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１ はじめに 

今回採り上げるテーマは、著作権の支分権

である翻案権について、その侵害の成否を判

断する判例上の基準がどのようになっている

かということである。近時、公刊された判例

集には翻案権侵害の有無が争われたケースが

目につくが、それはメディアを通じて公表さ

れた著作物を見て、そこにあるアイデアにヒ

ントを得て別の著作物を製作するビジネスが

広まっている世情のなかで、元の著作者が翻

案権侵害を主張する紛争が相当数発生してい

ることが窺われる。このような社会状況のな

かで、翻案権侵害の有無を判断する基準が判

例上どのようになっているかを見ておくこと

は意義があると思われる。それだけでなく、

本件事案はグリーとディー・エヌ・エーとい

う現在ゲーム・ビジネスの分野で著名な企業

間で争われたケースであったことから社会の

耳目を引いたし、携帯電話機用釣りゲームの

画面に係る翻案権侵害の有無が争われたとい

う意味では新しい分野での紛争と言える。さ

らに、１審の東京地裁が翻案権侵害を認め、

被告らのウエブサイトから本件ゲームの映像

の抹消などや２億3000万円余の損害賠償金の

支払いを命じたにもかかわらず、控訴審では

翻案権侵害が否定されて、１審原告の請求が

棄却された点においても興味を覚えるケース

である。このような理由から、本稿では控訴

審である知的財産高裁判決（以下「本判決」

という。）と第１審の東京地裁判決（以下「１

審判決」という。）を比較的に紹介して、翻

案権侵害の判断基準に関する判例の傾向を検

討してみたい。 
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２ 翻案権の意義 

本件事案を紹介する前に、翻案権の意義に

ついて簡単に見ておきたい。著作権法27条は、

「著作者は，その著作物を翻訳し，編曲し，

若しくは変形し，又は脚色し，映画化し，そ

の他翻案する権利を専有する。」と規定して

いる。その翻案の意味については、従前は「既

存の著作物の内面形式を維持しつつ，つまり

ストーリー性等をそのまま維持しながら，外

面形式，つまり具体的な表現を変える，シチュ

エーションを変えるというような場合でござ

いまして，たとえば小説を児童向き読物にリ

ライトする行為とか，長い文章を短くダイ

ジェストする行為などがその例であります。」

と解説されていた（加戸守行著・著作権法逐

条講義新版 35 頁）。しかし、このような説明

に対しては、「内面的形式と外面的形式とは

連続的なものであり，観念的には区別できて

も，現実問題として境界を画することは難し

い。」と解する見解も出されている（中山信

弘・著作権法 130 頁）。 

判例は、のちほど紹介する江差追分事件最

高裁判決（最高裁平成 13 年６月 28 日第一小

法廷判決・民集 55 巻４号 837 頁参照）におい

て「言語の著作物の翻案（著作権法 27 条）と

は，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現

上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具

体的表現に修正，増減，変更等を加えて，新

たに思想又は感情を創作的に表現することに

より，これに接する者が既存の著作物の表現

上の本質的な特徴を直接感得することのでき

る別の著作物を創作する行為をいう。そして，

著作権法は思想又は感情の創作的な表現を保

護するものであるから（同法２条１項１号参

照），既存の著作物に依拠して創作された著作

物が，思想，感情若しくはアイデア，事実若

しくは事件など表現それ自体でない部分又は

表現上の創作性がない部分において既存の著

作物と同一性を有するにすぎない著作物を創

作する行為は，既存の著作物の翻案に当たら

ない。」という見解を出している。この見解

が判例として定着したといえるか、また、こ

の見解に従って本件事案を判断すると翻案権

侵害が認められるかを以下に見ていきたい。 

３ 本件事案の概要 

本件事案は、Ｘ（１審原告・控訴人）が、

Ｙら（１審被告・被控訴人）に対し、第一に

は、Ｙらが共同で製作し公衆に送信している

携帯電話機用インターネット・ゲームソフト

「釣りゲータウン２」（以下「Ｙ作品」とい

う。）は、Ｘが製作し公衆に送信している携

帯電話機用インターネット・ゲームソフト「釣

り★スタ」（以下「Ｘ作品」という。）と、

魚を引き寄せる動作を行う画面の影像におい

て類似するので、Ｙ作品を製作してこれを公

衆送信する行為は、ＸのＸ作品に係る著作権

（翻案権、公衆送信権）及び著作者人格権（同

一性保持権）を侵害すると主張して提起した

訴訟である。 

以上の争点のほかに本件事案では、第２に

映像の変化の態様や、ユーザーがゲームを行

う際に必ずたどる画面（主要画面）の選択及

び配列並びに各主要画面での素材の選択及び

配列の点等が翻案権侵害に該当するか、第３

にＹらが、影像目録記載の影像をＹらのウェ

ブページに掲載し、Ｙ作品の自他を識別する

商品等表示として用いる行為は不正競争防止
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法２条１項１号の「混同惹起行為」に当たる

か、第４にＹらが、Ｘに無断でＸ作品に依拠

してＹ作品を製作し、これを配信した行為は，

Ｘ作品の価値にただ乗り（フリー・ライド）

するものであり、Ｘの法的保護に値する利益

を違法に侵害する（民法 709 条，719 条１項）

か，という点が争点になっている。 

本稿では、紙幅の関係で、魚を引き寄せる

動作を行う画面の影像に関する翻案権侵害の

成否の点についてだけ紹介する。 

４ 当事者 

本件事案の当事者は次のとおりである。 

（１）Ｘは、インターネットを利用した各種

情報提供サービス業並びにコンピュータに関

するハードウェア・ソフトウェアの開発、製

造、販売、リース及び保守サービス等を業と

する株式会社である。Ｘは、ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス（会員登録をしたユー

ザーが自己のプロフィールページを作り、日

記を書き、テーマごとに設定された掲示板等

を通じて、親しい友人とのコミュニケーショ

ンや、メンバーとの情報交換を楽しむことが

できるインターネット上のコミュニティ型

サービス。以下「ＳＮＳ」という。）を提供

するインターネット・ウェブサイト「ＧＲＥ

Ｅ」（以下「ＧＲＥＥ」という。）を、携帯

電話機向け及びパーソナル・コンピュータ（以

下「パソコン」という。）向けに運営してい

る。 

Ｘは、平成 19 年ころ、釣りを題材とした携

帯電話機用インターネット・ゲームソフトで

あるＸ作品を製作し、ＳＮＳのコミュニケー

ション機能と連動させたＳＮＳ連動型ゲーム

の第１弾として、平成 19 年５月 24 日から、

携帯電話機向けＧＲＥＥにおいて、その会員

に対し、Ｘ作品の公衆送信による配信を始め

た 

（２）Ｙ１（株式会社ディー・エヌ・エー）

は、インターネットを利用した各種情報処理

サービス及び情報提供サービス並びにソフト

ウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃

貸、運用及びその代理業等を業とする株式会

社である。Ｙ１は、ポータルサイト・サービ

ス兼ＳＮＳを提供するインターネット・ウェ

ブサイト「モバゲータウン」（以下「モバゲー

タウン」という。）を、携帯電話機向け及び

パソコン向けに運営している。 

Ｙ２（株式会社ＯＲＳＯ）は、インターネッ

ト、コンピュータ、携帯電話，テレビゲーム

機器等のシステム開発及びコンサルタント 

業務並びにゲームソフトの企画制作、製造、

販売及び配給に関する業務等を業とする株式

会社である。 

Ｙらは、平成 20 年ころ、Ｘ作品と同じく釣

りを題材とした携帯電話機用ゲームソフトで

ある「釣りゲータウン」（以下「Ｙ旧作品」

という。）を共同製作し、同年８月 20 日ころ、

携帯電話機向けモバゲータウンにおいて、そ

の会員に対し、公衆送信による配信を開始し

た。なお、Ｙ旧作品は、個々の画面の表現等

について、Ｘ作品との類似性は低いもので

あった。Ｙらは、Ｙ旧作品の続編としてＹ作

品を共同製作し、平成 21 年２月 25 日、携帯

電話機向けモバゲータウンにおいて、その会

員一般に対し、公衆送信による配信を開始し

た。 
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５ 双方当事者の作品の特定 

（１） Ｘ作品における「魚の引き寄せ画面」 

１審判決中に引用されたＸ作品における

「魚の引き寄せ画面」の影像は、11～12 ペー

ジのとおりである。これを本判決は文章で以

下のように表現している。このように、わざ

わざ文章で表現するのは、判決では言葉に

よって表現されたものを比較することによっ

て類似性を判断していることによる。 

(ア) ほぼ正方形の画面の上部約５分の１と

下部約５分の１弱は黒地で、上部には引

き寄せメーターが表示され、下部には「中

央に来たらＯＫで引け！」という文字等

が表示されることがある。水中の影像の

輪郭は、画面全体のうち約５分の３を占

める横長の長方形である。 

(イ) 画面のうち水中の影像部分のほぼ中央

部には円形の図形が配置され、水中の影

像の上下面に円の外周の上下部がわずか

にはみ出して接している。円形の図形は、

中心からほぼ等間隔である三重の同心円

である。 

(ウ) 水中の画像は、水中を真横から水平方向

の視点で描いたものであり、１匹の黒色

の魚影が、魚影を側面から見た形で描か

れており、魚の口から画像の上部に向

かって紺色の直線の糸（釣り糸）が伸び

ている。魚影は、上記同心円よりも手前

に配置されている。 

(エ) 水中の画面の左右両端及び下端に接し

て、上記同心円に沿うような形で岩陰が

描かれ、水草、他の生物、気泡等は描か

れていない。岩陰は、上記同心円よりも

手前に配置されている。 

(オ) 水中の画像の色彩は、全体的に薄暗い青

色であり、円の配色は、外側のドーナツ

形状部分及び中心の円の部分には、水中

を表現する青色よりも薄い色を用い、上

記ドーナツ形状部分と中心の円部分の間

には、背景の水中画面がそのまま表示さ

れ、岩陰がやや濃い青色である。 

(カ) 魚影は、円盤状の胴体と三角形の尾びれ

の組合せにより黒く描かれており、釣り

針にかかった魚影は、水中全体を動き回

り、釣り糸と魚影は、振り子のような動

きをする。その際、同心円や背景画像は

静止している。 

(キ) 画面の上部の黒地には、緑・黄色及び赤

のグラデーションで配色された引き寄せ

メーター（ゲージ）が配置され、その左

端上部に竿を持った白色の人が、その内

部に黒色の魚影が、それぞれ表示されて

いる。 

(ク) 魚影が中央の円にある際にユーザーが

決定キーを押すと、「PERFECT」との表示

がされる。同様に、中央の円と外側のドー

ナツ形状部分との間に魚影がある際に決

定キーを押した場合は「GREAT」、上記ドー

ナツ形状部分の内側に魚影がある際に決

定キーを押した場合は「GOOD」、それ以

外の時に決定キーを押した場合は「BAD」

と表示される。上記文字は、魚影の近く

に小さく表示される。 

(ケ) そして、魚が釣れると、水中画像の中央

にオレンジと黄色で配色された「GET！」

の文字が画面いっぱいに拡大して表示さ

れ、上部の引き寄せメーターは消えて黒

地となり下部の文字も「ＯＫ」のみとな

り、魚を逃がすと、水中画像の中央に赤
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色の「Miss..」と白色の「逃げられた･･･」

の文字が表示され、上部の引き寄せメー

ターは消えて黒地となり下部の文字も

「ＯＫ」のみとなる。 

 

（２） Ｙ作品における「魚の引き寄せ画面」 

１審判決中に引用されたＹ作品における

「魚の引き寄せ画面」の影像は、11～12 ペー

ジのとおりである。これを本判決は文章で以

下のように表現している。 

(ア) ほぼ正方形の画面の下部には、細長い

ゲージ（引き寄せメーター）が表示され

るが、残りが水中の影像であり、水中の

影像の輪郭はほぼ正方形である。 

(イ) 画面のほぼ中央部には円形の図形が配

置され、円形の図形は、大きさが変化す

るが、それが最も大きいときでも、画面

の上下左右に接することはない。円形の

図形は、中心からほぼ等間隔である三重

の同心円で、その中心の円から放射状に

伸びる５本の仕切り線により11個のパネ

ルに分割されている。 

(ウ) 水中の画像は、水中を真横から水平方向

の視点で描いたものであり、１匹の黒色

の魚影が、魚影を前面から見た形で描か

れており、魚の口から画面の左上部に向

かって薄青色の直線の糸（釣り糸）が伸

びている。魚影は、上記同心円よりも奥

に配置されている。 

(エ) 水中の画面の左端及び右下側に、右端及

び下端には接しない位置に岩陰が描かれ、

水草、他の生物、気泡等は描かれていな

い。岩陰は、上記同心円よりも奥に配置

されている。同心円が最も大きくなった

ときは、岩陰が同心円に重なる。 

(オ) 水中の画像の色彩は、全体的に青色であ

り、円の配色は、放射状に仕切られた 11

個のパネルの、中心の円を除いた部分に、

緑色と紫色が配色される。上記放射状の

仕切り部分は、背景の水中画面がそのま

ま表示され、岩陰はやや濃い青色である。

上記同心円の大きさは、一定のパラメー

タ値に応じて９段階に変化し、同心円の

配色部分の数及び場所も、魚の引き寄せ

画面ごとに異なり、同一画面内でも変化

する。また、同心円の中央の円の部分は、

コインが回転するような動きをし、緑色

無地、銀色の背景に金色の釣り針、鮮や

かな緑の背景に黄色の星マーク、金色の

背景に銀色の銛、黒色の背景に赤字の×

印の５種類に変化する。 

(カ) 魚影は、前面から見た形で、尾びれ、背

びれ、胸びれを付けて黒く描かれている。

釣り針にかかった魚影は、水中全体を動

き回るが、釣り糸は魚の動きにかかわら

ず、常に画面の左上に向かって伸びてい

る。その際、背景画像は静止しているが、

同心円は大きさ等が変化する。 

(キ) 画面の下部に、細長い凹型の白地を設け、

青色のグラデーションで配色された引き

寄せメーター（ゲージ）が配置され、そ

の左端に黄色いリールが、その内部に青

色の魚が、それぞれ表示される。 

(ク) 同心円の緑色で配色された部分に魚影

がある際に決定キーを押すと、画面上方

に「Good」と緑色で表示される。同様に、

同心円の紫色で配色された部分及び同心

円以外の部分に魚影がある際に決定キー

を押すと、画面上部に「Out」と赤色で表

示される。上記文字は、画面上方に大き
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く表示される。また、中心の円の部分に

魚影がある際に決定キーを押すと、中央

の円の部分の表示に応じて、「必殺金縛

り」、「確変」及び「一本釣りモード」

などの表示がアニメーションとして表示

される。 

(ケ) そして、魚が釣れると、同心円が消えて

「釣れた！」の黄色の文字が画面上部か

ら中央に向かって動いて表示され、魚を

逃がすと、同心円及びゲージが消えて画

面中央に白色で「逃がした！」「決定キー

を押してください」と表示される。 

(コ) なお、Ｙ作品の魚の引き寄せ画面の冒頭

には、前記(イ)の同心円が現れる前に、

まず、水中の画面を魚影が右から左へ移

動し、更に画面奥に移動する画面があり、

その後に、同心円が表示され、魚影が奥

から手前へ向かってくる画面がある。 

６ １審判決要旨 

１審判決は、Ｘ作品とＹ作品の「魚の引き

寄せ画面」を比較した結果、次のように述べ

て翻案権侵害を認めた。 

「携帯電話機用釣りゲームにおける魚の引

き寄せ画面は，釣り針に掛かった魚をユー

ザーが釣り糸を巻くなどの操作をして引き寄

せる過程を，影像的に表現した部分であり，

この画面の描き方については，①水面より上

や水面，水面下のうちどの部分を，どのよう

な視点から描くか，②仮に，水面下のみを描

くこととした場合，魚の姿や魚の背景をどの

ように描くか，③魚が釣り針に掛かった時か

ら，魚が釣り上げられる又は魚に逃げられる

までの間，魚にどのような動きをさせ，どの

ような場合に魚を引き寄せやすいようにする

か（ユーザーが釣り糸を巻くタイミングをど

のように表現するか）などの点において，様々

な選択肢が考えられる。 

Ｘ作品は，この魚の引き寄せ画面について，

上記・・のような具体的表現を採用したもの

であり，特に，水中に三重の同心円を大きく

描き，釣り針に掛かった魚を黒い魚影として

水中全体を動き回らせ，魚を引き寄せるタイ

ミングを，魚影が同心円の所定の位置に来た

ときに引き寄せやすくすることによって表し

た点は，Ｘ作品以前に配信された他の釣り

ゲームには全くみられなかったものであり，

この点にＸ作品の製作者の個性が強く表れて

いるものと認められる。」 

「Ｙ作品の魚の引き寄せ画面は，Ｘ作品の

魚の引き寄せ画面との同一性を維持しながら，

同心円の配色や，魚影が同心円上のどの位置

にある時に魚を引き寄せやすくするかという

点等に変更を加えて，新たにＹ作品の製作者

の思想又は感情を創作的に表現したものであ

り，これに接する者がＸ作品の魚の引き寄せ

画面の表現上の本質的な特徴を直接感得する

ことができるものと認められる。また，これ

らの事実に加えて，Ｙ作品の製作された時期

はＸ作品の製作された時期の約２年後である

こと，ＹらはＹ作品を製作する際にＸ作品の

存在及びその内容を知っていたことを考慮す

ると，Ｙ作品の魚の引き寄せ画面は，Ｘ作品

の魚の引き寄せ画面に依拠して作成されたも

のといえ，Ｘ作品の魚の引き寄せ画面を翻案

したものであると認められる。」 
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７ 本判決要旨 

本判決は「魚の引き寄せ画面」に係る翻案

権の侵害の成否について、１審判決を覆して、

以下のような理由を展開して、翻案権侵害を

否定した。本判決は、最初に次の一般論を掲

げた。 

「著作物の翻案とは，既存の著作物に依拠

し，かつ，その表現上の本質的な特徴の同一

性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，

変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作

的に表現することにより，これに接する者が

既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接

感得することのできる別の著作物を創作する

行為をいう。そして，思想，感情若しくはア

イデア，事実若しくは事件など表現それ自体

でない部分又は表現上の創作性がない部分に

おいて既存の著作物と同一性を有するにすぎ

ない著作物を創作する行為は，既存の著作物

の翻案に当たらない（最高裁平成 11 年（受）

第 922 号同 13 年６月 28 日第一小法廷判決・

民集 55 巻４号 837 頁参照）。 

また，既存の著作物の著作者の意に反して，

表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，

具体的表現に変更，切除その他の改変を加え

て，これに接する者が既存の著作物の表現上

の本質的な特徴を直接感得することのできる

ものを創作することは，著作権法 20 条２項に

該当する場合を除き，同一性保持権の侵害に

当たる（著作権法 20 条，最高裁昭和 51 年（オ）

第 923 号同 55 年３月 28 日第三小法廷判決・

民集 34 巻３号 244 頁参照）。」 

 

そして、翻案の成否については上記の一般

論に当てはめて、次のように理由を展開して

翻案権侵害を否定した。 

「ア Ｘ作品とＹ作品とは，いずれも携帯電

話機向けに配信されるソーシャルネットワー

クシステムの釣りゲームであり，両作品の魚

の引き寄せ画面は，水面より上の様子が画面

から捨象され，水中のみが真横から水平方向

に描かれている点，水中の画像には，画面の

ほぼ中央に，中心からほぼ等間隔である三重

の同心円と，黒色の魚影及び釣り糸が描かれ，

水中の画像の背景は，水の色を含め全体的に

青色で，下方に岩陰が描かれている点，釣り

針にかかった魚影は，水中全体を動き回るが，

背景の画像は静止している点において，共通

する。 

イ しかしながら，そもそも，釣りゲームに

おいて，まず，水中のみを描くことや，水中

の画像に魚影，釣り糸及び岩陰を描くこと，

水中の画像の配色が全体的に青色であること

は，前記・・のとおり，他の釣りゲームにも

存在するものである上，実際の水中の影像と

比較しても，ありふれた表現といわざるを得

ない。 

次に，水中を真横から水平方向に描き，魚

影が動き回る際にも背景の画像は静止してい

ることは，Ｘ作品の特徴の１つでもあるが，

このような手法で水中の様子を描くこと自体

は，アイデアというべきものである。 

また，三重の同心円を採用することは，従

前の釣りゲームにはみられなかったものであ

るが，弓道，射撃及びダーツ等における同心

円を釣りゲームに応用したものというべきも

のであって，釣りゲームに同心円を採用する

こと自体は，アイデアの範疇に属するもので

ある。そして，同心円の態様は，いずれも画

面のほぼ中央に描かれ，中心からほぼ等間隔
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の三重の同心円であるという点においては，

共通するものの，両者の画面における水中の

影像が占める部分が，Ｘ作品では全体の約５

分の３にすぎない横長の長方形で，そのため

に同心円が上下両端にややはみ出して接して

おり，大きさ等も変化がないのに対し，Ｙ作

品においては，水中の影像が画面全体のほぼ

全部を占める略正方形で，大きさが変化する

同心円が最大になった場合であっても両端に

接することはなく，魚影が動き回っている間

の同心円の大きさ，配色及び中央の円の部分

の画像が変化するといった具体的表現におい

て，相違する。 

しかも，Ｘ作品における同心円の配色が，

最も外側のドーナツ形状部分及び中心の円の

部分には，水中を表現する青色よりも薄い色

を用い，上記ドーナツ形状部分と中心の円部

分の間の部分には，背景の水中画面がそのま

ま表示されているために，同心円が強調され

ているものではないのに対し，Ｙ作品におい

ては，放射状に仕切られた 11 個のパネルの，

中心の円を除いた部分に，緑色と紫色が配色

され，同心円の存在が強調されている点，同

心円のパネルの配色部分の数及び場所も，魚

の引き寄せ画面ごとに異なり，同一画面内で

も変化する点，また，同心円の中心の円の部

分は，コインが回転するような動きをし，緑

色無地，銀色の背景に金色の釣り針，鮮やか

な緑の背景に黄色の星マーク，金色の背景に

銀色の銛，黒色の背景に赤字の×印の５種類

に変化する点等において，相違する。そのた

め，Ｘ作品及びＹ作品ともに，「三重の同心

円」が表示されるといっても，具体的表現が

異なることから，これに接する者の印象は必

ずしも同一のものとはいえない。 

さらに，黒色の魚影と釣り糸を表現してい

る点についても，釣り上げに成功するまでの

魚の姿を魚影で描き，釣り糸も描いている

ゲームは，前記・・のとおり，従前から存在

していたものであり，ありふれた表現という

べきである。しかも，その具体的表現も，Ｘ

作品の魚影は魚を側面からみたものであるの

に対し，Ｙ作品の魚影は前面からみたもので

ある点等において，異なる。 

ウ 以上のとおり，抽象的にいえば，Ｘ作

品の魚の引き寄せ画面とＹ作品の魚の引き寄

せ画面とは，水面より上の様子が画面から捨

象され，水中のみが真横から水平方向に描か

れている点，水中の画像には，画面のほぼ中

央に，中心からほぼ等間隔である三重の同心

円と，黒色の魚影及び釣り糸が描かれ，水中

の画像の背景は，水の色を含め全体的に青色

で，下方に岩陰が描かれている点，釣り針に

かかった魚影は，水中全体を動き回るが，背

景の画像は静止している点において共通する

とはいうものの，上記共通する部分は，表現

それ自体ではない部分又は表現上の創作性が

ない部分にすぎず，また，その具体的表現に

おいても異なるものである。 

そして，Ｘ作品の魚の引き寄せ画面とＹ作

品の魚の引き寄せ画面の全体について，同心

円が表示された以降の画面をみても，Ｙ作品

においては，まず，水中が描かれる部分が，

画面下の細い部分を除くほぼ全体を占める略

正方形であって，横長の長方形であるＸ作品

の水中が描かれた部分とは輪郭が異なり，そ

のため，同心円が占める大きさや位置関係が

異なる。また，Ｙ作品においては，同心円が

両端に接することはない上，魚影が動き回っ

ている間の同心円の大きさ，パネルの配色及
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び中心の円の部分の図柄が変化するため，同

心円が画面の上下端に接して大きさ等が変わ

ることもないＸ作品のものとは異なる。さら

に，Ｙ作品において，引き寄せメーターの位

置及び態様，魚影の描き方及び魚影と同心円

との前後関係や中央の円の部分に魚影がある

際に決定キーを押すと，円の中心部分の表示

に応じてアニメーションが表示され，その後

の表示も異なってくるなどの点において，Ｘ

作品と相違するものである。その他，後記…

のとおり，同心円と魚影の位置関係に応じて

決定キーを押した際の具体的表現においても

相違する。なお，Ｙ作品においては，同心円

が表示される前に，水中の画面を魚影が移動

する場面が存在する。 

以上のようなＸ作品の魚の引き寄せ画面と

の共通部分と相違部分の内容や創作性の有無

又は程度に鑑みると，Ｙ作品の魚の引き寄せ

画面に接する者が，その全体から受ける印象

を異にし，Ｘ作品の表現上の本質的な特徴を

直接感得できるということはできない。」 

「以上のとおり，Ｙ作品の魚の引き寄せ画

面は，アイデアなど表現それ自体でない部分

又は表現上の創作性がない部分においてＸ作

品の魚の引き寄せ画面と同一性を有するにす

ぎないものというほかなく，これに接する者

がＸ作品の魚の引き寄せ画面の表現上の本質

的な特徴を直接感得することはできないから，

翻案に当たらない。」 

８ 本判決の意義と評価 

以上、相当詳細にＸ作品とＹ作品の内容並

びに両作品間の翻案権侵害に関する本判決と

１審判決の要旨を紹介したので、ここまで読

んでいただければ、その違いについて既にご

理解頂けたのではないかと思われるが、以下

に、本判決の意義について簡単に述べておき

たい。 

（１）本判決の要旨を見れば、本判決が江差

追分事件最高裁判決と同じ考え方をとってい

ることが容易に感じられると思う。本判決の

裁判長である高部眞規子裁判官は江差追分事

件最高裁判決の構成を詳細に分析して公表し

ている（著作権研究 2007 年 34 号４頁以下）。

同論文を見ると、高部コートは本件事案につ

いても江差追分事件最高裁判決と同じ考え方

を採用したことが窺われるところである。 

高部裁判官の上記論文中に展開された分析

をここで紹介すると、江差追分事件最高裁判

決の要旨は２点あり、判決要旨１は、「言語

の著作物の翻案（著作権法 27 条）とは，既存

の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質

的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現

に修正，増減，変更等を加えて，新たに思想

又は感情を創作的に表現することにより，こ

れに接する者が既存の著作物の表現上の本質

的な特徴を直接感得することのできる別の著

作物を創作する行為をいう。」であり、そし

て、判決要旨２は「思想，感情若しくはアイ

デア，事実若しくは事件など表現それ自体で

ない部分又は表現上の創作性がない部分にお

いて既存の著作物と同一性を有するにすぎな

い著作物を創作する行為は，既存の著作物の

翻案に当たらない。」というものである。  

まず、判決要旨１についてであるが、翻案

権侵害を定義した判決要旨１の見解は判例上

定着したと見られる。この見解は、学説上は、

「表現上の本質的特徴の感得を基準とする

説」である。その外の学説としては、「著作
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物の外面的形式が変更されても内面的形式が

同一であることを基準とする説」と「基本的

な内容又は主要な思想・感情が同一であるこ

とを基準とする説」があった。外面的形式・

内面的形式同一説及び内容等同一説にはそれ

ぞれ問題があり、「内容・内面的形式・外面

的形式三分論から脱却し，著作物の同一性を

基礎づける表現上の創作性や特徴は，伝統的

見解のいう内面的形式のみならず，著作物の

種類や特性に応じて外面的形式にも存在し得

ると解するものであり，これらを総合的に勘

案するものである」（高部前掲著作権研究 34

号 12 頁）ところの「表現上の本質的特徴の感

得を基準とする説」が判例上定着するところ

となったのである。 

（３）次に、判決要旨１から見られる翻案権

侵害の成否を判断する江差追分事件最高裁判

決の手法については、①まず、同一性を有す

る部分がどこかを認定し、②同一性ある部分

が創作的表現か否かの判断をし、③上記②が

認められれば、次に表現上の本質的な特徴に

ついて直接感得の有無を判断して結論を出す

と分析する。そして、上記②の判断において、

判決要旨２の部分が働き、「思想，感情若し

くはアイデア、事実若しくは事件など表現そ

れ自体でない部分又は表現上の創作性がない

部分」において既存の著作物と同一性を有す

るにすぎない著作物を創作する行為は、既存

の著作物の翻案に当たらないことになる。こ

のように判断された場合は上記③の判断には

進まないことになる。 

（４）翻案権侵害の成否を決定する手順につ

いて、本判決は江差追分事件最高裁判決の見

解を踏襲して、いわゆる濾過テストという手

法を採っている。濾過テストとは、「当初か

ら被告の利用している著作物をも睨んだうえ

で、原告被告を双方に共通している要素を取

り出し、そこが創作的な表現と認められるの

かということを吟味する手法」であり、これ

に対するのが二段階テストと呼ばれる手法で

ある。二段階テストとは「原告の著作物（で

あると主張されているもの。以下、略）のみ

に着目して創作性を判断し、そのうえで被告

の著作物を観察して、被告の創作的な表現と

認められる部分が再生されているか否かとい

うことを検討する二段階作業（＝二段階テス

ト）を行うやり方」である（田村善之・著作

権法概説 46 頁）。江差追分事件最高裁判決以

前の裁判例のほとんどは二段階テストを採用

してきたといわれるが、江差追分事件最高裁

判決により濾過テストが採用され、同判決を

踏襲して本判決も濾過テストを採用したこと

を見ると、今後は濾過テスト手法が採用され

ていくように思われる。 

（５）本判決が「Ｙ作品の魚の引き寄せ画面

は，アイデアなど表現それ自体でない部分又

は表現上の創作性がない部分においてＸ作品

の魚の引き寄せ画面と同一性を有するにすぎ

ないものというほかなく，これに接する者が

Ｘ作品の魚の引き寄せ画面の表現上の本質的

な特徴を直接感得することはできないから，

翻案に当たらない。」と解して翻案権侵害を

否定したことに対しては、「微妙な判断であ

るが、多数の先行作品が競合する釣りゲーム

の分野において初めて採用された表現につい

てその選択の幅を広く認めないことは、結果

として、本分野の先行者利益の軽視につなが

りかねない。」との批判がある（小泉直樹・

知財判例速報「いわゆる全体比較論を採用し

た事例」ジュリスト 1446 号６頁）。 
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この点については、１審判決が「Ｘ作品以

前に配信された他の釣りゲームには全くみら

れなかったものであり，この点にＸ作品の製

作者の個性が強く表れているものと認められ

る。」と認定した箇所について、「アイデア

など表現それ自体でない部分又は表現上の創

作性がない部分」としてしまう点には相当な

反論があると思われる。 

（６）最後に、Ｘが、翻案権侵害の成否を判

断するにあたって、あくまでＸが設定した枠

内での対比をすべきであり、訴訟物の範囲外

の、無関係の画面を持ち出すのは失当である

と主張した点について触れておきたい。 

この点について、本判決は「著作権者が，

まとまりのある著作物のうちから一部を捨象

して特定の部分のみを対比の対象として主張

した場合，相手方において，・・・まとまり

のある著作物のうち捨象された部分を含めて

対比したときには，表現上の本質的な特徴を

直接感得することができないと主張立証する

ことは，魚の引き寄せ画面の範囲内のもので

ある限り，訴訟物の観点からそれが許されな

いと解すべき理由はない。なお，本件訴訟の

訴訟物は，Ｘ作品に係る著作権に基づく差止

請求権等であって，Ｘの「魚の引き寄せ画面」

に関する主張は，それを基礎付ける攻撃方法

の１つにすぎないから，Ｙらの上記防御方法

が，訴訟物の範囲外のものであるということ

はできない。仮に，本件訴訟の訴訟物がＸ作

品のうちの「魚の引き寄せ画面」に係る著作

権に基づく差止請求権等であると解するとし

ても，Ｙらの上記防御方法は，上記訴訟物の

範囲外のものであるということはできない。」

と言って排斥した。この問題は、訴訟技術上

は重要な問題であるが、今後、判例上は本判

決のような判断方法が定着していくのではな

いかと思われる。 

以上 

 

〔既刊号掲載の執筆者の判例評釈〕 

・「商標権の間接侵害の成否―チュッパチャプス事件

判決―」 

（ＣＩＰＩＣジャーナルVol.204）（平成 23年 10月刊） 

・判例評釈「偽ブランド品販売により商標権を侵害さ

れた場合の損害額―商標法 38 条２項にいう侵害者

が侵害行為により得た利益とは何かー」 

（ＣＩＰＩＣジャーナルVol.176）（平成19年２月刊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

【被告作品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１審判決より引用 


