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　平成18年に、本書の初版が刊行されてから、はや10年以上の歳月が経過しま

した。

　この間、著作権法も数次にわたり改正が行われましたが、特に最近では環太

平洋パートナーシップ協定の発効に伴う著作権の存続期間の延長や、デジタル

化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備など、著作権

の権利行使や著作物の利用に大きな影響を及ぼす重要な改正が相次いでいます。

　さらに、近時の急速なAI や IoT など情報処理技術の進歩に伴い、著作権の

みならず知的財産権の利活用をめぐる社会環境の変化には刮目すべきものがあ

ります。

　そこで、この度、株式会社民事法研究会の協力を得て、本書の初版である旧

版を全面的に改訂し、この間、新たに刊行された著書や裁判例等の内容を追加

するとともに、判例コメント編の裁判例も最新のものに変更をしました。

　旧版と同じく、本書は、当研究会の若手弁護士が中心となって、裁判例の選

択、分担執筆および編集等の諸作業を行って作成されたものです。

　なお、本書改訂の作業中も、上記のような重要な著作権法の改正や新判例の

公表が相次いだため、限られた紙幅と予定された刊行日時をにらみながら、可

能な限り内容の追加差し替えを行いました。

　それでも、これらの点に関しては、積み残した問題も若干存在していますが、

この点は、今後さらなる改訂を行って一層の充実を図りたいと考えています。

　本書が、広く実務家、法科大学院や大学に在学する学生諸氏をはじめとする

読者の方々の実務と研究の参考になればその喜びにすぐるものはありません。

　　　令和元年11月吉日

� 知的所有権問題研究会代表　松 村　信 夫　　
� 三 山　峻 司　　
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　第 1章　著作権の保護の客体（著作物）　

1 　著作物の要件

「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学

術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」（ 2 条 1 項 1 号）。単なるアイデ

ア（思想または感情）は著作物としては保護されず、具体的な表現として表さ

れている必要がある。また、単なる事実やありふれた表現も著作物とはいえず、

思想または感情を創作的に表現したものでなければならない。そして、著作物

性が認められたとしても、創作性が低い著作物については権利範囲（類似性が

認められる範囲）が狭くなるとされる。

著作権法10条 1 項は、 1 号から 9 号まで著作物を列挙しているが、これらは

例示にすぎない。

⑴　「思想又は感情」の表現
著作物たりうるためには、「思想又は感情」を表現したものでなければなら

ない。

🄐　データ
思想や感情を表したものではない単なるデータは、著作物たりえない。もっ

とも、データを素材とするものであっても、その素材の選択または配列に創作

性があるものは編集著作物（12条 1 項）として保護の対象となる。

たとえば、富士山の高さが何メートルであるか、大阪の 4 月の平均気温が何

度であるかというようなデータは、それ自体は著作物たりえない。名古屋地判

平成12・10・18判タ1107号293頁「自動車部品生産流通調査事件」では、自動

車部品に関するデータが著作物に該当するか争われたが、上記データは客観的

な事実ないし事象そのものであり、思想または感情が表現されたものではない

として著作物性が否定された。また、東京地判平成14・ 3 ・28判時1793号133

頁「自動車データベース（翼システム）事件」では、自動車整備用のデータに

ついて、データ自体およびデータの体系的構成について、著作物性が否定され

た。ただ、データの複製行為については不法行為の成立が認められている。

● ●
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🄑　事　実
単なる事実の羅列は、思想または感情の表現ではないから、著作物にはなり

えない。他方、歴史的事実、公知の事実、あるいは一般常識であっても、いか

なる言語を用いて表現するかは各人の個性に応じて異なるので、具体的表現に

おいて創作性ある限り、著作物性が否定されない。

判例コメント 8＝土地宝典事件では、地図の著作物性が争われたが、地図の

著作物性は、記載すべき情報の取捨選択およびその表示の方法を総合して、判

断すべきとしたうえで、著作物性を認めた。

また、東京地判平成10・10・29判時1658号166頁「SMAP 大研究事件」では、

インタビュー記事は、インタビューを受ける者に関する事実を別の表現方法を

用いて記述することも可能であり、具体的な文章表現に各原告記事を作成した

者の個性が表れているといえるとして著作物性を肯定した。

これらに対し、判例コメント 2＝教科書「新しい日本の歴史」盗用事件⑵で

は、翻案に該当するかどうかが争われた事案であるが、問題とされた記述は歴

史的事実や歴史認識それ自体であって表現ということができない、表現それ自

体でない部分または表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎ

ないなどとして、問題とされた記述には著作物性がないことを前提に翻案が否

定されている。

また、東京地判平成11・ 2 ・25判時1677号130頁「松本清張小説リスト事

件」では、松本清張の小説の映画化やドラマ化に関する事項を一覧表にまとめ

たリストについて、「その記載内容をもって、思想または感情を創作的に表現

したものということはできない」と判断し、著作物性を否定している。

🄒　契約書案その他の書式
契約書案その他の書式について、「思想又は感情」を表現したものでないと

する判例がある。旧法下での判決であるが、東京地判昭和40・ 8 ・31判時424

号40頁「船荷証券事件」において、裁判所は、「船荷証券」は、「それは被告が

後日依頼者との間に海上物品運送取引契約を締結するに際してそこに記載され

た事項のうち空白部分を埋め、契約当事者双方が署名又は署名押印することに

よって契約締結のしるしとする契約書の草案に過ぎない。本件ビー・エルに表

示されているものは、被告ないしその取引相手方の将来なすべき契約の意思表
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示に過ぎないのであって、原告の思想はなんら表白されていないのである」と

して、著作物性を否定した。また、東京地判昭和62・ 5 ・14判時1273号76頁

「土地売買契約書事件」は、土地売買契約書案について、「思想又は感情を創作

的に表現したもの」ではないとして著作物性を否定している。

もっとも、契約書案等が、常に必ずしも著作物性を欠くわけではなく、それ

らがありふれたものではない場合には、著作物性が認められる余地もあると思

われる。たとえば、特殊な取引形態について一般には使用されることのない条

項を新たに作成したような場合や通常とは異なる全く新しい条項を作成したよ

うな場合には、著作物性が認められる余地もある。ただ、その権利範囲は相当

狭くなることになると思われる。

🄓　その他
東京地判平成12・ 3 ・31判時1715号71頁「磁気テープ事件」は、特徴的な磁

性体の配列方法によって特徴的な模様を有している磁気テープが、美術の著作

物にあたるかが争われた事案において、裁判所は、「磁性体の配列により形成

される模様の美しさを考慮して取引することもないし、もとより、磁性体の配

列模様を鑑賞することもない」「磁性体の右配列パターンによって、製作者の

いかなる思想、感情も表現されていると解することはできない（右配列パター

ンは、産業上利用されるための磁性体配列に関する技術思想やアイデアにすぎな

い。）ので、本件磁気テープには『創作性』はな」いとして著作物性を否定した。

⑵　創作性
🄐　創作性の判断基準
著作物として保護されるためには、「創作的」に表現されたものでなければ

ならない。この点、創作性の判断において、従来は、創作者の個性の現れ、す

なわち人格の発露を重視して考えられてきた。しかし、このような考え方では、

近時、重要性が増している機能的・事実的著作物、コンピュータプログラムに

ついては必ずしも妥当しないとして、創作性を「表現の選択の幅」と捉えるべ

きとする見解が提唱されている（中山・著作権法65頁）。
⒜　個性の発現

創作性は、特許等で要求されるような新規性を要求しているわけではなく、

既存の作品や事実を参考としていても、その表現方法が模倣でなく、著作者自
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身の表現であればよい。

創作性があるというためには、著作者の「個性」が創作行為に現れていれば

足りる（大寄麻代「著作物性」牧野利秋＝飯村敏明編『新裁判実務体系�〔著作権

関係訴訟法〕』132頁）。

判例コメント11＝八坂神社写真事件では、写真を元に描かれた水彩画につい

て複製・翻案が問題となったが、写真という表現形式の特性に照らせば、本件

写真の表現上の創作性がある部分とは、構図、シャッターチャンス、撮影ポジ

ション・アングルの選択、撮影時刻、露光時間、レンズおよびフィルムの選択

等において工夫したことにより表現された映像をいうとして、写真の著作物性

を認めた。

また、東京地判平成11・10・18判時1697号114頁「三島由紀夫手紙事件」で

は、三島由紀夫が特定の者にあてた手紙について、本件各手紙には、A の自

己の作品に対する感慨、抱負、被告 Y3の作品に対する感想、意見、折々の心情、

人生観、世界観等が、文芸作品とは異なり、飾らない言葉を用いて述べられて

いることから、本件各手紙は、いずれも、A の思想または感情を、個性的に

表現したものであることは明らかであるとして、著作物性が認められている。

ただ、建築の著作物については注意を要する。判例コメント 9＝グルニエ・

ダイン事件では、一般住宅の著作物性が争われたが、一般住宅が「建築の著作

物」に該当するのは、客観的、外形的に見て、それが一般住宅の建築において

通常加味される程度の美的創作性を上回り、居住用建物としての実用性や機能

性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となり、建築家・設計者の思想または感

情といった文化的精神性を感得せしめるような造形芸術としての美術性を備え

た場合とし、控訴人建物は、これの基準に合致しないとして著作物性を否定し

た。
⒝　芸術性不要

また、著作者の個性が創作行為に表れていれば、原則として芸術性が高い必

要はなく、幼児・児童が書いた絵や作文などにも創作性は認められる。

🄑　創作性が否定される場合
個性の発現が否定される場合には、創作性が否定される。

⒜　表現に選択の余地がない場合
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【判決裁判所】　（控訴審）知財高等裁判所（平成27年ネ第10049号）
　　　　　　　（第 1審）東京地方裁判所（平成26年ワ第21237号）

【判決年月日】　（控訴審）平成27年11月10日
　　　　　　　（第 1審）平成27年 3 月20日

【出　典】　（控訴審）裁判所HP
　　　　　（第 1審）裁判所HP

【請求内容】　差止請求、損害賠償請求
【結　論】　（控訴審）控訴棄却
　　　　　（第 1審）請求棄却

【事案の概要】
控訴人（原告）と被控訴人（被告）は、いずれも英会話教材の通信販売業者

である。

控訴人は、新聞や自社ウェブサイトにおいて、英会話教材の広告を行い、そ

の中に次のようなキャッチフレーズ（控訴人キャッチフレーズ）を記載もしくは

掲載した。

①　音楽を聞くように英語を聞き流すだけ

英語がどんどん好きになる

②　ある日突然、英語が口から飛び出した！（以下、このキャッチフレーズを

「控訴人キャッチフレーズ 2」という）

③　ある日突然、英語が口から飛び出した

被控訴人は、新聞や自社ウェブサイト、インターネット上のショッピング

モールのウェブサイトや広告枠で、次のようなキャッチフレーズ（被控訴人

キャッチフレーズ）を記載もしくは掲載した。

①　音楽を聞くように英語を流して聞くだけ

英語がどんどん好きになる

②　音楽を聞くように英語を流して聞くことで上達

判例コメント1　�英会話教材キャッチフレーズの�
著作物性事件
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英語がどんどん好きになる

③　ある日突然、英語が口から飛び出した！

④　ある日、突然、口から英語が飛び出す！

控訴人は、被控訴人キャッチフレーズが控訴人キャッチフレーズに関する控

訴人の著作権を侵害し、もしくは被控訴人による被控訴人キャッチフレーズの

使用が不正競争防止法違反もしくは一般不法行為に該当するなどと主張して、

被控訴人キャッチフレーズの使用差止めおよび損害賠償請求を求めて訴訟を提

起した（以下では、著作権侵害に関する部分のみをとりあげる）。

第 1審判決は、被控訴人キャッチフレーズに著作物性が認められないとの理

由で著作権侵害を否定した。これに対して、控訴人が控訴したものが本件であ

る。

【争　点】
控訴人キャッチフレーズの著作物性

【裁判所の判断】
1　第 1審判決
控訴人キャッチフレーズは「平凡かつありふれた表現というべきであって、

作成者の思想・感情を創作的に表現したものとは認められない」として、著作

権侵害の主張を否定した。

2 　控訴審判決
控訴審において控訴人は、控訴人キャッチフレーズ 2について、「五七調を

用いて、口に出しやすく語呂のよい、俳句に近い表現となるように工夫されて

いる」、「あえてユーザーではなく『英語』を主語にすることによって、また、

『飛び出す』というダイナミックな勢い・動きがある表現を、英語の現在完了

形に近い時制で用いることによって、読み手の視覚にも訴えかけるような強い

効果を演出することに成功している」、「全体として見た場合に、『ユーザーが

英語を自然かつ流暢に話すことができるようになる』という意味内容を強く印

象付ける非常に独創的なものとなっている」などとして、創作性があることを

主張した。

これに関して控訴審判決は、「キャッチフレーズのような宣伝広告文言の著

作物性の判断においては、個性の有無を問題にするとしても、他の表現の選択
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肢がそれほど多くなく、個性が表れる余地が小さい場合には、創作性が否定さ

れる場合があるというべきである」としたうえで、控訴人キャッチフレーズ 2

について、「控訴人商品を英会話教材として利用した場合に、自然に流暢に英

語を話すことができるようになるという効果があることを謳ったものであるが、

その使用方法や効果自体は、事実であるし、消費者に印象を与えるための五七

調風の語調の利用や、商品を主語とした表現の採用自体は、アイデアにすぎな

い。また、劇的に学習効果が現れる印象を与えるための『ある日突然』という

語句の組合せの利用や、ダイナミックな印象を与えるための『飛び出した』と

いう語句の利用に関しても、上記アイデアを表現する上で一定の副詞や動詞を

使用することは不可欠であるから、他の表現の選択肢はそれほど多くないとい

わざるを得ない」「控訴人キャッチフレーズ 2における語句の選択は、ありふ

れたものということができる」などとして、控訴人キャッチフレーズ 2の著作

物性を否定した第 1審判決の判断を支持した。

【コメント】
著作権法上、「著作物」として法律上の保護を受けるためには、その物が創

作的に表現されたものでなければならない（ 2条 1項 1 号）。これを創作性の要

件という。

表現が創作的であるとは、思想・感情が創作的かどうかではなく、思想・感

情を創作的に表現していることである。したがって、アイデアが創作的であっ

てもその表現方法が創作的でない場合は、著作物性は否定される（田村・概説

15頁以下、加戸・逐条講義19頁以下、中山・著作権法34頁以下、作花・詳解66頁以

下）。思想・感情（アイデアや事実を含む）を表現する方法が 1つしかない場合、

または非常に限定されていて、誰が表現してもほぼ同様の表現にならざるを得

ない場合は、表現につき著作者の個性を発揮する余地がなく、その表現につい

て創作性は否定される。

文章（短文）について、創作性の要件が問題となった主要な裁判例としては、

次のようなものがある。

①　東京地判平成 7・12・18知裁集27巻 4 号787頁「ラストメッセージ in 最

終号事件」

　　休刊または廃刊となった雑誌の最終号における挨拶文の著作物性が問題
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