Season.2

Vol.３
氏名表示権と同一性保持権

あっという間に Season-２の最終回です！ そろそろ花粉が気になる時期ですが、いかがお過
ごしでしょうか？ さて、先月に引き続き、今月も著作者人格権についてみていきましょう。
特に、著作者とその著作物の利用者の距離が開いた場合、同一性保持権についてトラブルにな
ることが多く、利用者は著作者が持つこの権利の内容に注意する必要があります。
Season-２は今
月で最後。全力
でいこう！

な）
S
 eason-２では著作者人格権について勉強してきた
けど、こうしてみていくと、割と考えさせられる権
利だということが分かったんじゃないかな？
チ）
そ
 うだね。今まで「公表」や「氏名表示」の意味を
きちんと確認したことなんてなかったなぁ……。

知れば知るほど
奥深いねぇ……。

な）
さ
 て、今回は、著作物を利用する場合に気をつけな
ければならない「同一性保持権」を中心に説明して
いくよ。

1.「自由に使ってOK」ってどういうこと？
な）
チョッキーは、確か自分のブログを持っていたよね？

本稿は著作権フリーです。
発明協会の会員の方は、以
下の HP からダウンロード
できます。
http://www.hanketsu.
jiii.or.jp/kaiin/

チ）
う
 ん。毎日更新しているよ♪ ボクらトリ仲間のなかではちょっと有名な
んだ。渡り鳥の友達が移動途中で撮った風景写真を載せているんだよ。
な）
友
 達が撮影した写真をブログに掲載するとなると、公表や公衆送信になる
わけだけど、チョッキーはきちんと掲載許諾を得ているかな？
チ）
も
 ちろん！ ちゃんと「ボクのブログに掲載していい？」って聞いている
よ。
「自由に使ってOK」と言われた写真だけ掲載しているんだ。
な）
掲載許諾を得ているなら、公表権と公衆送信権（23条）はクリアだね。
でも、氏名表示と同一性保持については気にしているかな？
チ）
え
 ？ 「自由に使ってOK」と言われているんだから、どんな使い方をして
も問題ないでしょ？
な）
そ
 の友達は、「使えたら使ってもいいよ。もちろん、ボクの名前を出して、
内容はそのままで使ってね」という意味で言ったのかもしれないよね。決
して、「名前を出さないでいいよ」とか「自由にトリミングしていいよ」
と言ったわけではないもの。

ブログではこんな
写真を載せている
んだ。渡り鳥のア
イツは、きれいな
景色が見られてい
いなぁ～。
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チ）
う～ん……。
な）
同
 じ言葉でも言った人と言われた人で、その意味のとらえ方が異なる、な
んてことは日常でもよくあるけど、権利者から許諾を得る場合は、特に注
意が必要だよ。

チ）
確
 かにね。他人の言葉を自分のいいように解釈してしまうことはありがち
だよね。今度から気をつけるヨー。
な）
著
 作権者の許諾を得るときは、その著作物をどうしたいのかを示して、明
確な言葉で許諾してもらうことが必要だね。

チョッキーも
成長したね！

チ）
で
 も、雑誌に掲載されている写真には撮影者の名前はないよね。なかには
明らかに外部の人が撮影しているものもあるよ。所定の場合は氏名表示し
ないでOKという例外規定があったと思うけど、これは適用できないの？
な）
おぉ、エラい！

よく勉強しているじゃない。次の規定だよね。

氏名表示権
19条３項 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作
者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行
に反しない限り、省略することができる。

な）
雑
 誌の写真の氏名非表示は、この規定に基づいているわけではなく、きち
んと非表示の契約をしているか、暗黙の了解があると考えるべきだね。こ
れはあくまで例外。この規定に頼った作業をしないほうがいいね。
チ）
じゃあ、この規定に該当する事例は、具体的にどんな場合があるの？
な）
ホ
 テルのロビーや喫茶店などで流されるBGMがよくある例だね※1。それか
ら、Season-１で、プログラムは名義公表を職務著作の該当要件から抜い
ている、
と説明したよね※2（15条２項）。銀行のATM（自動現金預入払出機）
や航空券の発券システムに使われるプログラムなど、表には出ないけど社
会を陰で支えるプログラムは、この規定に該当すると考えていいだろうね。

※1）
『著作権法逐条解説』（加戸守行・
著作権情報センター）p.167
※2）本誌2009年８月号参照。

チ）
世の中、無名でも立派な人はたくさんいるものね～。
な）
はははッ（笑）。

2.「同一性保持権」ってどんな権利？
な）
次に同一性保持権について考えてみよう。まず、条文を確認するよ。
同一性保持権
20条１項 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、そ
の意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

チ）
つ
 まり、著作物の一部を切り取って使ったり、色や言葉を変えたりしたら
ダメってことだよね？ よく社会の教科書に載っている肖像画にひげやメ
ガネを描いたりしたけど、そういうのは著作物の変更に当たるんだね。
な）
う
 ～ん（苦笑）。まぁ、個人による教科書のいたずら描きは大きな問題に
はならないだろうけど、同一性保持権では厳格に解釈されるので、ビジネ
ス上、著作物を扱う場合は、細心の注意が必要なんだ。
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チ）
ビジネスに影響するの？

えぇと、Ａ社がＢ
社に依頼して、Ｃ
社が……んん？

著作者人格権は精神的な権利なのに？

な）
「スターボ広告事件」という事例を見てみよう。この事件は、メーカーＡ

社が広告代理店Ｂ社に「スターボ」という自動車関連商品の広告を依頼し、
Ｂ社はその広告に使うイラストをグラフィックスタジオＣ社に発注。そし
て、Ｃ社はさらにフリーのイラストレーターＤさんにイラスト作成を発注
した……という状況で起こったんだ。
チ）
う
 わぁ、登場人物が４人も！ でも、複雑に見えるけど、要はＤさんがＢ
社の孫受けだったということだね。
な）
そ
 のとおり。イラストを納品されたＡ社は、その状況が分からないため、
そのイラストをトリミングしたり色を変えたりして、ほかの広告に使って
しまったんだ。
チ）
それって、まさに同一性保持権の侵害！！
な）
そ
 う。Ａ社は、それを見たイラストレーターのＤさんから同一性保持権の
侵害を理由に損害賠償を請求されて、400万円を支払って和解したんだ。
チ）
400万円って大きな金額だねー。それが、この事件？

※3）
『知的財産権判決70選2009年度版』
（弁理士クラブ知的財産研究所編・発明
協会）に「スターボ広告債務不履行事件」
（p.318）の詳細が掲載されています。
3012万 円 の 損 害
賠償額なんて、想
像しただけでおそ
ろしいなぁ……。

な）
い
 やいや。そのあとの訴訟が「スターボ広告事件※3」なんだ。今度は、Ａ
社が広告を請け負ったＢ社を相手取って損害賠償を求めたんだ。

「スターボ広告事件」
（東京地判H20.４.18）
原告がイラストの著作者からの著作者人格権侵害の訴えにより同著作者に支払った和
解金やイラストを使用できなくなったことに起因する損害賠償を、原告から広告事業
の仕事を請け負った被告に求めた事件である。裁判所は、
「契約及びその後の個別的
合意によれば、被告は、
（中略）広告、リーフレット及びパッケージに使用すること
ができるように、著作者から翻案の許諾を得、かつ、著作者人格権が行使されないよ
うに権利処理を行う義務があり、このような権利処理が行われていなかったことを認
識し又は認識し得たときは、契約による信義則上、原告にその使用をしないよう連絡
するなどの方法により、原告に発生する被害の拡大を防止する義務を負っていたもの
である」として、前訴和解金、パッケージの廃棄および差し替え費用、前訴および本
訴弁護士費用について被告の債務不履行行為との因果関係を認めた。裁判所が被告に
命じた損害賠償額は約3012万円であった。

チ）
3
 012万円！？ 同一性保持権の確認を怠っただけで、こんなに大きな損害
が生じてしまう場合があるんだね。コワいよ～（汗）。
※4）著作者が著作物のビジネス利用を
許諾すれば、公表権への言及がなくても
公表の黙示許諾が推定されるでしょう。
※5）例えば、著作者名を印刷したシー
ルを印刷物に事後的に張るなど。

な）
１
 月号で話したとおり、著作者人格権は移転ができないから、常に著作者
から許諾を得ることを意識しないとね。ビジネス利用で許諾を得た場合に
は公表権が問題になることは少ないし※4、氏名表示権は事後的な手当てが
できる可能性があるけど※5、同一性保持権は改変した著作物の使用継続が
できなくなるので、損害額が大きくなる傾向にあるんだ。
チ）
許諾を得るのは、著作権者ではなくて著作者ということが重要だよね！
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な）
そ
 ういうことだね。さて、もう一つ事件を紹介しよう。今度は著作権者が、
著作者人格権に起因する損害賠償を求められた事件だよ。

「アサツーディ・ケイ事件」（東京地判H14.11.21）
スポンサーの広告作成依頼を受けた広告代理店である原告が、楽曲の著作者Ｘから著
作権の信託譲渡を受けた被告に使用許諾を受けて企画を進めたところ、著作者Ｘに楽
曲の改変許諾を受けていなかったことが判明し、結局、著作者Ｘの許諾を受けられず
に企画は中止された。原告が著作権者である被告に対し、このことに起因する損害賠
償を求めた裁判である。裁判所は、「原告のした使用許諾の申込みが上記のような内
容（省略）のものであり、これを特段の留保もなく承諾した被告の使用許諾は、本件
楽曲の本件ＣＭへの使用について、単に著作権者としての同意にとどまらず、著作者
人格権の処理も含め、本件楽曲を本件ＣＭに支障なく使用し得ることを示す行為で
あったと認められるのであり、本件使用許諾契約は客観的にはそのような内容のもの
として成立したものと解される」として、被告に約１億1767万円の損害賠償を命じた。

チ）
い
 、１億！！！ スゴい金額！ それにしても、著作権者なのに損害賠償
を支払わなければならないなんてことも起こるんだね。
な）
本
 当に大きな金額だよね。著作者人格権を有するのは必ず著作者なんだ。
著作物を利用する場合、著作権者は誰かということに目がいってしまうけ
ど、著作者の許諾も重要で、著作権者にも間接的に損害賠償が発生するこ
とがあるから注意しよう。
それでは、最後に著作者人格権のまとめをしておこう！

著作者人格権のポイント
①著作者人格権は、公表権（18条）、氏名表示権（19条）
、同一性保持権（20条）の
３つからなる。
②著作者人格権は他人に譲渡できない（59条）ので、職務著作である場合を含めて、
誰が著作者なのかを常に気にする必要がある。
③著作者人格権の許諾を受けるときは、あいまいな内容で許諾を受けることは避ける。
④著作者人格権は著作者の精神面を保護する権利ではあるが、著作物をビジネスで利
用する場合は、その損害が多大になる可能性があるので注意が必要である。

Season-３をお楽
しみに！

Season-３では……

著作権（前半）について学習します。
今月のクイズです。
他人の短編小説を原作にしてマン
ガを描き、仲間にのみ読んでもら
いました。ただし、その小説のハッ
ピーエンドが気に入らなかったの
で、主人公が非業の死を遂げるス
トーリーに書き換えてしまいまし
た。このマンガは、
私的複製（30 条）
に基づく翻案（43 条１号）なので、
原作者である小説を書いた作者の
同一性保持権を侵害しない？
※解答は p.75

筆者：中川裕幸
感動巨編？
ボクは涙もろ
いんだヨー。

中川国際特許事務所 所長・弁理士
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 3-7-8
ランディック第２虎ノ門ビル５階
Tel：03-5472-2900
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