のとおり、被告が本件各コミックを増刷して発行することについて、本件各合

意に基づく原告の利用許諾があったものと認められるから、被告のかかる行為が本件各

作画について原告が保有する複製権の侵害行為に当たる旨の原告の主張（請求原因（１））

は理由がない。」 

 

【コメント】 

コンビニコミックは、通常コンビニエンスストアで発売後約２週間程度販売された後、

売れ残ったものが返品されるのが通常であるとのことであるが、本件のコミックについて

は、短期間で店頭から消えることがなく、増刷がなされるほど売れたため、漫画家と出版

社との間で、争いとなった。 

契約書が存在しない以上、契約内容を確定するためには、業界慣行等に照らして、契約

締結時の当事者の合理的意思を推認せざるを得ない。 

本判決は、通常コンビニエンスストアで発売後約２週間程度販売された後、売れ残った

ものが返品されるのが通常であり、初版の発売時にはあらかじめ増刷することは予定され

ていないが、これは事実上の取扱いであり、需要があれば、増刷することもあり得（アン

コール販売）、コンビニコミックであるからといって、流通期間が性質上当然に限定され

ているとまではいえない、当事者間で、発行部数や流通期間等について話題となることは

なかった、等の理由で、増刷分についても利用許諾したものと判断された。 

漫画家にとっては厳しいとも見えるが、上記業界慣行や契約締結時の当事者のやりとり

等から導かれる当事者の合理的意思解釈としては、自然なもののように思われる。 

11



第二東京弁護士会知的財産権法研究会 

 

ウルトラマン事件 

平成 26 年 3 月 19 日 

報告者 前田 泰志 

 

知財高裁平成２３年７月２７日判決（平成２２年（ネ）第１００８０号 譲受債権請求承継

参加申立控訴事件（飯村敏明裁判長） 

（原審 東京地方裁判所平成２２年９月３０日判決（平成２１年（ワ）第６１９４号譲受債

権請求承継参加申立事件，被参加事件 平成１８年（ワ）第１０２７３号損害賠償請求事件） 

 

第１ 事案の概要 

１ 事案の概要 

 

脱退原告 A ソンポート・センゲンチャイ       被告 Y㈱円谷プロダクション 

        ↓                      ↑ 

脱退原告参加承継人（参加人）X ユーエム㈱  控訴審での被告補助参加人 ㈱バンダイ 

 

(1) 参加人 X が，Y の行為は，「ウルトラマン」から「ウルトラマンタロウ」までのウルト

ラシリーズ全作品（いわゆるクラシックウルトラマン）と、「ジャンボーグ A」（本件著

作物）に関する許諾契約（独占利用権）に違反するものであると主張し，参加人が，Ｙ

に対し，上記損害賠償請求権の一部請求又は上記不当利得返還請求権の一部請求として，

１億円及びこれに対する平成１８年５月２６日（被参加事件の訴状送達の日の翌日）か

ら支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金（不当利得返還請求の場合

は，民法７０４条前段所定の年５分の割合による法定利息。）の支払を求めた事案である。 

(2) 当事者 

（ア）脱退原告 A ソンポート・センゲンチャイ（1940.5～  ） 

Ｙから本件著作物につき独占的利用権の許諾を受けたと主張している。 

タイ人バンコク技術専門学校映画科卒業。国営貯蓄銀行の宣伝部勤務時の 1962 年、

特撮映画制作を志して、日本に留学。留学費用はタイの貯蓄銀行と三井銀行が折半し

た。東宝で「特撮の神様」として知られ、ウルトラマンの監修をした故・円谷英二に

師事し、特撮の技術を学ぶ。 

1963 年末に帰国して銀行を退社し、チャイヨー・フィルムを興す。円谷プロダクシ

ョン三代目社長の円谷皐とは親密な仲で、円谷プロと共同でチャイヨーのキャラクタ

ーと円谷プロの『ジャンボーグ A』を共演させた映画『ジャンボーグ A&ジャイアン

ト』を合作したり、その後も『ウルトラ 6 兄弟 VS 怪獣軍団』など特撮映画を作り続
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けたが、1985 年の『エリマケトカゲ一人旅』以降は映画制作から撤退し、テレビ番組

を製作している。ウルトラマンタロウ以降のウルトラシリーズをタイでテレビ放映 

だが、円谷皐氏の死後の 1996 年に、「本件著作物の日本以外の国における独占的利

用権の許諾を受けた」と主張し、日本とタイとでそれぞれ裁判となった。 

やがて裁判費用の負担や関係者の裏切りによる心労、2011 年の大洪水による物理的

被害からプロダクションを廃業。 

（イ）脱退原告参加承継人（参加人）X ユーエム㈱ 

舞台・映像関係，キャラクター等の企画デザイン等を目的とする株式会社として設

立登記のされた日本法人である。脱退原告から，損害賠償請求権及び不当利得返還

請求権を譲り受けた。 

参加人の取締役は，脱退原告の知人であるＤ（上松盛明氏）及びＢらであり，Ｄが

同社の代表取締役である。Ｂは，タイ王国人であり，脱退原告の子である。 

（ウ）被告 Y ㈱円谷プロダクション 

劇場用映画及びテレビ用映画の制作供給等を業とする日本法人である。 

本件著作物について著作権を有している。 

日本以外の国において，第三者に対し，本件著作物や，同著作物の制作後に被告

が制作したいわゆるウルトラマンキャラクターの登場する映画作品及びこれらを素

材にしたキャラクター商品の利用を許諾している。 

（エ）控訴審における被告補助参加人 株式会社バンダイ 

被告は，平成８年９月１日，日本法人であるバンダイに対し，「ウルトラマン」，

「ウルトラセブン」，「帰ってきたウルトラマン」，「ウルトラマンエース」，

「ウルトラマンタロウ」，「ウルトラマンレオ」，「ザ・ウルトラマン」，「ウ

ルトラマン８０」，「ULTRAMAN TOWARDS THE FUTURE」，「ウルトラマン：THE 

ULTIMATEHERO」及び「ウルトラマンティガ」の全キャラクターの名前，ロゴ，シ

ンボル，商標，著作権，類似品，描写及び写真について，ライセンス期間を１年

４か月として，韓国，香港，マカオ，台湾，シンガポール，マレーシア，フィリ

ピン，タイ王国及びインドネシアにおける利用権につき，ライセンスを付与した。 

 

(3) 時系列 

1963.4 円谷プロは東宝の出資を受けて設立されたが、テレビ業界への進出のため東

宝との専属契約を解除。英二の長男一氏は TBS,次男皐氏はフジテレビに入社。 

1966～67 年 第一次怪獣ブーム TBS で「ウルトラＱ」「ウルトラマン」「ウルトラセ

ブン」が放送された。キャラクタービジネスの萌芽、ウルトラＱのソ

フビ製の怪獣人形が発売され、人気に。米国ディズニーは商品化権を

販売する著作権ビジネスを行っていたが，円谷プロは，キャラクター

利用料は徴収していなかった。 
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1969 夏頃 ソフビだけでなく、プラスチック玩具、プラモデル、ゲーム等で、キャラ

クター商品の売上が急激に伸びた。これを機に円谷プロは TBS ととも

にキャラクターの商品化に関する協議会を開催、著作権概念の周知徹

底に努め、日本のテレビ番組で初めて商品化権の入札制度を導入。 

1971～74 年 第二次ブーム 「帰ってきたウルトラマン」「ウルトラマンＡ」、1973.4

「ウルトラマンタロウ」「ウルトラマンレオ」とレギュラー番組が続い

た。1971.12 からミラーマンも 

――6 年の空白―― 

1973 皐氏三代目社長に就任 

1974 タイの番組制作会社チャイヨー・プロダクションと劇場用映画「ジャンボーグ

A＆ジャイアント」を合作、タイで公開されただけで日本では上映なし 

1974.10 TBS で「猿の軍団」が放送されたが，大ヒットしたアメリカ映画「猿の惑星」

のパクリ。東京地裁昭和 49 年（ヨ）2550 号（猿の惑星事件） 

1976 チャイヨー・プロダクションは、「ウルトラマン」から「ウルトラマンタロウ」

までのウルトラシリーズ全作品（いわゆるクラシックウルトラマン）と、「ジャ

ンボーグ A」について、そのキャラクター商品を海外で独占的に利用（販売）す

る権利などを、円谷プロから 6000 万円で譲渡された、当時社長であった皐氏が

署名捺印と主張。1976 は「ウルトラマンレオ」の放送が終了し、国内でのウル

トラシリーズのレギュラー放送がなくなり、円谷プロの業績が急激に落ち込ん

だ時期 

1980 年 第三次ブーム 「ウルトラマン８０」が放送された。「ボーナス袋が立った。」

とも。しかし、放送終了後とともにブームは去る。 

――16 年の空白――一 

1981 英明氏バンダイ入社、1983 円谷プロに入社 

1992 東宝から株を買い取り、離反 

1995 皐氏死去 

1997 頃 チャイヨーは主にアジアでキャラクター商品の販売を始め，それらの商品に

「TSUBURAYA CHAIYO Co.Ltd」と著作権を表示していた。このため，円

谷プロは，1997 年にタイで，1999 年に日本の東京地方裁判所で，タイ側の著

作権などを無効と主張する裁判を始めた。 

1996～2001 年 第四次ブーム 「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンダイナ」「ウル

トラマンガイア」の平成三部作と、少し間を置いて「ウルトラマンコ

スモス」が放送された 

1998.1 バンダイ，チャイヨと平成１０年契約 

2004～06 年 第五次ブーム 「ウルトラマンネクサス」「ウルトラマンマックス」「ウ

ルトラマンメビウス」が作られた 
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2007.10 広告コンテンツの制作会社㈱TYO が円谷プロの株式の過半を取得 

2008.01 バンダイが２回に分けて株式の４９％を取得 

2008.11.18 参加人の設立登記。 

2010.04 パチンコ機器の製造販売や卸売業を営む㈱フィールズが，TYO が保有する

51％の株式全部を取得 

 

(4) 本件独占的利用権の有無に関する脱退原告・被告間の争い 

Ａは，「本件契約書」（同契約書に記載された内容の契約を「本件契約」という。）を所

持している。本件契約書には，円谷プロド・アンド・エンタープライズ・カンパニー・

リミテッド（Tsuburaya prod.and Enterprise Co.,Ltd)がチャイヨ・フィルム・カンパニ

ー・リミテッド(Chaiyo Film Co.,Ltd)の社長であるＡに対し，昭和５１年３月４日付け

で，日本を除くすべての国において，期間の定めなく，独占的に，本件著作物について

配給権，制作権等の権利等を許諾する旨の記載がある。 

また，本件契約書の末尾には，アルファベットで「Ｃ」と署名がされ（以下「本件署

名」という。），その右横に，株式会社円谷エンタープライズ（以下「円谷エンタープラ

イズ」という。）代表取締役Ｃの記名印及び円谷エンタープライズの代表取締役印が押捺

されている（上記代表取締役の印影を，以下「本件印影」という。）。 

Ａは，本件署名は，昭和５１年３月４日に，当時被告及び円谷エンタープライズの代

表取締役を務めていたＣが，東京において脱退原告の面前で署名したものであり，本件

印影は，当時円谷エンタープライズが使用していた代表取締役印によるものであって，

本件契約書は被告によって真正に作成されたものであると主張する。 

これに対し，Ｙは，ＡとＹとの間で本件契約が締結された事実はなく，本件署名はＹ

により偽造されたものであると主張する。 

(5) 日本の裁判所における本件独占的利用権の有無についての判断 

Ｙは，平成９年７月，Ａを被告として，東京地方裁判所に対し，Ａが日本以外の国に

おいて本件著作物についての著作権及び利用権を有しないことの確認等を求める訴えを

提起した（東京訴訟）。 

 

東京地裁平成 11 年 01 月 28 日判決（三村裁判長）と，それに続く東京高裁 平成 12 年

03 月 16 日判決（山下和明裁判長）で，我が国の国際裁判管轄はないとして却下されたが，

最高裁平成 13 年 06 月 08 日判決・ 民集 55 巻 4 号 727 頁（高部調査官）は，我が国の裁

判所の国際裁判管轄を肯定すべきであるとして，東京地裁に差し戻した。 

 

東京訴訟では，本件契約の成否（本件契約書は真正に成立したものか）及び本件契約

の内容が主たる争点となり，Ｙ及びＡは，それぞれ，上記(4)と同様の主張をした。 

東京地裁は，平成１５年２月２８日，本件契約書は真正に成立したものと認められる
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が，同契約書は，全体としては，本件著作物についての独占的な利用権につきライセン

スを付与するものであると認められ，著作権の譲渡契約であるとは解されないことなど

を理由に，被告の請求のうち，脱退原告が本件著作物についての著作権を有しないこと

の確認を求める部分は認容したものの，脱退原告が本件著作物についての利用権を有し 

ないことの確認を求める部分等については，これを棄却する旨の判決（以下「東京地

裁判決」という。）を言い渡した。 

また，東京訴訟において，Ａは，本件契約により，ＹからＡに対し，本件著作物につ

いての著作権だけでなく，ウルトラマンシリーズの将来の作品の著作権ないし独占的利

用権についても与えられたものであると主張したが，東京地裁判決は，本件契約書は第

１条によりライセンスの対象となる映画を本件著作物に特定していることなどから，Ａ

の主張は認められないとした。 

Ｙ及びＡは，いずれも控訴した。控訴審において，Ａは，主位的反訴請求として，Ａ

が日本以外の国において本件著作物の著作権を有することの確認を求め，予備的反訴請

求として，Ａが本件独占的利用権を有することの確認を求めた。 

東京高等裁判所は，平成１５年１２月１０日，東京地裁判決とほぼ同様の理由により，

被告及び脱退原告の控訴並びに脱退原告の主位的反訴請求をいずれも棄却し，脱退原告

の予備的反訴請求を認容する旨の判決（以下「東京高裁判決」という。）を言い渡した。 

Ｙは，上告及び上告受理の申立てをした。最高裁判所は，平成１６年４月２７日，同

上告を棄却し，本件を上告審として受理しない旨の決定をした。これにより，東京高裁

判決は，確定した。 

(6) タイ王国の裁判所における本件独占的利用権の有無についての判断 

Ｙは，平成９年１２月，タイ王国の国際貿易・知的財産中央裁判所に対し，Ａ及びＢ

ほか２名を相手方として，Ａは本件著作物についてタイ王国における著作権を有してお

らず，Ｙから利用の許諾も得ていない，本件契約書は脱退原告が偽造したものであるな

どと主張して，本件著作物についてのタイ王国におけるＡほか３名の著作権侵害行為の

差止め及び損害賠償等を求める訴えを提起した。 

タイ王国最高裁判所の国際貿易・知的財産部は，平成２０年２月５日，本件契約書は

偽造されたものと認められるとして，Ａに対し，本件契約に基づく権利主張及び本件契

約の使用の禁止並びにＹの本件著作物に関する著作権の侵害等を理由とする損害賠償金

の支払等を命じ，Ａの反訴請求（脱退原告が日本以外の国において本件著作物について

の著作権を有することの確認等を求めたもの）を棄却する旨の判決を言い渡した。 

(7) 中国の裁判所における本件独占的利用権の有無についての判断 

Ａ，チャイヨプロダクション有限公司（以下「チャイヨ社」という。）及び広州市鋭視

文化伝播有限公司（以下「広州鋭視」という。）は，平成１７年９月３０日，中国の広東

省広州市中級人民法院に対し，Ｙ，上海円谷企画有限公司（以下「上海円谷」という。），

上海音像出版社（以下「上海音像」という）及び広州購。書中心有限公司（以下「広州
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購書」という。）を被告とする訴えを提起した（以下「中国訴訟」という。）。 

中国訴訟において，Ａらは，Ａは本件契約に基づき本件著作物について日本以外の国

における著作権を有しており，チャイヨ社は脱退原告から本件著作物について中国にお

ける使用権の許諾を受け，広州鋭視はチャイヨ社から上記使用権の許諾を受けているこ

とを主張し，Ｙ及び上海円谷が上海音像及び広州購書に対してウルトラマン作品の利用

を権限なく許諾し，上海音像及び広州購書が，権限のない許諾によるものであることを

知りながらウルトラマン作品の製造販売を行ったことは，Ａらの上記著作権ないし使用

権を侵害するものであるとして，Ｙらに対し，ウルトラマン作品のＶＣＤ盤の製造・販

売及び許諾行為の差止め，謝罪広告並びに賠償金１００万人民元の支払を求めた。 

広東省広州市中級人民法院は，平成２１年９月１６日付けで，本件契約書が真正に成

立したとは認められず，Ａは本件著作物について著作権を有するものとは認められない

ことを理由に，Ａ及びチャイヨ社の請求を棄却する旨の判決をした。 

Ａ及びチャイヨ社は，同判決を不服とし，広東省高等裁判所に対して上告した。 

 

2009 年 10 月に円谷プロ側の勝訴に終わった。この判決後、今度は円谷プロ側がユー

エム社に対して中国でのキャラクター商品の販売差し止めと損害賠償を求め、北京市の

裁判所に提訴した。2013 年 4 月に裁判所は和解勧告を出したが、円谷プロは拒否。同年

9 月 29 日の最高裁判決で、契約書に押された円谷エンタープライズの社判が本物である

ことを根拠に譲渡契約の有効性を認め、円谷プロ側の敗訴が確定した。 

 

第２ 原審 

１ 争点 

(1) 本件訴訟の国際裁判管轄（争点１） 

(2) 本件の準拠法（争点２） 

(3) 本件契約の成否及び内容（争点３） 

ア本件契約の成否，効力及び存否（争点３－１） 

イ本件契約に基づく被告の債務の内容（争点３－２） 

(4) 被告の債務不履行及び不当利得の有無（争点４） 

(5) 脱退原告は参加人に対して損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を有効に譲渡

したか（争点５） 

(6) 商事消滅時効の成否（争点６） 

２ 原審の判断 

原判決は，参加人主張の被告の債務不履行のうち，被告が，バンダイ（控訴審におけ

る被告補助参加人）に対し，平成８年９月１日から平成９年１２月３１日まで，旧ウル

トラマンキャラクターに属する５個のキャラクターについて韓国等の外国における利用

権をライセンスし，当該ライセンス期間を現在に至るまで更新している行為が本件契約
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の債務不履行に当たり，脱退原告にライセンス料相当額の損害が発生しており，かつ，

当該ライセンス料相当額について脱退原告に損失が生じ，被告が利得したと認定した上，

本件契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権については一部商事消滅時効が成立する

ため，不当利得返還請求権に基づく認容額の方がより高額であるとして，参加人の請求

のうち，被告に対する不当利得返還請求に基づき１６３６万３６３６円及びこれに対す

る平成１８年５月２６日から支払済みまで年５分の割合による法定利息の支払を求める

限度で認容し，その余の請求を棄却した。 

 

第３ 控訴審 

 １ バンダイが，被告に補助参加 

 

２ 控訴審におけるＹ及び補助参加人の主張 

Ａ外２者と補助参加人とは，平成１０年１月２９日付けで，次の契約（以下，「平成

１０年契約」という。）を締結した。平成１０年契約に基づき，タイ王国の法律に基づ

いて設立されたチャイヨ・シティ・スタジオ・リミテッド・パートナーシップ，同国

の会社であるツブラヤ・チャイヨ・カンパニー・リミテッド及びＡ（以下，上記三者

を「チャイヨ」という場合がある。）において，以下の①，②を約し，その対価として，

補助参加人から１億円を受領した。すなわち， 

① チャイヨ，その関連会社，子会社は，本件契約書記載の一切の権利（以下，「チ

ャイヨ権利」という。）に関し，以下のとおり（ⅰ）現在又は将来に亘って，バン

ダイ・グループ（補助参加人，その関連会社，子会社，ライセンシー，サブライ

センシー，契約者，製造業者，販売代理店，二次販売代理店，エージェント，代

表者，役員，従業員，株主，権利承継人，譲受人，又はこれらのために仕事をし

ているその他一切の個人・法人を指す。以下同じ。）に対して想定されるいかなる

権利の行使も放棄する。（第２．３条 権利の行使の放棄・免除） 

② チャイヨは，平成１０年契約の有効期間中，いかなる国・地域においても，チャ

イヨ権利をライセンスし，譲渡し，質入し，その他の担保に供し又は処分する行

為をしないことを保証し表明する。（第２．６条 譲渡及び担保差入） 

平成１０年契約が締結されたことにより，Ａから権利を譲り受けたと主張する参加

人の被告に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求は，いずれも根拠を欠くに至っ

た。 

 

３ 控訴審における当事者の主張についての判断 

【脱退原告に「損害」，「損失」が発生していないとの主張について】 

上記認定事実によれば，Ａは，平成１０年契約において，補助参加人との間で，チャ

イヨ権利，すなわち本件契約上の一切の権利に関し，現在又は将来に亘って，バンダイ・
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グループに対して想定されるいかなる権利の行使も放棄するとともに，現在又は将来に

亘って，想定される全世界における一切の法律又は規則に基づく，司法上・非司法上，

及び刑事上・民事上のあらゆる訴訟及び請求原因からバンダイ・グループを解放するこ

とを約し（第２．３条），平成１０年契約締結日現在及び将来に亘り，事前に補助参加人

から書面による承諾を得ない限り，本件契約の「１．３」，「１．４」，「１．５」，「１．

６」，「１．７」，「１．８」，「１．９」，「３．１」，「３．６」及び「３．７」に定めるチ

ャイヨ権利に基づく商品を製造せず，使用せず，販売せず，かつ，平成１０年契約の有

効期間中，いかなる国・地域においても，チャイヨ権利をライセンスし，譲渡し，質入

し，その他の担保に供し又は処分する行為をしない（ただし，チャイヨ権利に基づき，

タイ国内で玩具以外の商品の製造，販売はできる。）ことを約した上で（第２．６条），

補助参加人から，平成１０年契約に基づき合計１億円の支払を受けたことが認められる。 

上記の平成１０年契約第２．３条の内容からすると，Ａは，同契約時以降，本件契約

上の一切の権利に関し，補助参加人との間で，平成１０年契約とは別にライセンス契約

を締結してライセンス料を得ることはできないと解されるのみならず，仮に，平成１０

年契約以前に，補助参加人がＡの承諾なく本件契約上の権利を利用したためにＡがライ

センス料を得る機会を逸していたとしても，平成１０年契約において，そのライセンス

料相当額の損害ないし損失を全て精算する意思の下に，平成１０年契約を締結したもの

と解される。そして，平成１０年契約に基づいてＡが受領した１億円は，同契約の有効

期間中，脱退原告が原則として本件契約上の権利に基づく商品の製造，使用，販売をせ

ず，いかなる国・地域においても，同権利のライセンス，譲渡，質入等の処分をしない

ことの対価であるほか，同契約以前に，補助参加人の行為によりＡの本件契約上の権利

に関し何らかの損害ないし損失が発生していた場合は，その補償をも含む趣旨であった

と考えるのが合理的である。 

そうすると，Ａは補助参加人との間で別途ライセンス契約を締結してライセンス料を

得る機会を有しないと解されるから，そうである以上，Ｙが補助参加人との間で本件ラ

イセンス契約①（そのライセンス期間の更新を含む。）を締結したとしても，Ａに，上記

債務不履行による損害，又はＹのライセンス料取得による損失が発生したことを認める

ことはできない。 
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東京地裁（髙野輝久裁判長）平成25年 3月28日判決（事件番号 平２２（ワ）３１７５９号） 

損害賠償請求事件(著作権) 

知財高裁（設樂隆一裁判長）平成２５年１０月３０日判決（事件番号平成２５年（ネ）１００４

６号） 

 

当事者 

原告  ㈱キャッチスター（韓国企業） 

被告１ NHK 

被告２ 株式会社ＮＨＫエンタープライズ（被告ＮＥＰ） 

被告３ 株式会社エヌエイチケイプロモーション（被告ＮＰＳ） 

 

事案の概要 

原告は、「被告らが韓国のテレビドラマの展覧会を開催して小道具や衣装，ドラマセット等を展

示し，関連グッズを販売して，原告の上記小道具等の著作権（展示権及び複製権）を侵害した」

と主張し，被告らに対し，民法７０９条，７１９条に基づく損害賠償金（の一部）１億円を請求 

 

事実関係 

 

H15~H16 韓国の放送局である韓国法人（ＭＢＣ）は，ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」

（本件ドラマ）を制作、韓国内で放映①。 

     ＭＢＣの子会社である韓国法人（ＭＢＣＡ）は，ＭＢＣに対し，本件ドラマに用いる

小道具，衣装，ドラマセット等を供給① 

H16.10～ 被告ＮＨＫは，ＭＢＣから本件ドラマの放送権を取得し、本件ドラマを数回にわたり

放送②。 

H16.12  被告ＮＥＰは，平成１６年１２月，ＭＢＣとの間で，被告ＮＥＰが本件ドラマのタイ

トル・ロゴ等を日本国内において独占的に商品化・商業利用する権利を取得すること

などを内容とするマスターライセンス契約（本件マスターライセンス契約）を締結

③。 

H17.9.9  原告・MBCA間で本件共同事業契約（原告がＭＢＣＡの保有する本件ドラマの美術と

小物のデザイン及び著作権などの諸般の権利の譲渡を受け，これに基づき複製等した

商品を開発，生産すること，原告が契約金や商品の売上高に応じた金員を支払うこ

と，契約期間は商品の販売開始日から３年とすることなどを内容とするもの）締結

④。 

H17.10.30頃  被告ＮＥＰは，東京で「チャングム・ファン・ミーティング」を開催し，本件

ドラマの衣装，かつら及び小道具を展示⑤。 

H18.4.7頃  被告ＮＥＰ及び同ＮＰＳがＭＢＣＡとの間で本件協約を締結⑥（被告らが「宮廷

女官チャングムの誓い」展をH18.12末まで開催することについてＭＢＣＡが所有す

る本件ドラマ関連の道具類，衣装等を展示品として被告ＮＥＰらに貸与し，被告Ｎ

ＥＰらがその対価を支払うことなどを内容とする）。その後，被告ＮＥＰらとＭＢ

ＣＡは，平成１９年１２月末まで開催期間の延長等をする旨合意。 

H18.5.2～H19.8.21 

      被告らは，順次全国９箇所で本件展覧会を開催⑦し、本件ドラマで実際に使用され

た衣装や小道具等を展示し，被告ＮＥＰは，各会場付近で本件ドラマ関連グッズを

販売。 

主な争点 

 本件小道具等の著作物性 

 原告がMBCAから本件小道具等の著作権の譲渡を受けたか否か 

 被告らが本件小道具等の著作権の移転登録の欠缺を主張するにつき正当な利益を有しない第

三者にあたるか否か 

 

地裁の判断：原告の請求棄却 

 著作権の移転は，一般承継によるものを除き，登録しなければ，第三者に対抗することがで

きない（著作権法７７条）。 

 被告らは，著作権法７７条にいう第三者に当たるから，仮に本件小道具等が著作物であって
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原告がＭＢＣＡからその著作権の譲渡を受けたものであるとしても，原告は，移転登録を経

ていないため，被告らが背信的悪意者に当たらない限り，譲渡を受けたとする本件小道具等

の著作権を被告らに対抗することができない。 

 被告らが，被告ＮＥＰらとＭＢＣＡとの間の本件協約締結の時点において，原告がＭＢＣＡ

から本件小道具等の著作権の譲渡を受けたことを認識していたことを認めるに足りる証拠は

なく、原告の著作権の移転登録の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情

があることも窺えないから，被告らが背信的悪意者に当たるということはできない。 

 

高裁の判断：控訴棄却。内容は基本的に原審と同じ。下記事実認定を追加 

 そして，証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば，ソウル高等法院は，平成２３年７月７日，

控訴人のＭＢＣＡに対する本件共同事業契約違反による損害賠償請求事件について，ＭＢＣ

Ａが平成１８年４月２７日と同年６月１日の２回にわたり，控訴人に対し，控訴人の商品売

上高の精算報告義務違反を理由に本件共同事業契約を解除する旨の意思表示をしたこと，及

び控訴人の同精算報告義務違反があったため，ＭＢＣＡによる同年６月１日の解除を有効と

認めたこと，また，ＭＢＣＡが同年４月７日に控訴人を排除して被控訴人ＮＥＰらと本件協

約を締結し，その頃開催された本件展覧会についてＭＢＣＡが単独で被控訴人ＮＥＰらから

展示品の貸与料４０００万ウォンを受領したことについて，本件共同事業契約違反であるこ

とを認め，その金額から経費等を除いた１３６４万ウォンが，控訴人がＭＢＣＡの同契約違

反により被った損害であるとして，ＭＢＣＡに対しその支払を命じた判決をし（なお，同判

決では，本件小道具等に関する著作権侵害に基づく損害賠償請求については，本件小道具等

について，著作物性を認める資料が不十分であるとか，著作物とは認められないなどの理由

により，著作権侵害を理由とする損害賠償請求がすべて棄却されている。），同判決は，そ

の後上告が棄却され確定したことが認められる。 

 このように，ＭＢＣＡは，本件協約の締結の直後である平成１８年４月２７日には，控訴人

の契約違反を理由として本件共同事業契約を解除する意思表示をしていること，及び，同年

３月に作成された本件協約書草案では，控訴人とＡＩＳＣもＭＢＣＡと並んで許諾権者とし

て記載されていたのに，本件協約ではＭＢＣＡのみが許諾権者とされたことなどからする

と，ＭＢＣＡは，本件協約を締結するころには，控訴人の精算報告義務違反などの事情があ

ったため，被控訴人ＮＥＰらに対し，本件共同事業契約の効力を否定し，控訴人が本件展覧

会の開催に何らの権利もない旨を伝え，ＭＢＣＡのみを許諾権者として本件協約を締結する

ことを強く勧めたことが推認される。これを被控訴人ＮＥＰらの立場からみると，ＭＢＣＡ

が本件小道具等について所有権のみならず，著作権等の何らかの権利が生じるとすればその

権利をもともと有していたのであるから，ＭＢＣＡがその著作権等の権利を譲渡契約により

第三者に対し移転しているかどうかは，著作権譲渡の移転登録などの公示手段が具備されて

いない限り，これを客観的に確認する手段がないのであり，ＭＢＣＡが同譲渡契約の効力を

否定している場合には，被控訴人ＮＥＰらとしては，ＭＢＣＡを信頼して本件小道具等につ

いて本件協約を締結し，本件展覧会を開催したとしてもやむを得ないところである。 

 以上によれば，被控訴人らが，控訴人に本件小道具等の著作権があることを知りながら，Ｍ

ＢＣＡと共謀してこれを否定したと評価すべき事情も見いだし難いし，被控訴人らが控訴人

の著作権の移転登録を妨げたといった事情も何ら窺えないのであって，被控訴人らについ

て，控訴人の著作権の移転登録の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情

があるということはできない。よって，被控訴人らが背信的悪意者に当たるとの控訴人の主

張は採用することができない。 

 なお，証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人ＮＥＰらは，本件協約締結後の平成

１８年４月下旬から同年７月上旬ころまでの間，ＭＢＣＡと控訴人との間に本件共同事業契

約が存在することを前提として，控訴人との間で，本件展覧会に関して被控訴人ＮＥＰらが

控訴人から許諾を受け，その対価として一定の金員を支払うことなどを内容とする契約を締

結するために交渉を重ねていたこと，被控訴人ＮＥＰらがこれらの交渉をしたのは，控訴人

との紛争を円満に解決するためであり，そのためにＭＢＣＡに対し支払う予定の金額の一部

を控訴人に支払う趣旨の提案をしたものであるものの，ＭＢＣＡの同意が得られなかったこ

とや，当時は本件共同事業契約の解除の有効性も明確ではなかったことから，交渉が不成立

に終わったものであることが認められ，これらの本件協約締結後の経過を見ても，被控訴人

らに控訴人の移転登録の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情があった

ものということはできない。  
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仮処分申立却下決定に対する抗告申立事件 

大阪高裁民事第８部（小松一雄裁判長）平成23年 3月31日決定（平成２３年（ラ）第５６号） 

（判時 2167号81頁） 

原審：平成22年12月24日 大阪地裁 決定 平２２（ヨ）２００２０号 

  

当事者 

抗告人（債権者） 彦根市 

相手方（債務者） ㈱桜井デザイン、相手方（債務者） Y←本件イラストの著作者 

  

事案の概要 

抗告人（彦根市）が、 

 主位的に、彦根市が著作権を有する各イラスト（以下、併せて「本件各イラスト」とい

う。）に類似するイラストを使用する相手方らの行為が、複製権ないし翻案権を侵害す

る、として、相手方らに対し、著作権法１１２条１項に基づき、別紙差止請求イラスト

目録記載のイラスト（以下「相手方イラスト」という。）を使用した商品の製造、販

売、頒布の差止めを求めるとともに、相手方イラストを使用した原決定別紙差止請求商

品目録（以下「商品目録」という。）記載の商品の製造、販売、頒布の差止めを求め、 

 

 予備的に、本件各イラストは周知又は著名な抗告人の営業表示であり、本件各イラスト

に類似するイラストを使用する相手方らの行為が不正競争防止法２条１項１号又は２号

所定の不正競争に該当するとして、不正競争防止法３条１項（同法２条１項１号又は２

号）に基づき、相手方イラストを使用した商品の製造、販売、頒布の差止めを求めると

ともに、相手方イラストを使用した商品目録記載の商品の製造、販売、頒布の差止めを

求める事案である。 

 

裁判経過 

 抗告人は、原審（平成22年12月24日 大阪地裁 決定 平２２（ヨ）２００２０号）では、主位

的に不正競争防止法に基づく差止めを、予備的に調停による合意に基づく差止めを求めてい

たが、原審は、抗告人の申立てをいずれも理由がないとして却下 

 抗告人は、即時抗告をし、当審において、著作権に基づく差止めの仮処分申立てを追加し、

これを主位的申立てとし、申立ての趣旨を減縮して求める仮処分の内容を限定するととも

に、調停合意に基づく予備的申立てを取り下げた。 

 

前提事実 

H17   国宝・彦根城築城400年祭実行委員会設立 

H17.11頃  400年祭委員会は、仕様書（その内容は以下のとおり。以下「本件仕様書」とい

う。）を定めて400年祭のシンボルマーク、ロゴ及びキャラクターを募集 

 

1．目的 

 （中略） 

 この彦根城築城400年を祝うとともに、これを契機に、彦根の新たな飛躍・発展を目指し、「国宝・彦根城

築城400年祭」を開催するにあたり、市民への啓発と全国への情報発信を行うため、また、事業全体の統一感

を持たせるため、「国宝・彦根城築城400年祭」をイメージできるシンボルマーク、ロゴおよびキャラクター

を作成する。 （中略） 

3．業務の概要 

 「彦根城築城400年祭」のシンボルマーク、ロゴおよびキャラクターの作成に係る一切の業務  
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4．作品規格等 

 （中略） 

③ （中略） 

 ■キャラクターは、着ぐるみ等を作成する場合もあるので、立体的な使用も考慮すること。 

5．制作費上限金額 

 金1,000,000円（消費税、デザイン料等すべて含む） 

6．所有（著作）権 

 採用されたシンボルマーク、ロゴおよびキャラクターに関する、所有（著作権）等一切の権利は、国宝・彦

根城築城400年祭実行委員会に帰属するものとする。 

 （中略） 

9．その他 

 （中略） 

(5) 採用されたシンボルマーク、ロゴおよびキャラクターは、国宝・彦根城築城400年祭実行委員会および同

実行委員会が許可した団体等のインターネットホームページや出版物、PR用ツール等に対して自由に使用す

る。 

以下〈省略〉 

      

H18.1    ㈱ジェイコムを通じて提出された相手方Y作成に係る本件各イラストを400年祭の

イメージキャラクター（本件キャラクター）として採用することを決定 

 

H18.1.24  400年祭委員会とジェイコムは、本件キャラクター等の作成をジェイコムにさせる

ことなどを内容とする契約（以下「本件契約」という。）を締結（以下、この契約

書を「本件契約書」という。）。 

1．件名（納入物） 国宝・彦根城築城400年祭のシンボルマーク、ロゴおよびキャラクター 

2．納入期限 平成18年2月24日 

3．契約金額 金1,000,000円（消費税等すべて含む） 

  国宝・彦根城築城400年祭実行委員会会長（以下「甲」という。）とジェイコム代表取締役社長（以下

「乙」という。）は、国宝・彦根城築城400年祭のシンボルマーク、ロゴおよびキャラクター（以下「シンボル

マーク等」という。）について、次に定めるとおり契約を締結する。 

（総則） 

第一条 乙は、別紙「仕様書」（注：上記アと同じ内容のもの。）に基づき、頭書の契約金額をもって、頭書

の納入期限まで国宝・彦根城築城400年祭のシンボルマーク等を作成し、納入しなければならない。 

  （中略） 

（著作権等） 

第七条 乙が甲に納入したシンボルマーク等の所有に関する著作権等一切の権利は甲に帰属するものとする。 

  以下〈省略〉 

 

H18.2ころ 400年祭委員会は祭のイメージキャラクターを本件キャラクターに決定したことを公

表し、祭りのチラシなどに本件各イラストを印刷配布開始、本件キャラクターの愛

称募集 

      400年祭委員会はジェイコムとの間で本件キャラクターの着ぐるみの製造供給契約を

締結し、相手方Ｙの監修のもとで着ぐるみを制作して400年祭委員会に納入 

 

H18.3   400年祭委員会は本件各イラスト（類似図柄、立体物含む）を使用した商品の製造販

売を第三者に許諾開始 

 

H18.4   400年祭委員会は、本件キャラクターの愛称を「ひこにゃん」と決定 

23



 

H18.5   彦根市庁舎などにおいてジェイコム制作の本件キャラクターの着ぐるみを展示 

 

 

H18.12.27 ㈱桜井デザインは、ジェイコムに対し、以下の内容の確認書を発行 

 

ジェイコムが㈱桜井デザインに発注した、国宝・彦根城築城400年祭のシンボルマーク・ロゴ及び

キャラクターに関し、次のとおり確認します。 

1．国宝・彦根城築城400年祭シンボルマーク・ロゴ及びキャラクターに関し、貴社の発注の作成

過程において発生する当社の知的財産権は、発注の内容を含み、貴社が譲渡を受けるものとしま

す。 

2．キャラクターについては、別途作成する場合は、国宝・彦根城築城400年祭実行委員会の許諾

を必要とします。 

 

H18.12.28 ジェイコムは、㈱桜井デザインに対し、以下の内容の確認書を発行 

 

ジェイコムが㈱桜井デザインに発注した、国宝・彦根城築城400年祭のシンボルマーク・ロゴ及

びキャラクターに関し、次のとおり確認します。 

  (1) シンボルマーク・ロゴ及び、決定されたキャラクターデザイン（先に提出分）につい

ては、彦根市／実行委員会に譲渡しております。 

  今後、新たなキャラクターデザインの展開については、㈱桜井デザインが彦根市実行委員会

の依頼を受け協議の上、製作する事とします。 

 

H19.1  Yは「ひこにゃん」の愛称を用いて本件各イラストと類似する猫の絵（本件各イラス

トと同一ではない。）を使用した絵本をS会社から出版 

H19.2.21 Yは、400年祭委員会から「キャラクター愛称」について使用承認を受けた（なお、こ

れが「ひこにゃん」名称のみを意味するのか、図柄と「ひこにゃん」名称の双方を意

味するのかは明確でない。）。S会社は、本件キャラクターのポストカード、ピンバ

ッチ、シールなどのグッズを製造販売 

H19.3   彦根市、一部イラスト及び「ひこにゃん」の文字について商標登録出願 

H19.4ころ Yが400年祭委員会にキャラクター使用承認についての改善申し入れを開始 

H19.6.8  Y代理人弁護士から400年祭委員会宛にキャラクター管理についての協議の 

申入書提出 

H19.11.7  Yが彦根市・400年祭委員会を相手方として彦根簡裁に調停申し立て 

400年祭終了後の本件各イラストの使用中止、本件各イラストに類似する図柄の第三

者への使用承認の取り消しなどを求めた 

H19.12.14  調停成立 【調停条項は別紙のとおり】 

調停成立後、400年祭委員会が彦根市に著作権を譲渡し解散 

H20.1.11  彦根市、一部イラスト及び「ひこにゃん」の文字について商標登録 

  

彦根市、 

 本件キャラクターの第三者へ使用許諾、「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱及び「ひ

こにゃん」の商標使用に関する基準（いずれも平成20年1月7日施行）を制定 

 本件各イラストの使用許可を与える基準となるマニュアルも制定して公表。立体物につい

ても使用許可を付与。（本件各イラスト、これらを反転させた図柄、単色にしたもの、単

色にして反転させたもの、単色にして黒地に白抜きとしたもの、単色にして黒地に白抜き

にした上で反転させたものが許諾の対象） 

H19.3.21

~11.25 

彦根城

築城 

400年祭 
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 井伊直弼と開国150年祭（平成20年6月4日から平成22年3月24日まで開催）のキャラクター

として、本件キャラクターを採用 

←これらにつき、調停条項違反としてYが代理人弁護士通じ抗議 

 

H20.5  彦根市とYが代理人通じ協議を再開。彦根市は本件各イラストを反転させた図柄、本

件各イラストの色彩を白黒にした図柄及び本件キャラクターの立体物の使用を希望す

ると伝えたが、Yはジェイコムが制作した着ぐるみの使用は認めるが、それ以外は本件

調停で認められた本件各イラストの三ポーズ以外の使用を認めることはできないと回

答 

 

H21.4  Yが彦根市に対し、Y作成に係る相手方イラスト（本件各イラストと同一ではない。）

が使用された商品目録記載の商品のデザインシートを送付し、これらを公表する旨を

通知。㈱桜井デザインは、Yから相手方イラストの提供を受け、菓子や文房具類の製造

業者に対し、相手方イラストを用い、「ひこねのよいにゃんこ」の名称を付した商品

（商品目録記載の各商品。以下「相手方商品」という。）を製造販売することを許諾

し、許諾を受けた製造業者等において、これらの商品を製造販売し、又は携帯電話の

壁紙として配信 

 

H21.5.11  彦根市が、相手方らに対し、「相手方らの行う著作物公表行為は、本件調停条項第

２項(3)イに規定する誠実な協議を全く経ずになされたものであって、きわめて遺憾

である」旨を表明。 

相手方らは、公表予定としたイラスト等を彦根市に送付し、意見を求めた。 

彦根市は、送付されたイラスト等の公表は彦根市の権利を不当に害するものである

として、製造・販売業者に対し製造・販売の中止を求める意向であることを明らか

にするなどしたが、相手方らはなおも彦根市に公表予定のイラスト等を送付。 

 

H22.1  彦根市がYに対し、H21年にキャラクターの使用を許諾した申請者名、使用商品名（ぬ

いぐるみ等立体物含む）、製造予定数量等を記載した一覧表を送付 

H22.2  Yが代理人を通じ、彦根市に対して調停条項違反を抗議 

 

㈱桜井デザインは、菓子や文房具類の製造販売業者に対し、Ｙが作成した別紙差止請求イラスト

目録記載の各イラストを用いて「ひこねのよいにゃんこ」の名称を付するなどした商品（商品目

録記載の各商品）を製造販売等することを許諾しており、これらの商品が現に製造販売、又は電

気通信回線を用いて携帯電話に壁紙配信するなどされている。 

 

主な争点（著作権侵害に基づく申立てに関する争点） 

1. 彦根市の著作権の内容（争点１） 

  （ア） 本件契約により譲渡された著作権の内容（争点１－１） 

  （イ） 本件調停による400年祭委員会の著作権の内容（争点１－２） 

2. 相手方らの行為が複製ないし翻案に該当するか（争点２）→略 

3. 彦根市が相手方に対し相手方らイラストの使用許諾をしたか否か（争点３） 

4. 彦根市の申立ては権利の濫用ないし信義則違反であるか（争点４） 
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 争点１－１    

400年祭委員会が相手方Ｙから譲渡を受け、現在彦根市が有する本件各イラストの著作権の内容

について 

 

 本件仕様書や本件契約書に何らの限定も付されていないから、本件各イラストについての著

作権全部（ただし、著作権法二七条及び二八条に規定する権利は、同法六一条二項により、

別途検討を要する。）が相手方Ｙから400年祭委員会に譲渡され、更に彦根市に譲渡された 

 著作権法六一条二項は、…著作権の譲渡契約がなされた場合に直ちに著作権全部の譲渡を意

味すると解すると著作権者（譲渡人）の保護に欠けるおそれがあることから、翻案権や二次

的著作物の利用に関する原著作者の権利等を譲渡する場合には、これを特に掲げて明確な契

約を締結することを要求したものであり、このような同法六一条二項の趣旨からすれば、

「特掲され」たというためには、譲渡の対象にこれらの権利が含まれる旨が契約書等に明記

されることが必要であり、契約書に、単に「著作権等一切の権利を譲渡する」というような

包括的な記載をするだけでは足りず、譲渡対象権利として、著作権法二七条や二八条の権利

を具体的に挙げることにより、当該権利が譲渡の対象となっていることを明記する必要があ

る 

 本件契約書においても、本件仕様書においても、「著作権等一切の権利は400年祭委員会に

帰属する」旨を規定するのみで、翻案権等が譲渡対象として具体的に明示されていない。し

たがって、著作権法六一条二項の特掲があったとはいえないから、翻案権は譲渡人に留保さ

れたものと推定される。 

 しかし、本件契約書には、別紙として「仕様書」（本件仕様書と同じ。）が添付され、ジェ

イコムは上記仕様書に基づいてキャラクター等を作成し、納入しなければならないものとさ

れ、仕様書においては、「キャラクターは、着ぐるみ等を作成する場合もあるので、立体的

な使用も考慮すること。」「採用された…キャラクターは、400年祭委員会および同委員会

が許可した団体等のインターネットホームページや出版物、PR用ツール等に対して自由に

使用する。」ことが定められていた…本件契約書ないし本件仕様書では、「キャラクター」

の立体使用の予定を明示しているのであり、他方で、400年祭委員会の着ぐるみ等作成につ

いて相手方らないしジェイコムの承諾等を何ら要求しておらず、かえって、400年祭委員会

が、立体使用を予定している「キャラクター」を「自由に使用する」旨が定められている。 

 このような規定の内容に加えて、上記のとおり、本件各イラストが、彦根城築城400年祭の

イメージキャラクターとして、同祭で実施される各種行事や広報活動等に広く利用されるこ

とを予定して400年祭委員会に採用されたものであることなどを総合勘案すると、本件契約

書においては、400年祭委員会が立体物については自由に作成・使用することができること

が示されているといえる。 

 したがって、本件各イラストに基づいて立体物を作成することは、これが原著作物の変形に

よる二次的著作物の創作と評価されるものであったとしても、このようなことをなし得る権

利（翻案権）は、本件契約により400年祭委員会に譲渡されたものと認めるのが相当であ

る。この限度で、著作法六一条二項の推定を覆す事情があるということができる。 

 

 争点１－２（本件調停による彦根市の著作権の内容） 

 複製とは、「印刷…その他の方法により有形的に再製すること」をいう（著作権法二条一項

一五号）が、再製というためには、著作物と細部まで完全に一致する必要はなく、実質的に

同一であれば足りるのであって、著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び

形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうのである（最高裁昭和五三年九月七日

第一小法廷判決・民集三二巻六号一一四五頁参照）。また、平面的なイラストを基に立体物

を作成することは、そこに新たな創作性が加わっているとみられる場合には、単なる複製で

はなく、著作物の「変形」となるが、本件各イラストについては、着ぐるみその他の立体物

を作成する権利も、著作者である相手方Ｙからジェイコムを経て400年祭委員会に譲渡され

たものと解すべき 
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 本件調停条項の解釈に当たっても、本件調停の前に400年祭委員会が本件各イラストについ

て上記のような権利を有していたことを前提とすべきであり、彦根市らと相手方Ｙとの間で

本件調停が成立したことにより、上記のような著作権の範囲、特に相手方らの行為を禁止す

る権利の範囲に変更が加えられたのかが問題となる。 

 本件調停条項第二項(1)アの解釈 

 同条項は、その文言上、彦根市らの「使用許諾」の範囲に限定を加えるものであっ

て、彦根市らが本件各イラストについて有する著作権を他人に侵害された場合にこれ

を禁止する禁止権としての効力に限定を加えるものではない。 

 …本件調停成立に至る経緯と調停条項の定める内容からすれば、本件調停条項は、そ

の当時表面化し当事者が明白に対立していた本件キャラクターの適切管理問題と、後

述する本件キャラクターを用いた相手方らの絵本の問題につき最小限の整理を行った

ものであって、双方の従前の権利関係につき変更を加えることは意図されていなかっ

たというべきである。 

 …本件調停条項第二項(1)アの規定は、本件各イラストについて、図案として使用する

ことの許諾を、本件各イラストそのものの図案及び複製の範囲での使用（本件各イラ

ストの図案を左右反転させたり色彩を白黒にしたりする程度に変更することは、当然

に複製の範囲に入る。）の許諾に限定する趣旨であると解するのが相当である。 

 同条項にいう「図案」とは、文言上は、平面に表されたものをいうと解されるとこ

ろ、本件調停前には、400年祭委員会は立体物についても使用許諾をしており、このこ

とは相手方Ｙも認識していたのに、本件調停条項では、立体物についての使用許諾に

ついて言及されていない。 

 400年祭委員会が本件各イラストについて立体物とする範囲での翻案権の譲渡も受けて

いたと解され…本件調停条項第二項(1)アは、本件各イラストの立体物としての使用許

諾の禁止については定めていないと解すべき 

 仮に、同条項にいう「図案」に立体物が含まれると解するか、又は、立体物について

も同条項の定めに準じて使用許諾の規制がなされたものと解する余地があるとして

も、上記のとおり、400年祭委員会は立体物を作成する範囲での翻案権を有するもので

あるから、400年祭委員会が立体物について使用許諾を行ったとしても、相手方Ｙの翻

案権及び著作者人格権（同一性保持権）の侵害になるものではない。 

 

争点３（使用許諾の有無） 

    

 本件調停において、彦根市らにおいて、相手方Ｙに対し、著作物とはいえないキャラクター

グッズに本件各イラストの複製に当たるようなイラストを用いることを承諾したとは解し難

い。 

 本件調停条項第二項(3)イは、その文言上は、本件各イラストに類似する本件各イラスト以外

のイラストを用いて著作物を創作することを認めるというものであるから、必ずしも絵本又

は絵本に類似した出版物に限定されていない。 

 しかしながら、同条項は、本件調停に至る経過や本件調停条項第二項(3)アその他本件調停条

項全体の規定の内容に照らすと、相手方Ｙが、将来、出版済みの二冊の絵本以外に本件各イ

ラスト類似のイラストを用いた絵本を発行する場合のことを主に念頭においたものと考えら

れ、少なくとも「著作物を創作する」ことが対象とされているのであるから、著作権法上の

著作物とはいえないような工業的量産品に属するキャラクターグッズの類を製造販売するこ

とは、同条項によって「創作を認める」対象には含まれないものと解するのが相当である。 

 本件調停成立までに、相手方Yはキャラクターグッズの販売をしていたことが認められるも

のの、これは絵本の販売や相手方Yの展覧会に随伴する範囲に限られていたものであり、仮

にこの範囲を超えて行われていたとしても、彦根市らがこれを知っていたと認めるに足りる

疎明はなく、かつ、本件調停において、相手方Yのキャラクターグッズ販売をどの程度認め

るのかといった点が明示的な争点となったとも認められない。 

 また、本件キャラクターが本件調停成立時までに相手方Ｙすら「全国的な知名度を有する」
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と認める程度にまで経済的価値を有するに至っており、この経済的価値の獲得のためには、

相手方Ｙが作成した本件各イラスト自体の魅力が寄与していることは否定できないにして

も、彦根市ら及び彦根市民等の投資や労力によるところが大きいものと認められる。そし

て、彦根市は地方公共団体であるから、このようにして経済的価値を獲得した財産である本

件キャラクターの価値を、特段の対価も理由もなく、一私人ないし私企業に利用させてこれ

に利益を得させたり、本件キャラクターの価値を毀損させることを許すとは到底考えられな

い。 

 相手方らは、相手方イラストが使用された相手方商品の製造販売許諾及び相手方イラストを

表示した商品を自ら製造販売等することについて、彦根市の許諾を得たとはいえない。 

 

争点４（彦根市の申立ては権利の濫用ないし信義則違反であるか） 

  

 相手方らは、⑤本件各イラストを立体化させた彦根市商品の製造販売許諾は、相手方Ｙ

の翻案権又は同一性保持権を侵害すると主張するが、既に述べたとおり、本件各イラス

トを立体化したものは、彦根市の有する複製権ないし翻案権の範囲に属し、翻案に必要

な限度での改変に対しては同一性保持権は及ばないのであるから、相手方Ｙの翻案権又

は同一性保持権を侵害するとはいえない。 

 相手方らは、⑥彦根市らは、本件各イラストの使用に際し、相手方Ｙが著作者であるこ

とを示す記載もしておらず、相手方Ｙの氏名表示権を侵害していると主張するが、相手

方Ｙは、本件仕様書九項(5)により、彦根市らに本件各イラストの自由な使用を認めてお

り、本件キャラクター使用について、抗告審に至るまでの間に氏名表示権の侵害につい

て特段の主張もしていなかったのであるから、著作者としてその氏名を表示しないこと

につき同意していたといえる。 

 

  以上によれば、相手方らの主張する権利濫用ないし信義則違反は理由がない。 

  

判断 

 

 彦根市が本決定送達の日から５日以内に㈱桜井デザインのため２５０万円の担保を供託の方

法により立てることを条件として、㈱桜井デザインは、別紙差止請求イラスト目録記載のイ

ラスト（ただし、番号8―3、8―6、14、16、27、30、58、61、64、69、71、72、77―3、

85、90を除く。）を表示した。菓子、絵はがきその他の印刷物（絵本を除く。）、文房具

類その他の商品を販売、頒布してはならない、と定めた。 

 彦根市が抗告審で追加した相手方Ｙに対する主位的申立て及び相手方㈱桜井デザイン株式会

社に対するその余の主位的申立てを却下。 

 彦根市の相手方Ｙに対する予備的申立てについての抗告及び相手方㈱桜井デザインに対する

その余の予備的申立てについての抗告を棄却。 
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原審の判断 

 

 

 債権者（彦根市）は、本件各イラストが債権者の周知又は著名な営業表示であるから、本件

各イラストに類似する債務者（相手方）イラストを使用する債務者らの行為が不正競争防止

法二条一項一号又は二号の不正競争に該当するとして、同法三条一項に基づき、債務者らに

対し、債務者イラストの使用等の差止めを求めている。 

 これに対し、債務者らは、債権者と債務者Ｙとの間において、債権者が本件各イラスト以外

の本件キャラクターの図柄及び本件キャラクターの立体物の使用を第三者に許諾しないとい

う内容の本件調停（調停条項2(1)ア）が成立したにもかかわらず、債権者がこれに違反する

行為を続けているから、債権者の本件申立ては権利の濫用として許されないと主張する。 

 本件調停条項の2(1)アの文言を素直に読めば、債権者らが、債務者Ｙに対し、本件各イラス

ト以外の本件キャラクターの図柄の使用を第三者に許諾しないことを約したものと理解する

ことができる。 

 本件各イラストは三パターンのポーズをとっている本件キャラクターの正面図を描いたもの

であるところ、ぬいぐるみ等の立体物を製作するためには本件キャラクターの背面部等を創

作する必要があり、上記調停条項に記載された著作者人格権及び翻案権の侵害が問題となる

ことが明らかであるから、上記調停条項では使用許諾を制限する対象を「図案」と表現して

いるものの、本件キャラクターの立体物の使用を第三者に許諾することも制限する趣旨であ

ると解するのが相当である 

 また、上記調停条項には本件各イラスト以外の図柄の使用許諾をすることが制限される主体

について「相手方委員会（同委員会から別紙イラストの著作権を取得した者を含む。以下同

様）」と記載されているところ、上記…のとおり、債権者は、本件調停成立後、400年祭委

員会から本件各イラストの著作権を譲り受けているから、「同委員会から別紙イラストの著

作権を取得した者」に該当する。 

 したがって、本件調停において、債権者らと債務者Ｙとの間で、債権者らが本件各イラスト

以外の本件キャラクターの図柄及び本件キャラクターの立体物の使用を第三者に許諾しない

という内容の合意が成立したものと認めるのが相当である。 

    

 本件各イラストが現時点において債権者の営業表示として周知性又は著名性を獲得している

としても、その周知性・著名性の維持ないし獲得には、債権者が、本件調停における債務者

Ｙとの合意に違反して本件各イラスト以外の本件キャラクターの図柄及び本件キャラクター

の立体物の使用を第三者に許諾し続けていることが大きく寄与しているというべきであるか

ら、かかる経緯にかんがみれば、本件において、債権者が、債務者Ｙに対し、本件各イラス

トが周知又は著名な債権者の営業表示に該当し、本件各イラストに類似する債務者イラスト

等を使用する行為が不正競争防止法二条一項一号又は二号所定の不正競争に該当すると主張

して、その行為の差止め等を求めることは信義に反するというほかなく、権利の濫用として

許されないというべきである。 

 

 債務者㈱桜井デザインの行為は債務者Ｙの許諾に基づくものであるから、債権者の債務者Ｙ

２社に対する申立てについても、債務者Ｙに対する申立てと同様に権利の濫用として許され

ない。 

 調停条項2(3)イは、債務者Ｙが本件各イラストに類似するイラストを創作できることを前提

として、これを公表する際に債権者らと誠実に協議することを定めているにすぎず、債務者

Ｙにおいて、債権者らの許諾がない限り本件各イラストに類似するイラストを公表しないと

は記載されていないから、上記調停条項をもって、債権者が主張するような合意が成立した

と認めることはできない。 
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第二東京弁護士会知的財産法研究会  

平成 25年夏季合宿判例研究会 

 

アジア著作協会事件 

平成 26年 3月 19日 

報告者 大塚 一郎 

 

著作権侵害損害賠償請求事件 

知財高裁第１部（中野裁判長）平成 24年 5月 31日判決（平成 22年（ネ）第 10024号事件） 

原審 東京地方裁判所民事第 29部（清水裁判長）平成 22年 2月 10日判決（平成 16年（ワ）

第 18433号事件） 

 

第１ 当事者  

１ A事件控訴人・B事件被控訴人（一審原告） 株式会社アジア著作協会 

   平成１４年４月１５日に設立され，音楽著作物の著作権に関する著作権使用料の徴収

及び管理等を目的とする株式会社であり，著作権等管理事業法に基づき，同年６月２８日付

けで文化庁長官の登録を受けた著作権等管理事業者である。なお，原告は，登録時は，商号

が「株式会社韓日著作協会」であったが，平成１５年４月１５日付けで現商号に変更した。 

２ A事件被控訴人・B事件控訴人（一審被告） 株式会社第一興商 

  音響機器のリース及び販売等を目的とする株式会社であり，カラオケ用楽曲データ（歌

詞データを含む。以下「楽曲データ」という。）を，著作権者から複製又は公衆送信の許諾を

得て作成し，自らの製造に係る業務用通信カラオケ装置（以下「カラオケ端末機」という。）

のハードディスクに搭載する等した上，通信カラオケリース業者に対してカラオケ端末機の

販売等を行ういわゆる通信カラオケ業者である。 

 

第２ 事件の概要 

  １ 本件は，一審原告が，日本において通信カラオケ業を営む一審被告に対し，原著作

権者（以下「原権利者」という。）である韓国内の作詞家・作曲家・音楽出版社等が権利を有

する音楽著作物（以下「本件楽曲」という）に関し，韓国法人である「株式会社ザ・ミュー

ジックアジア」（日本語訳）・「Ｔｈｅ Ｍｕｓｉｃ Ａｓｉａ」（英語訳）（以下「ＴＭＡ社」

という。ただし，平成１８年１０月４日に解散決議がなされ，平成１９年３月２８日に清算

結了登記済み）との間の信託譲渡契約（以下、「TMA・原告契約」という）又原権利者と一

審原告間の著作権信託譲渡契約（以下「直接契約」という。）により原権利者から本件楽曲の

著作権（以下「本件著作権」という。）の譲渡または再信託譲渡もしくは信託譲渡を受けた等

として，平成１４年６月２８日から平成１６年７月３１日までの本件著作権（複製権，公衆

送信権）侵害に基づく損害賠償金又は不当利得金９億７５７８万６０００円及びこれに対す

る平成１６年９月９日（訴状送達の翌日）から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金
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の支払を求めた事案である。 

 これに対し一審被告は，一審原告が譲り受けた楽曲の範囲を争うほか，韓国法人で原権利

者から信託譲渡を受けて更に一審原告に上記信託譲渡をしたＴＭＡ社は本件訴訟係属中の平

成１８年７月に TMA・原告契約を解除し，平成１８年１０月４日に解散決議をして平成１９

年３月２８日に清算結了登記もしているから，一審原告は本件訴訟を追行する権限を有しな

い等と，争った。 

２ 平成２２年２月１０日になされた原判決（一審判決）は，原権利者らが一審原告に対し

信託の清算事務として訴訟を追行することを認めるとの意思を表明している場合に限って一

審原告の原告適格が認められる等として，その表明をしない原権利者に係る請求部分につき

訴えを却下し，本件訴訟係属中の平成１９年４月から６月にかけて書面（確認書Ｂ）により

その表明がなされた部分及び直接契約に係る部分に関しては，ＪＡＳＲＡＣ規程の個別課金

方式によって一審原告の損害額を算定して，一審被告に対し２３００万５４９５円及び遅延

損害金の支払を命じた。 

３ 当事者双方は，上記一審判決にいずれも不服であったため，本件各控訴（Ａ事件：一審

原告敗訴部分，Ｂ事件：一審被告敗訴部分）を提起した。ただし，一審原告のなした控訴は，

本訴請求の一部である２億２５００万５４９５円と遅延損害金の支払を求める限度でなした

一部控訴である。 

 なお，一審原告は，当審係属中の平成２２年７月６日に至り，前記確認書Ｂと同様の趣旨

で別の原権利者からの確認書Ｄ（甲１４５の１の１等）を提出した。 

４ 控訴審は、A 事件は一審原告の控訴を棄却し、B 事件は原審の判決を変更して、一審原

告請求の認容額を 642万 6464円に減少した。 

 

第３ 事案の経緯 

１ 一審原告は，著作権等管理事業者の登録を得た後である平成１４年（２００２年）１０

月１７日付け（ただし，受託者は「株式会社韓日著作協会」名義のもの。甲６７），及び平成

１５年（２００３年）９月１８日付け（ただし，受託者は「株式会社アジア著作協会」名義

のもの。乙２４）で，韓国法人であるＴＭＡ社との間で，著作権信託契約（TMA・原告契約）

を締結した。 

 上記契約書は，日本語とハングル語が併記されたもので，いずれもＴＭＡ社代表者・Ｐ１

と当時の一審原告代表者Ｐ１３の署名・押印があるものであり，その記載内容は大体一致す

るが，後の契約書である平成１５年９月１８日付けのものには，概ね以下の記載がある。 

〔１〕ＴＭＡ社は，現在所有する全ての著作権および将来取得する全ての著作権を，本契約

期間中，信託財産として一審原告に移転し，一審原告はその著作権を管理し，その管理によっ

て得た著作権使用料等を受益者に分配する（第１条１項）， 

〔２〕一審原告は，信託著作権およびこれに属する著作物使用料等の管理に関し，告訴し訴

訟を提起することができる（第１３条）， 

〔３〕ＴＭＡ社は，信託期間内においても書面をもって一審原告に通知することにより本契
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約を解除することができる。この場合本契約は，通知の到達の日から６か月を経過した後最

初に到来する３月３１日をもって終了する（第１９条１項）。 

３ 上記ＴＭＡ社は，平成１３年３月２６日に韓国法に基づいて設立された，著作権信託管

理等を目的とする株式会社である。 

 なお，請求にかかる韓国の作詞家・作曲家・音楽出版社等の著作者（原権利者）の著作権

について，原権利者とＴＭＡ社間の音楽著作権譲渡契約の契約書のひな型があり，同契約書

には「本契約に基づいて，原権利者がＴＭＡ社に対して譲渡する音楽著作権は”本件作品”

に属する一切の著作権及び本契約を締結するのに必要なすべての法的な地位，権利である。」

（第５条１項），「ＴＭＡ社は本件作品に対する第１項に定めた権利に対する著作権侵害と関

連する全ての民刑事上の権利救済に対する権利をもつ。」（第５条３項），「第三者が本件作品

の音楽著作権を侵害した場合，ＴＭＡ社は該当の侵害事項に対する専門的な分析を通じ，適

切な権利救済措置を取るものとし，原権利者に該当事項に対する処理状況を毎月定期的に電

子メール等にて報告するものとする。並びに原権利者はＴＭＡ社の権利救済行為に対する協

力は最大限に努めるものとする。」（第１４条）との記載がある。 

４ また一審原告は，本件訴訟を提起した平成１６年８月３１日までの間に，原権利者から

その有する著作権の信託譲渡を別に受けており，同契約においては，「原権利者は，現在所有

する全ての著作権および将来取得する全ての著作権を，本契約期間中，信託財産として一審

原告に移転し，一審原告はその著作権を管理し，その管理によって得た著作権使用料等を受

益者に分配する。」（第１条１項），「一審原告は，信託著作権およびこれに属する著作物使用

料等の管理に関し，告訴し訴訟を提起することができる。」（第１２条）との定めがある。 

５ 原権利者が有する著作権（複製権，公衆送信権）は韓国法に基づく権利であるところ，

韓国著作権法によればその譲渡の対抗要件は登録であるが，本件訴訟の対象となっている著

作権については，上記対抗要件は経由されていない。 

６ 使用料規程 

（１）一審原告の使用料規程 

 一審原告の定める業務用通信カラオケに関する使用料規程（以下「原告規程」という。）は，

次のとおりである。 

（ア）業務用通信カラオケに著作物を利用する場合の使用料は，次の（イ）と（ウ）の合計

額に消費税額を加算した額とする。 

（イ）基本使用料 

 基本使用料は，著作物の数によって１か月ごとに定めるものとし，次のとおりとする。 

 著作物の数１０００曲まで，月額基本使用料１０万円 

 著作物の数２０００曲まで，月額基本使用料２０万円 

（以下略） 

（ウ）利用単位使用料 

 利用単位使用料は，端末機器１台につき１か月ごとに定めるものとし，次のとおりとする。 

 端末機器の数１台～５０００台，１台当たり月間使用料５００円 
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（略） 

 端末機器の数１４万１台～１５万台，１台当たり月間使用料２１０円 

 端末機器の数１５万１台以上，１台当たり月間使用料２００円 

（２）社団法人日本音楽著作権協会（以下「ＪＡＳＲＡＣ」という。）の使用料規程 

 ＪＡＳＲＡＣの定める業務用通信カラオケに関する使用料規程（以下「ＪＡＳＲＡＣ規程」

という。）は，次のとおりである。 

ア 業務用通信カラオケに著作物を利用する場合の使用料は，次の（イ）と（ウ）の合計額

に消費税を加算した額とする。 

イ 基本使用料 

〔１〕基本使用料に関する包括的利用許諾契約を結ぶ場合 

 業務用通信カラオケ事業者が設定しているアクセスコード数によって１か月ごとに定める

ものとし，月額使用料は，次のとおりとする。なお，アクセスコード数とは，業務用通信カ

ラオケにおいてそのリクエストのために１楽曲データごとに付与されている楽曲コードの総

数をいい，使用料の算出に当たっては，当該コード数に９７／１００を乗じた数とする。 

 アクセスコード数５００コードまで，月額使用料５万円 

（略） 

 アクセスコード数２万コードまで，月額使用料２６０万円 

 アクセスコード数２万コードを超える場合，２０００コードまでを増すごとに加算する額

２０万円 

〔２〕 〔１〕によらない場合 

 通信カラオケ事業者が利用できる状態に置かれている著作物の数によって１か月ごとに定

めるものとし，月額使用料は，再生されるべき時間が５分までの著作物１曲につき２００円

とする。 

ウ 利用単位使用料 

〔１〕利用単位使用料に関する包括的利用許諾契約を結ぶ場合 

 サーバー，端末機械等（以下「受信装置」という。）１台につき１か月ごとに定めるものと

し，月額使用料は，情報料を課すべき受信装置１台当たりの月間の情報料の１０／１００の

額又は９５０円のいずれか多い額とする。ただし，情報料の１４／１００の額が９５０円を

下回る場合は，その額又は６５０円のいずれか多い額とする。なお，「情報料」とは，業務用

通信カラオケを利用するに当たり，受信先において通常支払うことが必要とされる，受信等

に伴う対価（消費税を含まない。）をいう。情報料が不明の場合は，業務用通信カラオケ事業

者が得る受信装置１台当たりの情報料収入に１７０／１００を乗じた額を情報料とすること

ができる。 

〔２〕 〔１〕によらない場合 

 業務用通信カラオケ事業者が，通信カラオケ事業所に設置された受信装置へのアクセス

コードの入力に応じ，演奏に供する著作物を１曲１回提供する（公衆送信であるか複製物に

よるかを問わない。）ごとに定めるものとし，その使用料は，再生されるべき時間が５分まで
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の著作物１曲につき４０円とする。 

エ 備考 

〔１〕 （イ）〔１〕及び（ウ）〔１〕の規程を適用する場合において，月間の利用単位使用

料の総額の２５／１００の額が月額基本使用料を下回る場合の月額基本使用料は，アクセス

コード数にかかわらず，その利用単位使用料の総額の２５／１００の額とする。月額基本使

用料と月間の利用単位使用料の総額の合算額が５万円を下回るときは，５万円を当該月の使

用料とする。 

〔２〕 （イ）〔２〕又は（ウ）〔２〕の規程を適用する場合において，次のいずれかに該当

するときは，それぞれ次のとおりとする。 

ａ 再生されるべき時間が５分を超える場合は，５分までを超えるごとに５分までの使用料

に（イ）〔２〕の規程の場合は２００円を，（ウ）〔２〕の規程の場合は４０円を，それぞれ加

算する。 

ｂ 歌曲において，楽曲に著作権がない場合又は著作権が本協会の管理外の場合は，１曲の

使用料の６／１２とする。歌曲において，歌詞の著作権が本協会の管理外の場合は，１曲の

使用料の６／１２とする。 

〔３〕著作物の利用形態など特別の事情により本料率により難い場合の使用料は，本料率の

範囲内で，利用者と協議の上定めることができる。 

７ 一審原告と社団法人音楽電子事業協会（以下「ＡＭＥＩ」という。）との交渉の経緯 

ア 一審原告は，平成１４年４月１５日設立され，同年６月２８日付けで，著作権管理事業

法に基づく著作権等管理事業者として，文化庁長官の登録を受けた。 

イ 一審原告は，平成１４年７月ころ，文化庁から，原告規程について，利用者又はその団

体の意見を聴取するようにとの指導を受けた。 

ウ 一審原告の事務局長丙（以下「丙」という。）は，平成１４年８月１日，利用者団体であ

るＡＭＥＩを訪問し，原告規程等を交付した上，質問及び意見があれば，１週間を目途に連

絡をもらいたい旨要請した。 

エ ＡＭＥＩの著作権・ソフト委員会カラオケ部会長丁（以下「丁」という。）は，一審原告

に対し，平成１４年８月８日付け書面（乙３）により，期間をおいた上で，団体としての意

見を述べたい旨等を伝えた。 

オ 一審原告は，平成１４年８月９日，文化庁長官に対し，著作権等管理事業法１３条１項

に基づき，原告規程の届出をした。 

カ 一審原告は，平成１５年５月２８日ころ以降，ＡＭＥＩの会員に対して書面を送付し，

使用料等の打合せをするよう申入れた。 

キ 一審原告とＡＭＥＩは，平成１５年７月９日，ＡＭＥＩにおいて，１回目の協議をした。 

ク 一審原告とＡＭＥＩは，平成１５年１１月２８日，原告において，２回目の協議をした。 

ケ 一審原告は，ＡＭＥＩに対し，平成１６年１月１５日付けメールにより，今後のＡＭＥ

Ｉとの協議を取り止める旨を通知した。 

コ 一審原告は，被告に対し，平成１６年５月２０日付け書面により，これまでの著作物の
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使用に関し，使用料相当額を支払うこと，今後，原告との間で著作物の使用に関する契約を

締結すること等を請求した。 

８ 一審原告は，ＴＭＡ社から再信託譲渡を受けた著作権及び原権利者から直接に信託譲渡

を受けた著作権に基づき，同各著作権が一審被告により侵害されている等として，平成１６

年８月３１日に至り，原審の東京地裁に，平成１４年６月２８日から平成１６年７月３１日

までの分として，損害賠償金等の元本９億７５７８万６０００円とこれに対する訴状送達の

翌日（平成１６年９月９日）から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求め

る本件訴訟を提起した。 

９ ところが，原審係属中の平成１８年７月１４日に至り，ＴＭＡ社が一審原告に対し，両

者間で平成１５年９月１８日付けで締結された著作権信託契約を，同契約第１９条に基づき

解約する旨の通知をして，その通知は，平成１８年７月２０日ころ発送され，間もなく一審

原告に到達した。 

 その結果，同契約の文言に従えば，その後６か月を経過した後最初の３月３１日である平

成１９年３月３１日をもって前記再信託契約の解除の効果が発生したことになる。 

 のみならず，ＴＭＡ社は，平成１８年１０月４日付けで韓国法に基づき株式会社の解散決

議を行い，平成１９年３月２８日付けで清算結了登記が経由された。 

 ＴＭＡの元従業員の作家２によると，平成２１年７月時点において，原権利者のうち，約

半数の者については，ＴＭＡとして連絡を取ることが容易でない状況にある。 

１０ 一方，その後平成１９年４月から６月にかけて，「私の楽曲の著作権に関連して原契約

期間内に発生した日本での著作権使用料および関連する一切の費用等について，ＡＣＡ（判

決注：一審原告）が著作権の信託受託者として徴収および分配等の管理を行うために，訴訟

を提議（判決注：「提起」の誤りと解される。）し，訴訟当事者として当該訴訟を続行する権

限を有することを確認します。」との記載が存在する確認書Ｂ（甲７５，甲８０の１～４４（欠

番部分を除く。））が作成され，まもなくそれが原審裁判所に書証として提出された。 

 一審原告は，このほか，平成１８年２月から３月ころにかけて作成された確認書Ａ（原権

利者が，原権利者・ＴＭＡ契約の対象となる楽曲を明確にする目的で作成したものであり，

原権利者が，添付した楽曲リストの楽曲につきＴＭＡ社に著作権を譲渡したことが記載され

ている。甲７９の１～１３１（欠番部分を除く。）），平成１７年７月から１１月ころにかけて

作成された確認書Ｃ（原権利者・ＴＭＡ契約を締結していた原権利者が，ＴＭＡ社に対して，

自己の楽曲の著作権を包括的に信託譲渡していることを記載した甲８１の１～１１（欠番部

分を除く。），及び直接契約を締結している原権利者が，一審原告に対し，著作権を信託譲渡

していることを記載した甲８１の４１～４４の２（欠番部分を除く。））についても，原審裁

判所に提出した。 

 なお，上記確認書ＡないしＣの多くは，平成２０年１月２５日の第２５回弁論準備手続期

日に提出された。 

１１ 平成２２年２月１０日になされた原判決は，本訴請求のうち，〔１〕ＴＭＡ契約を経由

した分のうち，確認書Ｂが提出され，かつ所定の条件を満たしたものを認容したが，その余

35



は退け，〔２〕原権利者からの直接契約に係る分はその相当部分を認容した，というものであ

る。 

１２ 上記原判決に対し，一審原告と一審被告の双方が控訴を提起したが，一審原告は，控

訴審たる当裁判所に係属中の平成２２年７月及びその後において，前記確認書Ｂとは別の原

権利者からの新たな確認書（確認書Ｄ）を提出し，そこには「私は，私が有する著作権（以

下「著作権」といいます。）に関連して発生した日本国での著作権使用料及び関連する一切の

費用等について，株式会社アジア著作協会が，著作権の信託受託者として徴収及び分配等の

管理を行うため，当事者として訴訟を追行する権限を有することを認めます。」との記載があ

る。 

 

第４ 争点 

１ 一審原告による本件著作権の管理権限の有無 

（１）本件の準拠法（ＴＭＡ・原告契約に適用される法律） 

（２）平成１８年（２００６年）７月１４日付けでＴＭＡ社代表者（Ｐ１）から一審原告に

対してなされたＴＭＡ・原告契約の解除（約）通知により平成１５年（２００３年）９月１

８日付けでなされたＴＭＡ・原告契約はその約定期限である平成１９年（２００７年）３月

３１日限りで終了したか。 

（３）ＴＭＡ・原告契約の終了によりＴＭＡ社の一審原告の受託財産である原権利者の有す

る著作権（複製権・公衆送信権）は直ちに委託者であるＴＭＡ社に移転したか。 

（４）信託契約が終了したとしても残存信託財産中に未収財産（損害賠償請求権）があるか

ら信託受託者である原告が未収財産を受益者に移転するまでは，信託は存続すると擬制され

（法定信託。旧信託法 63条）、原信託が延長されるので、ＴＭＡ・原告契約が解除されても、

原告は本件楽曲使用料を回収するまで、本件著作権の管理権限を有するか。 

（５）一審原告と原権利者との直接契約により、一審原告は本件損害賠償請求権を有するか。 

 

２ 損害額 

（１）準拠法 

（２）損害額は、原告規定により算定すべきか 

（３）複製権侵害を基準として損害額を計算すべきか。 

（４）損害額を JASRAC規定により算定すべきか。 

（５）損害額を JASRAC規定により算定する場合、包括的利用許諾方式により算定すべきか、

個別課金方式により算定すべきか。 

 

３ 過失相殺 

 一審被告による著作権侵害が成立するとしても，一審原告が，その権限について時宜に適っ

た方法で被告又はＡＭＥＩに合理的な説明を行わず，また，根拠を示さなかった結果である

として，過失相殺が認められるか。 
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４ 権利濫用・禁反言 

 一審原告は，平成１４年の韓日著作協会時代は準備期間中であったことを前提に，平成１

５年６月に再び被告やＡＭＥＩに連絡を取ってきているから、同月より以前の期間について

著作権侵害を主張し損害賠償を求めることは，禁反言の法理に反し，また，権利濫用である

か。 

 

５ 不当利得（予備的請求） 

 仮に，一審被告について過失が認められないとしても，一審被告は，法律上の原因なく一

審原告の管理する著作権を無断で利用することによって，利益を受け，そのために原告に著

作権使用料相当額の損失を及ぼしたから、不当利得（７０３条）に基づき，著作権使用料相

当額の返還義務を負うか。 

 

第５ 裁判所の判断 

１ 争点１ 

（１）準拠法 

 平成１９年１月１日に施行された「法の適用に関する通則法」（以下「通則法」という。）

によれば，法律行為の効力については，同附則第２条により通則法が適用されるところ，通

則法７条は「法律行為の成立及び効力は，当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法に

よる。」と定め，乙２４（著作権信託契約書）の第３２条には「本契約は日本国法に準拠する

ものとする」と記載されていることから，日本国法によりその効力が判断されることになる。

そして，上記のような信託契約について適用がある信託法は，平成１８年法律第１０８号に

より改正がなされたが，上記信託契約は平成１５年９月１８日に締結されているから，同契

約につき適用される信託法は上記改正前の信託法（大正１１年法律第６２号，以下「旧信託

法」という。）であることになる。 

 そして，旧信託法５６条は「信託行為ヲ以テ定メタル事由発生シタルトキ・・・ハ信託ハ

之ニ因リテ終了ス」とし，６３条は「信託終了ノ場合ニ於テ信託財産カ其ノ帰属権利者ニ移

転スル迄ハ仍信託ハ存続スルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ帰属権利者ヲ受益者ト看做ス」

と定めている。 

（２）平成１８年（２００６年）７月１４日付けでＴＭＡ社代表者（Ｐ１）から一審原告に

対してなされたＴＭＡ・原告契約の解除（約）通知により平成１５年（２００３年）９月１

８日付けでなされたＴＭＡ・原告契約はその約定期限である平成１９年（２００７年）３月

３１日限りで終了したか。 

 平成１５年（２００３年）９月１８日付けでなされた著作権信託契約書（ＴＭＡ・原告契

約）の第１９条には「甲は，信託期間内においても書面をもって乙に通知することにより本

契約を解除することができる。この場合本契約は，通知の到達の日から６か月を経過した後

最初に到来する３月３１日をもって終了する」旨記載され，その後上記契約書の甲であるＴ
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ＭＡ社代表者Ｐ１は当時の一審原告代表者Ｐ１３宛てに，平成１８年（２００６年）７月１

４日付けの書面により，「本件契約第１９条に基づき，貴社に対し契約の解約を通知致します」

との通知を同年７月２０日ころ発し，まもなく一審原告に到達しているのであるから，ＴＭ

Ａ・原告契約は，上記通知が到達した平成１８年（２００６年）７月２０日すぎころから６

か月を経過した後最初の３月３１日である平成１９年３月３１日を以て終了したものという

べきである。 

（３）ＴＭＡ・原告契約の終了によりＴＭＡ社の一審原告の受託財産である原権利者の有す

る著作権（複製権・公衆送信権）は直ちに委託者であるＴＭＡ社に移転したか。 

 ＴＭＡ・原告契約の終了により，一審原告の受託財産である原権利者の有する著作権（複

製権・公衆送信権）は直ちに委託者であるＴＭＡ社に移転したというべきであり（ＴＭＡ社

が平成１９年（２００７年）３月２８日付けで清算結了登記を経由していたとしても，返還

を受けた著作権との関係では依然として法人格を有すると解される。），上記著作権の侵害を

理由とする一審被告に対する損害賠償債権（請求権）もＴＭＡ社に移転すると解するのが相

当である。 

 もっとも，一審被告に対する著作権侵害を理由とする損害賠償債権（請求権）は，一審原

告が一審被告に対し原審の東京地裁にその支払を求める民事訴訟を提起し現に係属中であっ

たから，その移転時期はいつかという問題がある。しかし，ＴＭＡ社からの解約（解除）通

知が発せられたのが平成１８年（２００６年）７月２０日ころであり，契約終了時とされた

のがそれから８か月余を経過した平成１９年（２００７年）３月３１日であるから，係属中

の損害賠償請求訴訟を一審原告からＴＭＡ社に承継させるための猶予期間としては十分であ

ると解することができ，一審原告は平成１９年３月３１日の経過により，ＴＭＡ・原告契約

に基づく本件著作権と一審被告に対する損害賠償債権（請求権）の管理権限を全て失ったと

認めるのが相当である。この結論は，その後一審原告が，原権利者の一部の者から確認書Ｂ

及び確認書Ｄを取得したことを考慮しても，影響を受けるものではない。 

（３）信託契約が終了したとしても残存信託財産中に未収財産（損害賠償請求権）があるか

ら信託受託者である原告が未収財産を受益者に移転するまでは，信託は存続すると擬制され

（法定信託。旧信託法 63条）、原信託が延長されるので、ＴＭＡ・原告契約が解除されても、

原告は本件楽曲使用料を回収するまで、本件著作権の管理権限を有するか。 

 一審原告は，平成１９年３月３１日の経過により，ＴＭＡ・原告契約に基づく本件著作権

と一審被告に対する損害賠償債権（請求権）の管理権限を全て失ったと認めるのが相当であ

り，信託契約が終了した後の法定信託の性質をどのように解するかによって，上記結論に直

ちに影響が及ぶものとは解されない。 

 また，一審原告は，本件において，帰属権利者（原権利者）による，使用料相当額を早く

回収したいとの意思を尊重すべき旨主張するが，原権利者はＴＭＡ・原告契約の当事者では

ないのみならず，ＴＭＡ・原告契約につき解除（約）通知がされてから同契約の終了の効果

が発生するまでに８か月以上の期間があったことからすれば，一審原告の上記主張は採用す

ることができない。 
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 このほか，一審原告は，法的安定性については時効の制度があり，時効が成立しないにも

かかわらず権利者の権利行使の方法の選択を妨げることは，むしろ法秩序を害するなどと主

張するが，消滅時効制度は，存在する権利が一定期間行使されないことにより消滅するとい

う制度であって，信託契約終了後において受託者が有する権利義務の範囲とは関係がなく，

一審原告の上記主張は採用することができない。 

（イ）一審原告は，自身はＴＭＡ社を経由せずとも原権利者と容易に連絡を取ることができ

る状況にあり，また，原権利者が外国において訴訟を提起することは非常に困難であるから，

一審原告が当然に著作権使用料の回収に当たるのが原権利者の合理的意思に合致する旨主張

する。 

 しかし，前記のとおり，ＴＭＡ・原告契約の終了（平成１９年３月３１日の経過）により，

一審原告は，ＴＭＡ・原告契約に基づく本件著作権と一審被告に対する損害賠償債権（請求

権）の管理権限を全て失ったものであって，この点は，一審原告が主張する上記事情によっ

て影響を受けるものではなく，一審原告の上記主張は理由がない。 

オ 以上によれば，本件著作権の管理権限については，本件訴訟の対象たる損害賠償請求権

も含め，ＴＭＡ・原告契約によるものは，一審原告はこれを一切有しないというべきである。 

 

（４）一審原告と原権利者との直接契約 

１）直接契約の契約書の成立について 

 以下の第一審判決のとおり 

 ア 直接契約の契約書の成立に争いがない楽曲 

（ア）直接契約の契約書の成立に争いがない楽曲（裁判所楽曲目録－作詞，－作曲のうち，

「契約書」欄に「＊」が記載されている楽曲がこれに対応する。）は，直接契約の締結が認め

られるから，原告に，本件訴訟において請求する著作権に基づく使用料相当額の損害賠償請

求権が帰属すると認めることができる。 

（イ）なお，裁判所楽曲目録－作詞の作家５０（権利者管理番号０２０１）の楽曲について，

原告は，契約書及び確認書の成立に争いがないと整理するが，被告は，被告楽曲目録２にお

いて根拠が不明であるとして当初より争っており，原告によりこの点に関する主張立証がな

されていないから，同楽曲については，原告に，本件訴訟において請求する著作権に基づく

使用料相当額の損害賠償請求権が帰属すると認めることができない。 

ウ 他方，裁判所楽曲目録－作曲の作家１８（権利者管理番号２０２３）の楽曲について，

被告は，被告楽曲目録１４において同楽曲を挙げ，その契約書（甲１２３）は，平成１８年

２月１日の本件第１０回弁論準備手続期日に確認した証拠提出時期に関する合意に反して提

出されたから，証拠能力は認められない，仮に，証拠能力が認められるとしても，書証の成

立を否認すると主張する。 

 しかしながら，原告は，従前，被告に示した契約書の写しが最終頁のみであったことから，

後に不備のない契約書（甲１２３）を提出したとするものであり，不十分ながら，契約書を

被告に示していたことがうかがわれること，原告は，従前，裁判所楽曲目録－作曲のとおり，

39



同楽曲については，契約書及び確認書の成立に争いがないものとして整理しており，仮に，

契約書の成立に争いがあるとしても，確認書の成立について当事者間に争いはないから，直

接契約が締結されたことが推認され，原告に，本件訴訟において請求する著作権侵害に基づ

く使用料相当額の損害賠償請求権が帰属すると認めるのが相当である。 

イ 直接契約の契約書の成立に争いがある楽曲 

（ア）直接契約の契約書の成立に争いがある楽曲（裁判所楽曲目録－作詞，－作曲のうち，

「契約書」欄に書証番号が記載されている楽曲がこれに対応する。）は，契約書の成立に争い

があるが，このうち，確認書Ａ～Ｃのいずれかが存在し，その成立について当事者間に争い

がない楽曲（裁判所楽曲目録の「確認書」欄に「＊」の記載がある楽曲がこれに対応する。）

については，直接契約が締結されたことが推認されるから，原告に，本件訴訟において請求

する著作権侵害に基づく使用料相当額の損害賠償請求権が帰属すると認めることができる。 

（イ）直接契約の契約書の成立に争いがある楽曲（裁判所楽曲目録－作詞，－作曲のうち，

「契約書」欄に書証番号が記載されている楽曲がこれに対応する。）のうち，確認書Ａ～Ｃが

提出されていても，その成立について当事者間に争いがあり，他に成立に争いのない確認書

が存在しない楽曲（裁判所楽曲目録の「確認書」欄に書証番号が記載されている楽曲がこれ

に対応する。）については，直接契約及び確認書のいずれについても，上記原権利者の証人尋

問等による立証がされていないから，真正に成立したものと認めることはできず，当該楽曲

については，原告に，本件訴訟において請求する著作権侵害に基づく使用料相当額の損害賠

償請求権が帰属すると認めることができない。 

（ウ）なお，原権利者作家１７の楽曲については，直接契約の契約書のほか，契約関係に変

遷があったとして，他の契約書及び確認書Ａが提出されているが，その成立について当事者

間に争いがあり，契約書及び確認書のいずれについても，上記原権利者の証人尋問等による

立証がされていないから，真正に成立したものと認めることはできず，当該楽曲については，

原告に，本件訴訟において請求する著作権侵害に基づく使用料相当額の損害賠償請求権が帰

属すると認めることができない。 

エ 以上によると，直接契約に関する楽曲のうち，原告に，本件訴訟において請求する著作

権侵害に基づく使用料相当額の損害賠償請求権が帰属すると認めることができる楽曲は，次

のとおりであり，裁判所楽曲目録－作詞，－作曲及び裁判所楽曲目録－作詞（認容），－作曲

（認容）の楽曲名等に塗りつぶしのない楽曲のうち，各確認書Ａ～Ｃ欄を薄い青色で記載し

た楽曲がこれに対応する。 

 a 作詞 １５楽曲 

 b 作曲 ５６楽曲 

オ また，その余の楽曲については，原告には，本件訴訟において請求する著作権侵害に基

づく損害賠償請求権が帰属していないから，原告は原告適格を欠くというべきである。 

２）契約期間満了楽曲（被告楽曲目録３）について 

ａ 一審被告は，被告楽曲目録３記載の契約期間満了楽曲（本訴提起時において，既に信託

契約の期間が満了していた楽曲である。）については，契約期間満了時に本訴がまだ係属して
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いなかったから，著作権と同様に，既発生の損害賠償請求権についても原権利者に返還済み

であり，一審原告は著作権を管理していない旨主張するが，後記のとおり，直接契約は更新

されたものと認められ，また，仮にそうでないとしても，一審原告と直接契約を締結してい

た原権利者は，少なくとも契約期間満了前に発生していた損害賠償請求権の行使を一審原告

にゆだねたものと解されるから，一審被告の上記主張は採用することができない。 

ｂ なお，原判決が既に「時機に後れた攻撃防御方法」であると判断して却下した部分のう

ち，一審被告による，原権利者・一審原告間の直接契約の更新条件が成就していない旨の主

張については，その判断に誤りがあるとは認められない。 

 もっとも，原権利者・一審原告の信託契約（甲４６参照）における，「本契約は，甲に次の

各号に定める事由がなく，また信託契約期間満了の六ヶ月前までに書面により乙に対して更

新をしない旨の通知をしなかったときは，従前と同一条件で更新するものとする。 

１．著作物使用料等の分配実績が別に定める信託契約の期間に関する取扱規準に規定する額

に満たない場合。 

２．著作権の侵害行為を行うなど本契約の継続を困難とさせる事由があった場合。」（第６条

（契約の更新）） 

との定めからすれば，上記信託契約は更新されることが原則であると解すべきであり，この

点に関する一審被告の主張は採用することができない。 

２）ＪＡＳＲＡＣ管理楽曲（被告楽曲目録１）につき 

ａ 一審被告は，請求対象期間の末日（平成１６年７月３１日）時点でのＪＡＳＲＡＣによ

る「請求対象楽曲」の著作権の管理状況についての回答書（乙７５の３）を証拠提出し，同

日時点で，ＪＡＳＲＡＣが管理していた楽曲が相当数存在する旨主張する（被告楽曲目録１

参照）。 

 これに対し，一審原告は，同回答書は信用性が低い上，いずれにしても同日時点での管理

状況が示されているにすぎない旨主張する。 

 この点につき，確かに乙７５の３は，請求対象期間の末日時点でのＪＡＳＲＡＣによる「請

求対象楽曲」の著作権の管理状況を示すものにすぎず，それ以前の管理状況については，乙

７５の３は何ら証明するものではない。 

 このほか，証拠（甲８９の１）によれば，ＪＡＳＲＡＣは，外国の楽曲については，音楽

出版社からの保証等をもって管理しており，１曲ずつ原著作権者に対して管理状況につき確

認しているものではないことが認められる上，「作品データベース検索サービス」（Ｊ－ＷＩ

Ｄ，ＪＡＳＲＡＣが作成した楽曲の各権利に関する管理状況等を示すデータベース）の画面

（甲１４９の１～１５２）において，請求対象期間当時の通信カラオケに関する支分権の欄

に「＃」（権利者とＪＡＳＲＡＣとの間に直接的な管理委託契約が存在しなかったことを示す

記号，乙５９の２参照）が記載されていることから，上記ＪＡＳＲＡＣの回答書の信用性が

高いとはいえず，ＪＡＳＲＡＣの回答書によって，ＪＡＳＲＡＣが請求対象期間内に請求対

象楽曲を管理していた事実を認めることはできない。 

ｂ なお，原判決が既に「時機に後れた攻撃防御方法」であると判断して却下した部分のう
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ち，一審被告による債権の準占有者（ＪＡＳＲＡＣ）に対する弁済の抗弁については，時機

に後れたものと判断した原判決の判断に誤りがあるということはできない。 

３）原審における証拠提出時期に関する合意日以降に裁判所に提出されたＰ４にかかる直接

契約の契約書について 

 一審被告は，，証拠能力はなく，仮に，その証拠能力が認められても，一審被告はその成立

を否認しているから，同人に関する直接契約の締結を認定した原判決は誤りであり，上記契

約書のうち，最終頁以外の部分については，確認基準日以降に新たに作成されたものである

旨主張する。 

 しかし，原判決も認定するとおり，上記契約書のうち最終頁だけが先に提出されたもので

（乙４６参照），残りの頁の提出が遅れたにすぎないものと解され，このように，一審原告が，

不十分ながら契約書を一審被告に示していた上，確認書Ｃの成立につき当事者間に争いがな

く，ひいては直接契約が締結されたものと推認できるから，残りの頁が後で作成されたとの

一審被告の主張は採用することができない。 

４）原権利者Ｐ５，Ｐ６の直接契約につき， 

 一審被告は「直接契約」が本件訴訟において提出されていない旨，また上記両名について

の信託契約書の提出は明らかに時機に後れた証拠提出である旨主張するが，これまでの審理

経過に鑑みて，採用することができない。 

５）原権利者Ｐ７の直接契約について 

 一審被告は，「Ｐ８」と「Ｐ７」とは異なるから，甲４９はＰ７名義の契約書ではなく，そ

の結果，同人名義の契約書は提出されていない旨主張し，これに対し，一審原告は，甲４９

は芸名の「Ｐ７」ではなく本名の「Ｐ８」名義で作成されている旨主張する。 

 Ｐ７の直接契約については，一審被告は原審においても争ってきたものであるところ，「Ｐ

８」とＰ７は明らかに異なっており，Ｐ７の本名が「Ｐ８」であることを認めるに足りる証

拠はないから，Ｐ７については契約書は提出されていないとみるべきである。 

 そして，仮に確認書Ｃの成立について争いがないとしても，契約書の名義人が異なること

は，極めて重大な瑕疵であるから，Ｐ７に係る楽曲（作曲６曲分）については，一審原告に

著作権の管理権限が認められないというべきである。 

６）原権利者Ｐ９，Ｐ１０，Ｐ１１の直接契約について 

 一審被告は，は，確認書Ａ，Ｂは証拠提出されておらず，確認書Ｃについても，その成立

を争う旨主張する。 

 確かに，一審被告は，上記３名については，原審においても争ってきたものであり，直接

契約の契約書，確認書Ｃのいずれについても成立に争いがあるので，原判決が，上記３名の

楽曲につき「不知楽曲」と整理した点は誤りである。 

 ただし，Ｐ１０については，同人が作成した書面（甲３５の１，２）により，同人が一審

原告を通じて損害賠償請求権の回収を望んでいることが認められるため，同人分については

一審原告に著作権の管理権限が帰属するものと認められるが，その余の２名については，こ

のような意思を確認することができない。 
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 したがって，上記２名分（Ｐ９につき作詩２曲分，Ｐ１１につき作詩２曲分，作曲４曲分）

については，一審原告に著作権の管理権限を認めることはできない。 

７）権利濫用・禁反言の法理違反の主張について 

 一審被告は，は，全く時機に後れていない旨主張するところ，確かに，一審被告の平成２

０年１０月３０日付け準備書面（４）において，既に同主張がされていたことからすれば，

同主張が「弁論準備手続終了後であり，かつ，証拠調べ終了後である平成２１年９月１６日

の本件第４回口頭弁論期日において・・・初めて主張された」との原判決の認定は誤りであ

る。 

 しかし，いずれにしても，一審原告が，ＡＭＥＩに対する連絡文書における「２．韓国の

株式会社ＮＳ企画社の件」と題する項目において，平成１４年ころにつき「準備期間中」と

記載したことをもって，一審原告が同期間中の損害賠償請求権を放棄したものと解すること

はできないから，一審原告が，同期間中（平成１５年６月より前の期間）の損害賠償請求権

を行使することが，権利濫用であるとか，禁反言の法理に反するということはできない。 

８）共作楽曲の扱いにつき 

 一審原告は、日本法，韓国法のいずれにおいても，いわゆる共作楽曲の著作権の共有持分

の信託譲渡については，信託受託者が著作権の円滑な行使を妨げることは考えられないため，

他の共有者の同意は不要と解すべきであり，仮にこれが必要であるとしても，著作権等管理

事業者の役割に鑑みれば，著作権等管理事業者に対する著作権の共有持分の信託譲渡につい

ては，他の共有者の黙示の同意があったと解すべき旨主張する。 

 しかし，著作権の共有持分の譲渡については，日本，韓国両国において，他の共有者全員

の同意が必要とされており（日本国の著作権法６５条１項，韓国の著作権法４８条１項），こ

の点は，著作権等管理事業法に基づく著作権の共有持分の信託譲渡であっても，どの著作権

等管理事業者にどのような条件で信託譲渡するかにつき全ての共有者が同じ意見であるとは

限らないから，共有者の同意が不要であるとか，黙示の同意があったと解することはできな

いので，一審原告の上記主張は採用することができない。  

（イ）一審原告は，原判決は，共作楽曲を除き，全て原権利者ごとに権利帰属の有無を判断

しているところ，却下理由のない原権利者（Ｐ１２）につき，その一部の楽曲につき請求を

認め，その余の楽曲につき訴えを却下した点が不当である旨主張する。 

 確かに，Ｐ１２については，一審原告と直接契約を締結しており（甲６６参照），その一部

の楽曲についてのみ一審原告に著作物の管理権限がないとすべき理由はないから，この部分

（作曲２３曲分）につき，請求を認容することとする。 

９）不知楽曲 

（ア）いわゆる「不知楽曲」（一審被告が不知とした楽曲）のうち直接契約により一審原告に

信託譲渡された楽曲（２曲の共作楽曲並びにＰ９及びＰ１１の楽曲を除く全ての「不知楽曲」）

については，直接契約に係る契約書も提出されており，審理経過にも鑑みて，一審原告にそ

の著作権の管理権限を認めることとする。 

 そして，その楽曲数は，作詩につき１２曲，作曲につき２４曲である（別紙５，６で緑色
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に塗られた部分であり，前記イ（カ）のとおり，Ｐ１０の楽曲（作曲５曲分）を含む。）。 

（イ）なお，原判決は，Ｐ３及びＰ１４の楽曲につき，ＴＭＡ社を介した楽曲であると認定

した上で，一審原告の請求を認容したものと解される。 

 しかし，上記両名については直接契約の契約書が提出されており，上記両名は，一審原告

と直接契約を締結したものと認められるため，本判決においても，Ｐ３につき作詩９曲，作

曲１４曲，Ｐ１４につき作詩１曲，作曲１２曲分の請求を認容することとする。 

オ 小括 

 以上を前提とした場合，本件において，一審原告が著作権の管理権限を有すると認められ

る直接契約に関する楽曲は，作詩・作曲別にみると，以下のとおりとなる。 

〔１〕作詩 ３７楽曲（原判決が認めた１５楽曲＋９楽曲（Ｐ３）＋１楽曲（Ｐ１４）＋１

２楽曲（不知楽曲）） 

〔２〕作曲 １２３楽曲（原判決が認めた５６楽曲－６楽曲（Ｐ７）＋２３楽曲（Ｐ１２）

＋１４楽曲（Ｐ３）＋１２楽曲（Ｐ１４）＋２４楽曲（不知楽曲） 

２ 争点２（損害） 

（１）準拠法 

 一審被告により侵害されたとする原権利者の著作権は韓国法に基づく権利であり，その権

利が，本件では平成１４年６月２８日から平成１６年７月３１日までの間，日本において一

審被告により侵害された，というものである。 

 ところで，原権利者の有する著作権は韓国法に基づく権利であるが，日本と韓国は，「文学

的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約（昭和５０年３月６日条約第４号）」の同盟国

であるから，原著作者が創作した著作物は日本においては日本著作権法の保護を受け（同法

６条３号），本件における損害額の算定に当たっては，不法行為に関する日本の法律（民法等）

に基づきこれを行うべきこととなる（平成１９年１月１日から施行された前記「通則法」に

よっても，その附則３条４項により，施行日前に加害行為が発生した不法行為によって生じ

る債権の成立及び効力については旧法である「法例」によるところ，不法行為について定め

た「法例」１１条によれば原因発生地の法がその準拠法となるから，結局，一審被告による

侵害行為がなされた日本の法がその準拠法となる。）。 

 

（２）原告規定適用の可否 

 一審原告は，まず，原告規程を用いて損害額を算定すべき旨主張するが，原告規程につい

ては，原判決が詳細に認定するとおり，一審原告とＡＭＥＩ（利用者団体である社団法人音

楽電子事業協会）間の交渉において，一審原告が必ずしも十分な情報を提供せず，一審原告

の管理楽曲のリストなどがＡＭＥＩに対して開示されなかったことなどもあり，両者間で原

告規程につき合意に至っていないことからすれば，原告規程を基準として損害額を算定する

のは相当でない。 

 この点につき，一審原告は，一審原告のような一般管理事業者に対する著作権等管理事業

法１３条２項所定の意見聴取義務は努力義務にすぎず，仮にこれが尽くされなくても使用料
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規程の法的効力は妨げられないとか，一審原告・ＡＭＥＩ間で合意に至っていないのは，一

審原告の努力が足りないためではなく，むしろ，ＡＭＥＩを構成する利用者団体の交渉戦術

によるものであり，ＡＭＥＩを構成する利用者団体は，使用料を支払わずに使用料規程に関

する交渉を長引かせて，自己に有利な結果を引き出そうとしている旨主張する。 

 しかし，同条２項所定の義務が，形式的には努力義務にすぎないとしても，著作権等管理

事業者が利用者から相当額の著作権使用料を徴収する以上は，その使用料規程につき，利用

者との協議を経て，その内容を周知させ，さらには利用者の納得を得る必要があると解すべ

きであり，一審原告の上記主張は採用することができない。 

 なお，同条２項所定の義務が努力義務とされたのは，「管理事業者の中には小規模で利用者

への影響力が極めて小さい者もいることが想定されることや，使用料規程の内容に対する意

見を申し述べることができる利用者又は利用団体が存在しない場合も想定されることを踏ま

えてのもの」と解されている（乙１４（逐条解説著作権等管理事業法）参照）ところ，一審

被告も指摘するとおり，一審原告は，本件訴訟において，約１０億円の著作権使用料相当損

害金を請求するものであって，小規模で利用者への影響力が極めて小さいなどといえないこ

とは明らかである。また，原告規程の内容に対する意見を申し述べることができる利用者や

利用団体は観念できる（ＡＭＥＩ等）ものであるから，いずれにしても，本件において，一

審原告につき，著作権等管理事業法１３条２項所定の義務が努力義務にすぎないと形式的に

解するのは相当でない。 

 また，一審原告とＡＭＥＩとの交渉が決裂したのは，一審原告の当初の説明内容が十分で

はなかったことも原因となっているものであり，必ずしもＡＭＥＩの交渉戦略によるものと

もいえない。 

 このほか，一審原告は，原告規程はその内容も合理的なものである旨主張するが，前述の

とおり，原告規程については，実質的にみれば，著作権等管理事業法所定の手続を十分に経

ていないものであるから，原告規程の内容の合理性について検討する必要はない。 

 なお，一審原告は，著作権等管理事業においては，自由競争の枠を超えるような場合には，

文化庁による業務改善命令（著作権等管理事業法２０条参照）が出されるところ，一審原告

はそのような業務改善命令を一切受けていない旨主張するが，同命令を受けていないからと

いって，原告規程の内容が合理的であるとまで認められるものではない。 

 また，一審原告は，ＡＭＥＩ以外の団体・各利用者が原告規程の内容に一切異議を述べて

いないとも主張するが，「ＡＭＥＩ以外の団体・各利用者」とは，業務用通信カラオケ業者以

外の団体・利用者であるから，これらの者が原告規程に異議を述べないからといって，原告

規程（業務用通信カラオケ事業に関する部分）の内容の合理性を裏付けるものではない。 

 さらに，一審原告は，一審被告が原告規程の内容を知りながら著作物（楽曲）の利用を継

続したものであり，このような事業者につき，原告規程の内容の不合理性を主張するのを認

めるのは信義誠実に反する旨主張するが，前述のとおり，一審原告は，ＡＭＥＩとの交渉に

おいて，必要な情報を十分に開示しないなどの事情があったものであるから，一審原告の上

記主張は採用することができない。 
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（３）複製権侵害を基準とする損害額の算定の可否につき 

 一審原告は，仮に損害額算定において原告規程を用いないのであれば，両者間に何ら合意

がなく，著作権等管理事業者の定める有効な規程がない場合であるから，原則に戻り複製権

侵害を基準として損害額を計算すべき旨主張するが，一審被告も主張するように，業務用通

信カラオケにおいては，自動公衆送信装置への複製，公衆の求めに応じた公衆送信及び送信

可能化，受信装置への複製といった，複数の著作権支分権が複合的に関わってくることが明

らかであり，実際に，原告規程においても，複製権侵害回数を基準とした課金方式を採用し

ていない。 

 また，証拠（証人Ｐ２，乙３７）及び弁論の全趣旨によれば，カラオケ業界においては，

記憶媒体の変化に伴い，現在では極めて多数の楽曲が各端末機において歌唱可能になったも

のの，売上高は一定程度以上には上がらない（すなわち，多くの楽曲が単なる品揃え的な意

味で歌唱可能な状態となっているにすぎない。）という実態があるものと認められる。 

 以上からすれば，カラオケ業界において，単純に複製権侵害回数を基準として著作権使用

料相当損害金を算定するのが適切とはいえない。 

 この点につき，一審原告は，ＪＡＳＲＡＣ・ＡＭＥＩ間の平成８年合意（甲１４４参照）

においては，複製権侵害を基準として損害額を算定したと主張するが，同事実が存在したと

しても，上記のとおり，カラオケ業界において，単純に複製権侵害回数を基準として使用料

相当損害金を算定するのが実態にそぐわないことに変わりはない。 

 また，一審原告は，一審被告をはじめとするカラオケメーカーは，カラオケ設置店舗から

の情報利用料を毎月受領するほか，通信カラオケ端末機の高額な販売代金を受領しており，

同代金には，プレインストールされている楽曲データの複製についての著作権使用料を支出

し得るに十分な楽曲利用の対価が含まれている旨主張するが，同主張を認めるに足りる的確

な証拠はない。 

（４）ＪＡＳＲＡＣ規程につき 

ア ＪＡＳＲＡＣ規程（乙４０）の第２章，第１０節「業務用通信カラオケ」には，以下の

定めがある。 

「放送及び有線放送以外の公衆送信及びそれに伴う複製により業務用通信カラオケ（通信カ

ラオケのうち，カラオケ施設，社交場等の事業所を対象としたもの。以下本節において同じ。）

に著作物を利用する場合（ただし，受信先における演奏・歌唱は除く。）の使用料は，次の１

及び２によりそれぞれ算出した金額を合算して得た金額に，消費税相当額を加算した額とす

る。本節において，使用料には複製（ただし，映像とともに複製される場合を除く。）及び公

衆送信に係るものを含むものとする。 

１ 基本使用料 

（１）基本使用料に関する包括的利用許諾契約を結ぶ場合 

 業務用通信カラオケ事業者が設定しているアクセスコード数によって１ヵ月ごとに定める

ものとし，その月額使用料は，下表のとおりとする。 

 アクセスコード数 月額使用料 
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 ５００コードまで ５００００円 

１０００コードまで １０００００円 

２０００コードまで ２０００００円 

（以下省略） 

（２）（１）によらない場合 

 カラオケ施設，社交場等の事業者が利用できる状態におかれている著作物の数によって

１ヵ月ごとに定めるものとし，その月額使用料は，再生されるべき時間が５分までの著作物

１曲につき２００円とする。 

２ 利用単位使用料 

（１）利用単位使用料に関する包括的利用許諾契約を結ぶ場合 

 サーバー，端末機械等（以下名称を問わず「受信装置」という。）１台につき１ヵ月ごとに

定めるものとし，その月額使用料は，情報料を課すべき受信装置１台あたりの月間の情報料

の１０／１００の額又は９５０円のいずれか多い額とする。ただし，情報料の１４／１００

の額が９５０円を下回る場合は，その額又は６５０円のいずれか多い額とする。 

（２）（１）によらない場合 

 業務用通信カラオケ事業者が，カラオケ施設，社交場等の事業所に設置された受信装置へ

のアクセスコードの入力に応じ，演奏に供する著作物を１曲１回提供する（公衆送信である

か複製物によるかを問わない。）ごとに定めるものとし，その使用料は，再生されるべき時間

が５分までの著作物１曲につき４０円とする。 

（業務用通信カラオケの備考） 

〔１〕１（１）の規定の「アクセスコード数」とは，業務用通信カラオケにおいてそのリク

エストのために１データごとに付与しているコードの総数をいい，使用料の算出にあたって

は，当該コード数に９７／１００を乗じた数とする。 

〔２〕１（１）及び２（１）の規定を適用する場合において，月間の利用単位使用料の総額

の２５／１００の額が月額基本使用料を下回る場合の月額基本使用料は，アクセスコード数

にかかわらず，その利用単位使用料の総額の２５／１００の額とする。 

〔３〕〔２〕を適用する場合において，月額基本使用料と月間の利用単位使用料の総額の合算

額が５００００円を下回るときは，５００００円を当該月の使用料とする。 

〔４〕２（１）の規定の「情報料」とは，業務用通信カラオケを利用するにあたり受信先に

おいて通常支払うことが必要とされる受信等に伴う対価（消費税を含まないもの。いずれの

名義をもってするかを問わない。）をいう。 

〔５〕情報料が不明の場合は，業務用通信カラオケ事業者が得る受信装置１台当たりの情報

料収入（いずれの名義をもってするかを問わない。）に１７０／１００を乗じた額を情報料と

することができる。 

〔６〕１（２）又は２（２）の規定を適用する場合において，次のいずれかに該当するとき

は，それぞれ次のとおりとする。 

（ア）再生されるべき時間が５分を超える場合は，５分までを超えるごとに，５分までの使
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用料に１（２）の規定の場合は２００円，２（２）の規定の場合は４０円をそれぞれ加算す

る。 

（イ）歌曲において楽曲に著作権がない場合又は本協会の管理外の場合は，１曲の使用料の

６／１２の額とする。 

（ウ）歌曲において歌詞が本協会の管理外の場合は，１曲の使用料の６／１２の額とする。 

〔７〕著作物の利用形態など特別の事情により本料率により難い場合の使用料は，本料率の

範囲内で，利用者と協議のうえ定めることができる。」 

イ 現在，通信カラオケ事業に関しては，上記内容のＪＡＳＲＡＣ規程（乙４０）が存在し，

同規程の内容は，ＪＡＳＲＡＣ・ＡＭＥＩ間で長期間議論・検討された結果，業界において

広く知られており，その内容の合理性も担保されているといえるから，損害の賠償を求める

事案である本件においては，同規程を用いて損害額を算定するのが相当である。 

ウ もっとも，本件においてＪＡＳＲＡＣ規程の包括契約方式（第２章第１０節，１（１），

２（１））を適用するとした場合，ＪＡＳＲＡＣと一審原告の管理楽曲数やその実績等の違い

からすれば，何らかの方法で同方式を修正する必要性が生じる（本件での同方式の適用につ

き，修正の必要はないとする一審原告の主張は採用できない。）。 

 他方，ＪＡＳＲＡＣ規程の個別課金方式は，使用料につき，管理事業者や使用者の規模等

による影響を受けないような算定方法が採られているため，特段の修正は必要ないもので

あって，本件においてこのように特段の修正の必要がない個別課金方式を採用することは一

定の合理性がある。 

エ なお，一審原告は，原判決が，ＪＡＳＲＡＣ規程の個別課金方式を採用した上で，一審

被告が提出した各楽曲のアクセス回数に関する証拠に基づいて損害額を算定したことにつき，

一審被告が請求対象期間においてアクセス回数を正確に把握することは技術的に不可能で

あったので，一審被告の提出にかかる各楽曲アクセス回数の信用性は欠如しており，このよ

うなアクセス回数を損害額（利用単位使用料）算定に用いた原判決の認定は不当である旨主

張する。 

 この点，証拠（甲１２７，乙５３の３）によれば，一審被告は，平成１５年，ブロードバ

ンド対応の通信カラオケシステムを構築して，ユーザーにオンデマンドサービスを提供でき

る環境を整えたものであり，従来のアナログ回線を前提としたセンターシステムでは，容量

の大きいデータをスムーズに配信できなかったこと，通信カラオケ事業者のＪＡＳＲＡＣへ

の利用回数報告は，平成２０年３月利用分まではサンプリング報告（抽出した端末機におけ

る利用回数報告）であったことが認められる。 

 しかし，一審被告も主張するとおり，アクセス回数の集計は，演奏があった際の関連情報

という極めて小さい容量のデータのみの送信によるものであり，オンデマンド・サービス（各

店舗のカラオケ端末にデータを蓄積することなく，リクエストがある度にデータをセンタ・

サーバーから回線を通じて取得する方式）システムが構築されていなければ送信できないも

のでないことは明らかである。また，一審被告がＪＡＳＲＡＣに対してサンプル報告を行っ

ていたことについても，サンプル報告を行う場合には全数を抽出することも可能であること
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が前提であり，以上からすれば，一審被告が提出したアクセス回数の信用性に関する一審原

告の上記主張は，憶測にすぎないといわざるを得ない。 

オ 他方，原判決は，一審原告の管理権限を認めた楽曲の実際の演奏回数を具体的に認定せ

ず，請求対象期間における請求対象楽曲の総演奏回数に対する一審原告の管理権限を認めた

楽曲数の「請求対象楽曲」数全体に占める割合で按分することによって得られた数を当該演

奏回数と擬制したところ，一審被告は，請求対象楽曲中には，より多く歌われた楽曲もそう

でない楽曲もあるはずであり，全ての楽曲の演奏回数が均一であるかのような原判決の計算

方法は不正確である旨主張する。 

 しかし，原判決は，損害額を算定するに当たり，提出された証拠等に基づいて，現実の損

害額に最も近い金額を算定しようとしたものであって，必ずしも正確でない部分があるとし

ても，このような計算方法が不相当とまでいうことはできない。 

（５）ＪＡＳＲＡＣ規程の個別課金方式につき 

ア 一審被告は，ＪＡＳＲＡＣ規程の個別課金方式は実務上全く適用されておらず，利用者

の意見が全く反映されていない旨主張する。 

 しかし，ＪＡＳＲＡＣとＡＭＥＩ間においては，個別課金方式も含め，ＪＡＳＲＡＣ規程

（乙４０）について全体として合意に至っているのであるから，少なくとも，自らの代表取

締役をＡＭＥＩの副会長として据えてきた一審被告は，個別課金方式についても十分認識し

ているものといわざるを得ない（甲１４３参照）。 

 そして，ＪＡＳＲＡＣと包括契約を締結する利用者については，個別課金方式が適用され

ないとしても，ＪＡＳＲＡＣ規程の中に個別課金方式が定められている以上，その適用があ

り得ることは自明であり，仮にこれまで使用実績がないとしても，全てのケースで個別課金

方式を一切利用できないと解するのは不合理である。 

イ このほか，一審被告は，個別課金方式においては，その「利用単位使用料」が，カラオ

ケメーカーがカラオケ店舗から毎月受領する「情報利用料」と連動していない点で不当であ

り，さらに，「利用単位使用料」のリクエスト１回あたり４０円という料率自体が不合理であ

る旨主張する。 

 しかし，前述のとおり，一審被告（の代表取締役）は，ＡＭＥＩのメンバーとして，ＪＡ

ＳＲＡＣと協議した際に，ＪＡＳＲＡＣ規程の内容につき意見を述べる機会を有していたも

のであるから、その段階で意見を述べずに，現時点で，個別課金方式の内容が不当であると

主張することは許されないというべきである。 

 いずれにしても，一審被告が，現に一審原告が管理する楽曲の著作権を侵害し，かつ，Ｊ

ＡＳＲＡＣ規程の内容を認識していた以上，一審原告の損害を賠償するに当たり，「利用単位

使用料」が「情報利用料」と連動しないなどの不都合があるとしても，ＪＡＳＲＡＣ規程の

個別課金方式の適用を甘受すべきである。  

（６）ＫＯＭＣＡとＪＡＳＲＡＣとの相互管理契約に基づく一審被告の主張につき 

 一審被告は，平成１９年以降，ＪＡＳＲＡＣとＫＯＭＣＡとの間で相互管理契約が締結さ

れたこと，請求対象楽曲の業務用通信カラオケにおける使用の態様やカラオケ店舗からカラ
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オケメーカーへの収入構造の実態が請求対象期間と相互管理契約発効日以降とで変わらない

こと等を理由に，現時点で，韓国の原権利者がＫＯＭＣＡとＪＡＳＲＡＣとの間の相互管理

契約に基づいて受領している使用料に基づき本件の請求対象期間において原権利者が受領す

べきであった使用料を算定すべき旨主張する。 

 しかし，一審原告も主張するとおり，現在と請求対象期間とでは，原権利者の契約締結の

相手方が異なる以上，同契約の内容に応じて，原権利者が受領すべき著作物の使用料が異な

るのは当然である。 

 また，本件訴訟における使用料相当損害金の算定は，著作権等管理事業者である一審原告

が，カラオケ事業者である一審被告から使用料を徴収する段階での使用料相当損害金の額の

問題であり，一審原告が各原権利者にどのように分配するかとは直接関係がない。 

 以上のとおり，一審被告の上記主張は理由がない。 

（７）具体的計算 

 以上を前提として，本件において一審原告が管理する楽曲の著作物使用料相当損害金額を

計算すると，以下のとおりとなる。 

ア まず，ＪＡＳＲＡＣ規程（乙４０）の個別課金方式を適用するに当たり，楽曲ごとに，

かつ作詞，作曲別に算定するのが相当であり，１楽曲当たり，作詩，作曲それぞれにつき，

基本使用料は月額各１００円，利用単位使用料は各２０円とする。 

 そして，前記２（２）のとおり，一審原告が管理していると認められる楽曲数は，作詩が

３７曲，作曲が１２３曲である。 

 なお，一審原告の管理楽曲のうち，再生されるべき時間が５分を超える楽曲があるとは認

められない。 

 ところで，前述のとおり，一審被告は，請求対象楽曲中には，より多く歌われた楽曲もそ

うでない楽曲もあるはずであり，全ての楽曲の演奏回数が均一であるかのような原判決の計

算方法は不正確である旨主張し，控訴審において，アクセス回数についての証拠（乙８３）

を提出する。 

 しかし，一審被告は，ＴＭＡ・原告契約の締結日（平成１４年１０月１７日）以前には，

一審原告によって管理されていた「請求対象楽曲」は１曲も存在しない旨主張し，平成１４

年６月２８日から同年１０月１６日までのアクセス回数をゼロとし，同年１０月分について

は同月１７日から同月３１日における日割計算をしたと主張する。 

 このように，一審被告は，独自の見解に基づいて，アクセス回数についてほぼ４か月間の

証拠を提出していないことになり，乙８３に記載されたアクセス回数を採用しても，請求対

象期間の全期間について，本判決が一審原告の請求を認める部分について適切な使用料相当

損害金を算定することはできないため，一審被告が提出したアクセス回数を採用することは

できない。 

 そこで，当審においても，原審同様の計算方法を採ることとする。 

イ（ア）基本使用料相当損害金 

ａ 作詞 ３万６４７６円 
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ｂ 作曲 １２万５０９２円 

 なお，各楽曲の管理期間について，１か月あたり１００円を乗じて算定した金額（１か月

に満たない期間については，日割り計算をする。）を合計した金額である（詳細は，別紙５，

６のとおり）。 

（イ）利用単位使用料相当損害金 

 証拠（乙４７）によれば，一審被告において，請求対象期間における請求対象楽曲１２９

７曲の総アクセス回数は２５３万９２４１回であったと認められる。 

２５３万９２４１回×（３７＋１２３）／１２９７曲×２０円＝６２６万４８９６円（１円

未満切捨て） 

（ウ）合計 ６４２万６４６４円 

 

２ 争点２ 過失相殺 

 第一審判決と同じ（一審被告による著作権侵害は，一審被告が，利用しようとする音楽著

作物について，自らすべき著作権の帰属に関する事前の調査をせず，当該著作物を利用し続

けたことにより成立したものであるから，仮に，一審原告が上記の対応をしていたとしても，

過失相殺の根拠とはならないというべきである）。 

 

３ 争点３ 権利濫用・禁反言 

 第一審判決と同じ（このような主張は，本件弁論準備手続終了後であり，かつ，証拠調べ

終了後である平成２１年９月１６日の本件第４回口頭弁論期日において陳述された被告準備

書面（１２）において，初めて主張されたものであり，一審被告において，従前主張するこ

とのできなかった特段の理由はなく，また，このような主張を審理すると，訴訟の完結を遅

延させることとなるから，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）に該当する。 

 したがって，一審被告の上記主張は，職権により，却下する）。 

 

４ 争点４ 不当利得 

 第一審判決と同じ（一審被告による侵害が認められる楽曲以外の請求対象楽曲については，

一審原告に著作権の帰属を認めることはできないから，一審原告は，これらに関する訴えに

ついての原告適格を欠くというべきである。 

 

 

 

以上 
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平成 25年夏季合宿判例研究会 

第二東京弁護士会知的財産法研究会 

 

韓国楽曲カラオケ事件 

平成 26年 3月 19日 

報告者 大塚 一郎 

 

著作権侵害損害賠償請求事件 

東京地方裁判所民事第 46 部（大鷹裁判長）平成 24 年 5 月 31 日判決（平成 21 年（ワ）第

2833号事件） 

 

第１ 事案 

 １ 当事者  

（１）原告 大韓民国（韓国）の国籍を有する作詞家又は作曲家 9名 

（２）被告 株式会社第一興商（被告第一興商）及び株式会社エクシング（被告エクシング） 

 

 ２ 事件の概要 

  本件は，本件判決別紙目録１の「曲名」欄記載の各楽曲（以下「本件各楽曲」と総称す

る。）を作詞又は作曲した原告らが，被告らが，本件各楽曲のデータを作成し，これを被告ら

の製造に係る業務用通信カラオケ装置の端末機に搭載されたハードディスクに記録し，又は

上記端末機を通信カラオケリース業者等に対して出荷した後に発表された本件各楽曲（新譜）

のデータを被告らの管理するセンターサーバに記録し，上記端末機にダウンロードさせた行

為が，本件各楽曲について原告らが有する複製権（著作権法２１条）又は公衆送信権（同法

２３条１項）を侵害する旨主張して，被告らに対し，不法行為に基づく損害賠償及び遅延損

害金の支払を求める事案である。 

裁判所は、原告らは，社団法人韓国音楽著作権協会（以下「ＫＯＭＣＡ」という。）と社団法

人日本音楽著作権協会（以下「ＪＡＳＲＡＣ」という。）との間の相互管理契約発効前に本件

各楽曲の著作権を本件各信託契約に基づいてＫＯＭＣＡに信託譲渡し，これを保有していな

かったから，その余の点について判断するまでもなく，原告らの被告らに対する本件各楽曲

の複製権又は公衆送信権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は，いずれも理由がないとし

て、原告らの請求をいずれも棄却した。 

 

 ３ 事案の経緯 

 （１）原告らの本件各楽曲の作詞・作曲及び著作権信託契約の締結 

ア 原告らは，昭和４７年（１９７２年）から平成１７年（２００５年）６月までの間，判

決別紙目録１の「出版年度」欄記載の時期に，「曲名」欄記載の各楽曲（本件各楽曲）を作詞

又は作曲し，これを発表した。 
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イ 原告らは，１９８０年 1 月２５日から２００３年９月１９日の間において、ＫＯＭＣＡ

との間で，ＫＯＭＣＡが制定した著作権信託契約約款に基づいて，原告らの作詞又は作曲に

係る楽曲について著作権信託契約（以下「本件各信託契約」と総称する。）を締結した。 

 （２）ＫＯＭＣＡの著作権信託契約約款 

ア ＫＯＭＣＡは，昭和４８年（１９７３年）３月７日，ＫＯＭＣＡとその会員との間で締

結する著作権信託契約の内容を定めることを目的として，著作権信託契約約款を制定した。 

 その後，著作権信託契約約款は，昭和６１年（１９８６年）７月４日，昭和６２年（１９

８７年）２月２３日，平成３年（１９９１年）６月２１日，平成５年（１９９３年）５月１

７日，平成７年（１９９５年）３月１８日，平成１１年（１９９９年）１月２０日，平成１

４年（２００２年）１２月３０日及び平成２１年（２００９年）３月１８日にそれぞれ変更

されており，また，その変更（ただし，昭和６１年７月４日の変更を除く。）の都度，主務官

庁である大韓民国文化体育観光部（以下「文化体育観光部」という。）の承認を受けている。

（以下，著作権信託契約約款について，制定の年又は変更の年に従って，それぞれを「昭和

４８年約款」（制定時のもの），「昭和６１年約款」のようにいい，また，これらの各約款を総

称して「本件各約款」という場合がある。） 

イ 本件各約款には，次のような規定がある。 

（ア）昭和４８年約款 

「第１条（信託契約の当事者）本契約を締結するにおいて便利上著作権信託者を甲と称して，

社団法人韓国音楽著作権協会長…を乙と称する。」 

「第２条（信託内容）甲は甲が所有している全ての著作権及び将来取得する音楽著作権を信

託財産として管理を委任して乙は著作権を管理してこれによって得る著作物使用料を甲に支

給する。」 

「第４条（著作権の信託期間）乙が管理している著作権は乙が法律によって解散されない限

り乙によって永久に管理することとする。」 

「第５条（著作権の管理） 

１．乙は甲が信託した著作物を管理して，其の著作物の管理に関して告訴，訴訟を代行する。 

２．甲は乙に信託した著作権に対して使用者から著作物使用料を直接徴収や告訴，訴訟の提

起または訴訟の取下げ，和解などをすることができない。」 

「第７条（著作物使用料の支給） 

１．乙は著作物使用者から著作物使用料規定によって著作物使用料を徴収する。 

２．前項に著作物使用料は乙が制定した分配方法によって甲に直ちに通報支給する。」 

（イ）昭和６１年約款 

「第１条（目的）本約款は音楽著作物の著作権を擁護し，その利用の円滑をはかるために便

宜上音楽著作権者（作詞者，作曲者，その他音楽著作権を持った者）を甲と称して社団法人

韓国音楽著作権協会を乙と称して著作権信託契約の内容を決めることを目的とする。」 

「第２条（著作権の信託）甲は現在所有している著作権及び将来取得する音楽著作権を信託

財産として受託者である乙に管理を委任して乙は委託者である甲のために著作権を管理して
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これによって得る著作物使用料を甲に支給する。」 

「第４条（外国地域に対する管理）乙は外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管

理団体等に委託することができる。」 

「第５条（著作権の信託期間）契約締結日から著作権の存続期間満了までとする。」 

「第７条（訴権）受託者である乙は信託著作権及び著作権使用料等管理に関して刑事上告訴

または民事上訴訟を申し立てることができる。」 

「第８条（著作物使用料の徴収及び支給）著作物使用料は乙が別に決めた音楽著作物使用料

規定及び分配規定によって使用者から徴収して該当の著作権者に支給する。」 

「第２０条（付則）本の著作権信託契約約款は１９８６年７月４日改正されたもので，旧信

託契約約款は廃棄して本信託契約約款に改替して交付する。」 

（ウ）昭和６２年約款（甲７の１の１，２，７の３の１，２） 

「第１条（目的）本約款は音楽著作物の著作権を擁護してその利用の円滑をはかるために社

団法人韓国音楽著作権協会を″受託者″と，著作物の著作権を委託する作詞者，作曲者，編

曲者，音楽出版者等著作権を所有している者を″委託者″として，著作権信託契約の内容を

定めることを目的とする。」 

「第２条（著作権の信託） 

１．委託者は現在所有している著作権及び将来取得する著作権を本契約期間中信託財産とし

て受託者に管理を移転し，受託者は委託者のために信託著作権を管理してこれによって得ら

れた著作物使用料等を委託者に分配する。 

２．前項の規定にかかわらず委託者は事前に受託者の承認を受けて次の各号の場合著作権の

全部または一部を譲渡することができる。 

（中略） 

ナ．委託者が他の委託者である音楽出版者に著作物の利用開発をはかるために管理を委任す

る目的で著作権を譲渡する場合」 

「第３条（著作権の信託期間）信託契約の期間は契約締結日から５年または著作権の存続期

間満了までとする。」 

「第６条（外国地域に対する管理）受託者は外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作

権管理団体等に委託することができる。」 

「第７条（著作物使用料の徴収及び分配）著作物使用料は受託者が主務官庁の許可を得て定

めた著作物使用料徴収規程規定及び分配規程によって徴収し分配する。」 

「第１０条（業務管轄地域）受託者は主務官庁の許可を受けて，次の地域で業務を遂行する。 

１．韓国内 

２．外国著作権管理団体等に管理を委託した場合においてその外国著作権管理団体等の業務

執行地域」 

「第１１条（訴権）受託者は信託著作権及びこれに属する著作物使用料等の管理に関して刑

事告訴及び民事訴訟を提起することができる。」 

「第１９条（信託契約の終了）委託者は信託契約の終了した場合は遅滞なく受託者に信託証
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書を返還して著作権の移転を受けなければならない。」 

「第２５条（信託契約約款の変更） 

１．受託者は主務官庁の許可を受けて本約款を変更した際は遅滞なくこれを公告しなければ

ならない。 

２．前項の約款変更に異議がある委託者は公告日から３月以内に信託契約を解除できる。 

（中略） 

４．公告日から３ヶ月が経過しても解除権を行使しないときは第１項の変更事項を委託者が

承諾したことと見做す。」 

（エ）平成１１年約款 

「第１条（目的）本約款は音楽著作物の著作権を委託する作詞者，作曲者，編曲者，音楽出

版者等著作権を所有している者を″委託者（甲）″といい，音楽著作物の著作権を保護して

その利用の円滑をはかるために設立された社団法人韓国音楽著作権協会を″受託者（乙）″

といい，著作権信託契約の内容を決めることを目的とする。」 

「第２条（著作権の信託） 

〔１〕委託者は現在所有している著作権及び将来取得する著作権を本契約期間中信託財産と

して受託者に著作権を移転して，受託者は委託者のために信託著作権を管理してこれによっ

て得られた著作物使用料等を委託者に分配する。 

〔２〕前項の規定にかかわらず委託者は事前に受託者に承認を受けて次の各号の場合著作権

の全部または一部を譲渡することができる。 

（中略） 

２．委託者が音楽出版者に著作物の利用開発をはかるために受託者に再委託することを条件

にして著作権の条件付譲渡をする場合 

（中略） 

〔５〕委託者はいかなる場合にも第１項によって受託者に信託した著作物一体を第三者に利

用承諾することができない。」 

「第３条（著作権の信託期間）信託契約の期間は契約締結日から５年として相互異議がない

限り５年単位でその期間が自動延長されることとする。但し，委託者の著作権保有期間が５

年未満の場合にはその期間とする。」 

「第６条（外国地域に対する管理）受託者は外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作

権管理団体等に再委託することができる。」 

「第７条（著作物使用料の徴収及び支給）著作物使用料は受託者が主務官庁の承認を受けた

著作物使用料徴収規定及び分配規定によって徴収し分配する。」 

「第１０条（業務管轄地域）受託者は次の地域で業務を遂行する。 

１．韓国内 

２．外国著作権管理団体等に管理を委託した場合においてその外国著作権管理団体等の業務

執行地域」 

「第１１条（訴権）委託者は信託著作権に対して民事，刑事上の訴訟等を提起できず，受託
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者が提起した訴訟等に関して合意または取下げ等ができない。」 

「第１９条（信託契約の終了）受託者は信託契約の終了または解除後６ヶ月以内に該当の著

作物使用料の未支給分及びこれに対する決算書を委託者に支給及び提出しなければならず，

受領時委託者は遅滞なく信託証書または信託を証明する文書を返還して著作権の移転を受け

なければならない。」 

「第２３条（信託契約約款変更） 

〔１〕受託者は総会決意と主務官庁の承認を受けた約款を変更した際は直ちにこれを公告し

なければならない。 

〔２〕前項の約款変更に異議がある委託者は公告日から３月以内に信託契約を解除できる。 

（中略） 

〔４〕公告日から３ヶ月が経過しても解除権行使しない時は第１項の変更事項を委託者が承

諾したことと見做す，本約款施行以前の規定によって信託契約を締結した委託者は別途の手

続きなしに本約款によって信託契約が締結されたことで見做す。」 

（オ）平成１４年約款 

「第１条（目的）本約款は音楽著作物の著作権を委託する作詞者，作曲者，編曲者，音楽出

版者等著作権を所有している者を″委託者（甲）″といい，音楽著作物の著作権を保護して

その利用の円滑をはかるために設立された社団法人韓国音楽著作権協会を″受託者（乙）″

といい，著作権信託契約の内容を決めることを目的とする。」 

「第２条（著作権の信託） 

〔１〕委託者は現在所有している著作権及び将来取得する著作権を本契約期間中信託財産と

して受託者に著作権を移転して，受託者は委託者のために信託著作権を管理してこれによっ

て得られた著作物使用料等を委託者に分配する。 

〔２〕前項の規定にもかかわらず委託者は事前に受託者に承認を受けて次の各号の場合著作

権の全部または一部を譲渡することができる。 

（中略） 

２．委託者が音楽出版者に著作物の利用開発をはかるために受託者に再委託することを条件

にして著作権の条件付譲渡をする場合 

（中略） 

〔５〕委託者はいかなる場合にも第１項によって受託者に信託した著作物一体を第三者に利

用承諾することができない。」 

「第３条（著作権の信託期間）信託契約の期間は契約締結日から５年として相互異議がない

限り５年単位でその期間が自動延長されることとする。但し，委託者の著作権保有期間が５

年未満の場合にはその期間とする。」 

「第６条（外国地域に対する管理）受託者は外国地域に対する信託著作権の管理を外国著作

権管理団体等に再委託することができる。」 

「第７条（著作物使用料の徴収及び支給）著作物使用料は受託者が主務官庁の承認を受けた

著作物使用料徴収規定及び分配規定によって徴収し分配する。」 
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「第１０条（業務管轄地域）受託者は次の地域で業務を遂行する。 

１．韓国内 

２．外国著作権管理団体等に管理を委託した場合においてその外国著作権管理団体等の業務

執行地域」 

「第１１条（訴権）委託者は信託著作権に対して民事，刑事上の訴訟等を提起できず，受託

者が提起した訴訟等に関して合意または取下げ等ができない。」 

「第１９条（信託契約の終了）受託者は信託契約の終了または解除後６ヶ月以内に該当の著

作物使用料の未支給分及びこれに対する決算書を委託者に支給及び提出しなければならず，

受領時委託者は遅滞なく信託証書または信託を証明する文書を返還して著作権の移転を受け

なければならない。」 

「第２３条（信託契約約款変更） 

〔１〕受託者は総会決意と主務官庁の承認を受けた約款を変更した際は直ちにこれを公告し

なければならない。 

〔２〕前項の約款変更に異意がある委託者は公告日から３月以内に信託契約を解除できる。 

（中略） 

〔４〕公告日から３ヶ月が経過しても解除権行使しない時は第１項の変更事項を委託者が承

諾したことと見做す，本約款施行以前の規定によって信託契約を締結した委託者は別途の手

続きなしに本約款によって信託契約が締結されたことで見做す。」 

（カ）平成２１年約款 

「第１条（目的）本約款は，音楽著作物の著作権（以下「著作権」という）を委託する作詞

者，作曲者，編曲者，音楽出版者など音楽著作権者（以下「委託者」という）と音楽著作権

を保護し，その利用の円滑を図るために設立された社団法人韓国音楽著作権協会（以下「受

託者」という）の両者間の著作権信託契約の内容を定めることを目的とする。」 

「第３条（著作財産権の信託） 

〔１〕委託者は現在所有している著作権及び将来取得する著作権を本契約期間中に信託財産

として受託者に移転し，受託者は委託者のために信託著作権を管理し，これによって得た著

作物使用料等を委託者に分配する。 

〔２〕前項の規定にかかわらず，委託者は予め受託者の承認を受け，次の各号の場合は著作

権の全部又は一部を譲渡することができる。 

（中略） 

２．委託者が音楽出版社に，著作物の利用開発を図るために，受託者に再委託することを条

件として，著作権を条件付で譲渡する場合 

（中略） 

〔４〕第１項に基づき，委託者が受託者に信託した著作物に対して，委託者はいかなる場合

にも第三者に利用許諾及び権利の行使をすることができない。」 

「第４条（著作権の信託期間） 

〔１〕信託契約の期間は契約締結日から５年とし、相互異議がない限り，５年単位でその期
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間が自動延長されるものとする。ただし，委託者の著作権保有期間が５年未満である場合は，

その期間とする。 

〔２〕本契約は，両当事者がそれぞれ相手方に信託期間満了３ヶ月前に書面にて信託契約を

更新しない旨の通知をしていない場合には，従前と同一の条件で信託契約期間が自動延長さ

れるものとする。」 

「第７条（外国地域に対する管理及び再委託） 

〔１〕受託者は信託著作権の外国地域での管理のために，外国著作権管理団体に再委託する

ことができる。」 

「第８条（著作物使用料の徴収及び分配）受託者は主務官庁の承認を得た著作物使用料の徴

収規定及び分配規定によって著作物使用料を徴収し，委託者に分配する。」 

「第１１条（業務管轄地域）受託者は次の地域で業務を遂行する。  

１．韓国内 

２．外国著作権管理団体などに管理を委託した場合における，その外国著作権管理団体など

の業務執行地域」 

「第１２条（訴権）委託者は信託著作権に対して民事・刑事上の訴訟などを提起することが

できず，受託者が提起した訴訟などについて合意または取下げなどをすることができない。」 

「第２０条（信託契約の終了）受託者は信託契約の終了または解除後６ヶ月以内に，当該著

作物使用料の未払い分及びこれに対する決算書を委託者に支給及び提出しなければならず，

受領時に委託者は遅滞なく信託証書または信託を証明する文書を返還し，著作権の移転を受

けなければならない。」 

「第２４条（信託契約の約款の変更） 

〔１〕受託者は総会の議決と主務官庁の承認を得て約款を変更したときは，遅滞なくこれを

公告しなければならない。 

〔２〕前項の約款の変更に異議がある委託者は，公告日から３ヶ月以内に信託契約を解除す

ることができる。 

（中略） 

〔４〕公告日から３ヶ月が経過しても解約権の行使がないときには，第１項の変更事項を委

託者が承諾したものと認め，本約款の施行以前の規定によって，信託契約を締結した委託者

は別途の手続なく本約款によって信託契約が締結されたものとみなす。」 

 （３）ＫＯＭＣＡとＪＡＳＲＡＣとの間の相互管理契約 

 ＫＯＭＣＡとＪＡＳＲＡＣは，平成１９年（２００７年）１２月１０日，ＫＯＭＣＡが管

理する韓国の楽曲の日本国内における管理をＪＡＳＲＡＣが行い，ＪＡＳＲＡＣが管理する

日本の楽曲の韓国国内における管理をＫＯＭＣＡが行う旨の相互管理契約（以下「本件相互

管理契約」という。）を締結し，同契約は，平成２０年（２００８年）１月１日，発効した。 

（４）被告らの行為 

ア 被告らは，それぞれ，カラオケ用の楽曲データ（歌詞データを含む。以下同じ。）を作成

し，複製した楽曲データが記録されたハードディスクを，自らの製造に係る業務用通信カラ
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オケ装置の端末機（以下，単に「端末機」という。）に搭載するなどし，通信カラオケリース

業者等に対して端末機の販売を行っている。 

 また，被告らは，それぞれ，端末機の販売後に新たに発表された楽曲（新譜）を使用する

ことができるようにするために，新譜の楽曲データを被告らがそれぞれ管理するセンター

サーバに記録し，センターサーバから各端末機においてダウンロード可能な状態にした上，

実際に端末機に新譜の楽曲データをダウンロードさせている。 

 このように被告らは，それぞれ，楽曲データを端末機に搭載されたハードディスクに記録

することにより楽曲データを複製し，かつ，新譜の楽曲データを端末機に搭載されたハード

ディスクに記録するために，楽曲データを公衆送信する行為（送信可能にする行為を含む。）

を行っている。 

イ 被告第一興商が平成６年から平成１９年１２月３１日までの間に日本国内で製造，販売

した端末機の機種には，「ＢＢ ｃｙｂｅｒ ＤＡＭシリーズ（ＤＡＭ－Ｇ１００，ＤＡＭ－

Ｇ１００Ｆ１／Ｆ２等）」，「ｃｙｂｅｒ ＤＡＭシリーズ（ＤＡＭ－Ｇ５０，ＤＡＭ－Ｇ５０

〈２〉，ＤＡＭ－Ｇ７０等）」，「ＤＡＭシリーズ（ＤＡＭ－６４００，ＤＡＭ－６４００〈２〉，

ＤＡＭ－６４００〈３〉，ＤＡＭ－Ｇ１２８，ＤＡＭ－Ｇ３０等）」（以下，これらの端末機を

「被告第一興商端末機」という。）がある。 

ウ（ア）被告エクシングが平成４年１０月から平成１９年１２月３１日までの間に日本国内

で製造，販売した端末機の機種には，「ＪＯＹＳＯＵＮＤシリーズ」（以下「被告エクシング

端末機」という。）がある。 

（イ）株式会社タイトー（以下「タイトー」という。）は，平成４年から平成１８年７月２日

までの間，日本国内で「Ｘ２０００シリーズ」，「Ｌａｖｃａシリーズ」の機種名の端末機（以

下，これらの端末機を「タイトー端末機」という。）の製造，販売を行った。 

 タイトーは，平成１８年７月３日，新設分割の方法により株式会社ＪＡＸ（以下「ＪＡＸ」

という。）を設立し，その後，被告エクシングは，平成１９年４月１日，ＪＡＸを吸収合併し

た。 

（ウ）株式会社ＪＬＳ（旧商号・ビクターレジャーシステム株式会社。以下「ＪＬＳ」とい

う。）は，平成７年から平成１８年６月３０日までの間，日本国内で「孫悟空（ＳＯＮＧＯＫ

Ｕ）シリーズ」の機種名の端末機（以下「ＪＬＳ端末機」という。）の製造，販売を行った。 

 被告エクシングは，平成１８年７月１日，ＪＬＳを吸収合併した。 

 

４ 争点 

（１）被告らの複製権侵害及び公衆送信権侵害の有無等 

 ア 本件の準拠法 

 イ 被告エクシングは、JAXを吸収合併したことにより、タイトーの損害賠償債務を承継

したか。 

 ウ JLSは原告らに対して損害賠償債務を負い、被告エクシングは JLSを吸収合併するこ

とによりその損害賠償債務を承継したか。 
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（２）本件相互管理契約発効前における本件各楽曲の著作権の信託譲渡の有無 

（３）原告らの損害額 

 

５ 原告の（２）の争点に関する主張 

（１） 

 ア 著作権信託契約約款に基づく本件各信託契約を締結した当事者である原告ら及びＫＯ

ＭＣＡの意思は，著作権信託契約約款の「業務管轄地域」に関する規定（昭和６２年約款１

０条，平成１１年約款１０条，平成１４年約款１０条，平成２１年約款１１条。以下「業務

管轄地域規定」という。）に「業務管轄地域」として記載された地域に限定された著作権を信

託譲渡の対象とするものである，〔２〕業務管轄地域規定によれば，ＫＯＭＣＡは，相互管理

契約を締結した著作権管理団体が存在しない外国地域においては，そもそも業務を遂行する

ことができず，委託者である原告らが，ＫＯＭＣＡが業務を遂行することのできない外国地

域における著作権まで信託譲渡するとは考えられないから，ＫＯＭＣＡの業務管轄地域外に

おける原告らの著作権は，本件各信託契約の締結後も，原告ら自身に留保されており，本件

相互管理契約発効前には，日本における本件各楽曲についての著作権は原告らからＫＯＭＣ

Ａへ信託譲渡されていない。 

 イ 業務管轄地域規定によれば，ＫＯＭＣＡは，相互管理契約を締結した著作権管理団体

が存在しない外国地域においては，そもそも業務を遂行することができず，委託者である原

告らが，ＫＯＭＣＡが業務を遂行することのできない外国地域における著作権まで信託譲渡

するとは考えられない。 

 ウ 本件相互管理契約締結当時のＫＯＭＣＡの会長であったＢは，ＫＯＭＣＡの業務管轄

地域外における原告らの著作権が，本件各信託契約の締結後も，原告ら自身に留保されてお

り，本件相互管理契約発効前には，日本における本件各楽曲についての著作権は原告らから

ＫＯＭＣＡへ信託譲渡されていないとの認識をしていた。 

 エ ＫＯＭＣＡの主務官庁である文化体育観光部の見解書（甲２２の１，２，２３）は，

本件相互管理契約の発効前において，著作権信託契約の締結にかかわらず，委託者の日本に

おける著作権は，委託者に留保されていたことを裏付けるものである。 

（２）予備的主張 

 仮に被告らが主張するように本件各約款に基づく本件各信託契約の締結によって，原告ら

の日本を含む全世界における本件各楽曲の著作権がＫＯＭＣＡに信託譲渡されたものと解し

たとしても，〔１〕ＫＯＭＣＡの業務管轄地域外における著作権の喪失の効果は，ＫＯＭＣＡ

が当該地域の著作権管理団体との間で相互管理契約を締結し，その契約が発効することを停

止条件として発生する，〔２〕ＫＯＭＣＡの業務管轄地域ではなかった日本との関係では，Ｋ

ＯＭＣＡとＪＡＳＲＡＣとの間で本件相互管理契約が締結され，発効するまでの間は，本件

各約款に基づく本件各信託契約の締結にかかわらず，原告らの本件各楽曲の日本における著

作権は，原告らに帰属していた。 
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６ 裁判所の判断 

（１）争点１ア 

 本件は，韓国人である原告らが，日本法人である被告らに対し，原告らが作詞又は作曲し

た本件各楽曲の著作権侵害に基づく損害賠償を求める点において，渉外的要素を含むもので

あるから，準拠法を決定する必要がある。 

 本件各楽曲は，原告らが作詞又は作曲した音楽の著作物であり，その著作者である原告ら

が韓国人であるところ，日本と韓国は，「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約

（昭和５０年３月６日条約第４号）」（以下「ベルヌ条約」という。）の「同盟国」であるから，

ベルヌ条約３条（１）（ａ）及び著作権法６条３号により，本件各楽曲は，我が国の著作権法

の保護を受ける。 

 原告らの著作権侵害に基づく損害賠償請求については，その法律関係の性質が不法行為で

あると解されるから，法の適用に関する通則法（平成１８年法律第７８号。以下「通則法」

という。）附則３条４項により，なお従前の例によることとされた同法による改正前の法例１

１条によってその準拠法が定められることになる。そして，本件において，「原因タル事実ノ

発生シタル地ノ法律」（同条１項）は，本件各楽曲の楽曲データを複製し，かつ，公衆送信す

る行為が行われたのが日本国内であること，我が国の著作権法の保護を受ける著作物の侵害

に係る損害が問題とされていることから，日本の法律と解すべきであり，日本法が適用され

る。 

 さらに，本件においては，原告らとＫＯＭＣＡとの間の信託譲渡に伴う本件各楽曲の著作

権の帰属について争いがあるところ，信託譲渡に伴う著作権の帰属について適用されるべき

準拠法を決定するに当たっては，信託譲渡の原因関係である法律行為と，目的である著作権

の物権類似の支配関係の変動とを区別し，それぞれの法律関係について別個に準拠法を決定

すべきものと解する。 

 すなわち，本件の著作権の信託譲渡の原因行為である法律行為の成立及び効力については，

通則法附則３条３項により，なお従前の例によることとされた同法による改正前の法例７条

（以下，単に「法例７条」という。）によって適用されるべき準拠法を決定し，本件著作権の

譲渡（移転）の第三者に対する効力に係る物権類似の支配関係の変動について適用されるべ

き準拠法は，保護国の法令である我が国の著作権法が準拠法となるものと解される（東京高

等裁判所平成１３年５月３０日判決（平成１１年（ネ）第６３４５号）参照）。 

 そして，原告らとＫＯＭＣＡが著作権信託契約約款に基づき締結した本件各信託契約は，

韓国人である原告らと韓国の著作権管理団体であるＫＯＭＣＡが韓国で締結した契約であり，

原告らとＫＯＭＣＡとの間には，著作権信託契約の成立及び効力についての準拠法は韓国の

法律とする旨の合意が存在するものと認められるから（甲７の１ないし９の各１，２，弁論

の全趣旨），法例７条１項により，その準拠法は，韓国の法律である。 

 

（２）争点２ 

 ア 平成１４年約款は，信託譲渡の対象となる信託財産の範囲について，地域的なものを
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含めて何らの制限をすることなく，委託者が現に保有するすべての音楽著作物の著作権及び

将来保有することになるすべての同著作権をその対象とすることを定めたものと解される。 

 また，平成１４年約款２条１項と同様の規定が，昭和４８年約款２条，昭和６１年約款２

条，昭和６２年約款２条１項，平成１１年約款２条１項にも置かれており，これらの各約款

にも，信託譲渡される著作権の範囲及び内容を制限することを定めた明文の規定がないこと

に照らすならば，上記各約款は，平成１４年約款と同様，委託者が現に保有するすべての音

楽著作物の著作権及び将来保有することになるすべての同著作権をその信託譲渡の対象とす

ることを定めたものと解される。 

 そうすると，原告らが，ＫＯＭＣＡとの間で，著作権信託契約約款（昭和４８年約款，昭

和６１年約款，昭和６２年約款，平成１１年約款又は平成１４年約款）に基づいて本件各信

託契約をそれぞれ締結したことにより，本件相互管理契約発効前の各契約締結時点で，原告

らが保有するすべての音楽著作物の著作権及び将来保有することになるすべての同著作権が

原告らからＫＯＭＣＡへ信託譲渡されたものと認められ，その信託譲渡の対象には本件各楽

曲の著作権も含まれるから，本件各楽曲の著作権は，本件相互管理契約発効前に原告らから

ＫＯＭＣＡへ信託譲渡されたものと認められる。 

 イ 原告の（２）イの主張について 

 （ア）平成１４年約款の業務管轄地域規定（１０条）は，柱書きで「受託者は次の地域で

業務を遂行する。」とし，「次の地域」として，「１．韓国内」，「２．外国著作権管理団体等に

管理を委託した場合においてその外国著作権管理団体等の業務執行地域」と規定している。 

 これと同様の業務管轄地域規定が，昭和６２年約款１０条，平成１１年約款１０条にも置

かれている（なお，昭和４８年約款及び昭和６１年約款には，このような業務管轄地域規定

が存在しない。）。 

 原告らは，業務管轄地域規定によれば，ＫＯＭＣＡは，相互管理契約を締結した著作権管

理団体が存在しない外国地域においては，そもそも業務を遂行することができず，委託者で

ある原告らが，ＫＯＭＣＡが業務を遂行することのできない外国地域における著作権まで信

託譲渡するとは考えられない旨主張する。 

 しかしながら，平成１４年約款には，ＫＯＭＣＡが外国著作権管理団体等に管理を委託し

ていない場合に，当該外国地域においてＫＯＭＣＡが業務を遂行することができないことを

明示した規定は存在せず，また，「外国地域に対する管理」に関する６条は，「受託者は外国

地域に対する信託著作権の管理を外国著作権管理団体等に再委託することができる。」という

ものであり，その文言上，あくまで，ＫＯＭＣＡが信託譲渡を受けた著作権を，外国地域で

の管理のために外国著作権管理団体等に再委託することができる旨を規定しているにすぎず，

ＫＯＭＣＡが，ある外国地域において信託著作物を管理するに当たって，当該外国地域の著

作権管理団体等に管理を委託しなければならないことを義務付けたり，ＫＯＭＣＡが当該外

国地域において著作権を自ら行使することを禁じているものとはいえない。 

 また，実際にも，ＫＯＭＣＡは，本件相互管理契約発効前の平成１６年３月ないし平成１

８年１月までの間，日本の会社３社の間で，ＫＯＭＣＡが委託者から信託を受けた音楽著作
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物について，それら音楽著作物の一定の態様での使用を許諾する旨の「音楽著作物の使用に

関する契約」（乙５契約ないし乙７契約）を締結し，会員から信託譲渡された著作権を行使し

ていることは，前記ア（ア）のとおりである。 

 さらに，原告らが主張するように，業務管轄地域規定によって，信託譲渡の対象となる著

作権の範囲がＫＯＭＣＡの業務管轄地域におけるものに限定されるとの解釈を採用した場合

には，例えば，韓国国内で管理をしていた信託著作物について，ＫＯＭＣＡが外国地域にあ

る著作権管理団体等にその管理を委託する旨の契約を新たに締結する場合には，委託者とＫ

ＯＭＣＡとの間で，当該外国地域における著作権の著作権信託契約を改めて追加的に締結し

なければならなくなるものと解されるが，そのような手続は煩雑であるし，実際に原告らそ

の他のＫＯＭＣＡの会員（委託者）とＫＯＭＣＡとの間で，そのような追加的な著作権信託

契約が締結されたことを認めるに足りる証拠はない。 

 そうすると，平成１４年約款１０条は，ＫＯＭＣＡが外国著作権管理団体等に管理を委託

していない場合に，当該外国地域においてＫＯＭＣＡが業務を遂行することができないこと

までを定めたものと解することはできない。結局のところ，平成１４年約款は，ＫＯＭＣＡ

が，外国著作権管理団体等に管理を委託せずに，自ら外国地域で著作権を行使することを禁

止せず，これを許容していながら，そのような権利行使をする場合と業務管轄地域規定との

関係についての明確な定めを欠いている点で不備があるといわざるを得ないが，このことは，

上記認定判断を左右するものではない。 

 ウ 原告の（２）ウの主張について 

 証人Ｂの供述中には，〔１〕Ｂは，韓国の作詞家であり，平成１８年（２００６年）２月か

ら平成２２年（２０１０年）２月まで，ＫＯＭＣＡの会長を務めた者であるところ，文化体

育観光部の立場によると，契約（相互管理契約）が締結されている国以外の地域においては，

著作権の権利というのは作家に留保されているというふうに言っているので，私もそのよう

に解釈をしている，〔２〕Ｂは，Ｂ自身を含め，多くのＫＯＭＣＡの会員が，本件相互管理契

約発効前の時点では，ＫＯＭＣＡの承諾を得ることなく，自ら韓国の出版社（オリジナルパ

ブリッシャー），日本の出版社（サブパブリッシャー，Ｂの場合はＡＣＡ）を通じて，独自に，

日本における著作権の権利行使や管理を行っていた旨の供述部分があり，これに沿うＢ作成

の見解書（甲１７の１，２，甲２７の１，２）の記載部分がある。 

 しかし，他方で，証人Ｂの供述中には，「ＫＯＭＣＡが日本における著作権を譲渡されなかっ

たというわけではなく，このような約款を締結する際には，全世界を相手に，ＫＯＭＣＡが

作家からその権利の委託を受けます。そういった約款を締結した後に，ＫＯＭＣＡが相手国

１か国１か国と相互管理契約を締結していきます。締結された瞬間に，私どもＫＯＭＣＡは

その地域において管理することができるようになるわけです。」との供述部分があり，これは，

ＫＯＭＣＡの業務管轄地域外における原告らの著作権が，本件各信託契約の締結後も，原告

ら自身に留保されていたとの上記主張と矛盾するものである。 

 また，Ｂが上記〔２〕で供述するようなＫＯＭＣＡ会員の行為は，当該会員が，平成１４

年約款２条５項の規定に違反し，ＫＯＭＣＡの承認を得ずに信託著作権の行使をしていたと
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いう事実を示すにすぎないものであり，ＫＯＭＣＡの業務管轄地域外における原告らの著作

権が，本件各信託契約の締結後も，原告ら自身に留保されていたことの根拠となるものでは

ない。 

 エ 原告ら代理人が，法務法人有限会社ロゴスを通じて，文化体育観光部に送付した質疑

書に対する文化体育観光部の「（社）韓国音楽著作権協会に関する質疑に対する回答」と題す

る書面（原文・韓国語）（甲２２の１，２，２３）中には，〔１〕「質疑１．（ＫＯＭＣＡ－Ｊ

ＡＳＲＡＣ間の）相互管理契約の効力が発生する前である２００７年１２月３１日以前に作

家らの著作権が日本において侵害された事案について，作家らが日本で原告となり訴訟を提

起できるか否か？」との質疑に対し，「○（社）韓国音楽著作権協会（以下ＫＯＭＣＡ）の信

託約款上，相互管理契約以前の権利行使についてはＫＯＭＣＡが管理できる業務ではないた

め，同時点までの権利行使については個別の権利者らに著作財産権が留保されているとみる

のが妥当であり，したがって個別の著作権者らが著作権侵害訴訟を提起できると思われま

す。」との回答が，〔２〕「質疑３．上記約款を貴文化体育観光部が承認する際，上記約款１１

条の意味をどのように理解して承認したのか？」との質疑に対し，「○約款１１条は，いわば

ＫＯＭＣＡが受託著作権を管理できない範囲について規定したもので，これについては質疑

１への回答と同じく，個別の著作権者が権利を行使できるとする解釈ですが，信託契約の原

理および著作財産権者の権利保護の点からみて妥当なものと思われます。」との回答が記載さ

れていることが認められる。 

 しかしながら，上記各回答は，「約款１１条」が平成２１年約款１１条の業務管轄規定に相

当するので，平成２１年約款を前提とする回答であることがうかがわれるところ、上記各回

答には，「約款１１条」と平成２１年約款の３条１項，３項等の他の規定との整合性や，平成

２１年約款には，信託譲渡される著作権の範囲及び内容を制限することを定めた明文の規定

がないことなどについての説明がされていない。 

 加えて，上記各回答は，ＫＯＭＣＡ作成の平成２２年（２０１０年）６月３日付け意見書

（乙２（枝番を含む。））の内容や，著作権法を専門とするＡ作成の意見書（乙４（枝番を含

む。））の内容とも相反するものであることに照らすならば，上記各回答を直ちに採用するこ

とはできない。  

 したがって，原告らの上記主張は，理由がない。 

（エ）以上によれば，本件相互管理契約発効前には，日本における本件各楽曲についての著

作権は原告らに留保されているとの原告らの主張は理由がない。 

 オ 原告の予備的主張について 

 本件各約款には，信託の効力の発生時期に関する特段の定めがなく（前記（１）イ（ア）），

外国における著作権について，その信託譲渡の効力がＫＯＭＣＡと当該外国地域の著作権管

理団体との間の相互管理契約の締結やその発効を停止条件として生ずる旨の明文の定めもな

い。したがって，原告らの上記主張は，採用することができない。 
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