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Ⅱ　中国におけるキャラクターに関する著作権�
ライセンス契約及びその留意点
─「ウルトラマンティガ」をめぐって―

夏 　 � 　 雨

はじめに

　従来中国では，ウルトラマン事件に関して二種類の紛争があった。一つはウ
ルトラマンの著作権が日本の円谷プロダクション（以下「日本円谷法人」と称
する）に帰属するか，タイのチャイヨー・プロダクションに帰属するかである。
もう一つは，中国で日本円谷法人の許諾によって得た著作物に類似する商品に
対し，ライセンシーの著作権を侵害したか否かの紛争である。前者の問題は
2013 年９月 29 日，中国最高人民法院の再審民事裁定書によって，日本最高裁
判決と同様，「1976 年の契約」を認め，タイのチャイヨー・プロダクションの
主張を認容した。
　後者の問題については，これまで著作権が許諾された後，キャラクターとそ
の作品が保護される傾向であった。しかし，2012 年３月 16 日の湖北省高級人
民法院における判決で，日本円谷法人からの許可のみで，「原画」著作者の許
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可がない場合，ライセンシーのウルトラマンティガのキャラクターの著作権保
護を認めない判決が下され，また，2013 年 12 月 23 日の中国最高人民法院の
再審民事裁定書によって，湖北省高級人民法院の判決を支持し，且つ中国最高
人民法院が 2013 年指導の為の判例として紹介された。
　本稿では湖北省高級人民法院判決を紹介するとともに，後者の問題に焦点を
当て，中国におけるキャラクターに関する著作権ライセンス契約の留意点を探
求することとする。

一　事実の概要（1）

　上訴人（一審原告，二審上訴人，三審控訴人）：上海世紀華創文化形像管理
有限公司（以下「Ｘ」と称する）。
　被上訴人（一審被告，二審被上訴人，三審被控訴人）：湖北新一佳超市有限
公司（以下「Ｙ」と称する）。
　1996 年４月７日，日本円谷法人は「ウルトラマンティガシリーズ（１～ 52
集）」の映画とテレビ作品（以下「係争作品」と称する）（2），1996 年９月７日に
日本で初めて公開した。係争作品では「ウルトラマンティガ」というキャラク
ターを創作し，主要な特徴は頭部のヘルメット形，目は突起楕円形を呈し，目
の中間から頭頂まで際立っている物があり，耳は長方形を呈し，無眉，無髪と
いうキャラクターである。
　2006 年 11 月 20 日，日本円谷法人は映画の制作者として中国国家著作権局
の著作権保護センターで「係争作品」の著作権を登録した。2009 年２月 13 日，
日本円谷法人はＸと係争作品のライセンス契約を締結した。当該契約では，中
華人民共和国で（香港，マカオ，台湾地区を除く），係争作品とそのキャラクター
の複製，発行，賃貸，商品化等権及び上述権利の独占的再ライセンス権をＸに
許諾し，その期間は 2007 年２月１日～ 2012 年１月 31 日となっていた。当該
著作権のライセンス契約が 2009 年４月 13 日に上海市著作権局を通じて記録さ
れ，その登録番号は「SH―2009-034」であった。

（１）�　�2012 年３月 16 日中国湖北省高級人民法院の民事判決〔2012〕湖北人民法
院３終字第 23 号；2013 年 12 月 23 日中国最高人民法院民事裁定（2013）
民事申字第 368 号

（２）�　日本ではウルトラマンシリーズは，特撮（特殊撮影）作品とされている。
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　2010 年７月８日，Ｘは中国湖北新一佳武漢青年路店で係争作品のキャラク
ターを侵害した玩具，子供服が「百変超人」，「百帥」（以下「係争商品」と称
する）として販売されていたことを発見し，直ちに湖北省武漢市楚信公証処に
証拠保全を申請した。翌日，公証処は公証員を派遣し，湖北省武漢市江漢区青
年路 153 番湖北新一佳武漢青年路店で，Ｘの代理人黄晟氏は一般消費者として
係争商品の玩具等を購買し，当該商店の領収書２枚を取得した。公証員は上述
の証拠を取得した行為を監督し，買った商品を撮影した後，密封保存し，2010
年７月 19 日に（2010）湖北楚信証字第 17457 号公証書としてＸに交付した。
　また，Ｘの主張によれば，係争商品の生産者が自社商品の販売を拡大するた
め，Ｘの許可を得ずに，無断で係争作品及びキャラクターで玩具，子供の服を
生産，販売に用いた。Ｙは係争商品に用いたＸの著作権を知りながら，依然と
して係争商品を販売し，主観的に過ちがあって，権利侵害の民事責任を負うべ
きである。
　さらに，Ｘは武漢市中級人民法院に，①Ｙは直ちに係争作品を侵害した係争
商品の販売を停止すること，②Ｙは直ちに本件に関するサンプル，半製品，又
は在庫品および，関連するマークなどを廃棄すること，③Ｘの経済損害として
ＹはＸに３万元を支払うこと，④ＹはＸに対して公に謝罪すること，⑤Ｙは本
件訴訟費用を負担することを求めた。
　これに対して，Ｙは次のように反論した。
①　係争商品の仕入は合法的であり，供給業者は正規メーカーである。また，
係争商品の出所について，合理的注意義務を果たしており，侵害責任を負う必
要はない
②　係争商品に使用された図は係争作品と異なる点が多く，Ｘの訴求を退ける
べきである
　尚，一審裁判では係争商品が武漢精瑞佳家装飾用品有限会社（以下「精瑞佳
会社」と称する）から提供されたものであり，精瑞佳会社は 2002 年５月 27 日
に登録設立された日用品小売業者であり，資本金が 50 万元であることが分かっ
た。さらに係争商品を販売していた湖北新一佳武漢青年路店は精瑞佳会社の専
売店であることが明らかになった。
　一審判決主旨：係争作品のキャラクターデザインは個性的で独創性があり，
複製することができ，中国著作権法の意味上作品に符合して，その本質は線，
図案，色などを利用した表現方法で形成した人物の造型芸術の美術作品であ
り，著作権法に基づき保護されるべきである。
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　しかし，係争作品のキャラクターは当該係争作品から分離して単独で著作権
作品として行使することができ，その著作権の帰属は証明が必要であると判決
された。また，Ｘは係争作品のキャラクターデザイン著作者及びその権利帰属
に対して証拠を提出していない。「最高人民法院の民事訴訟の証拠に関するい
くつかの規定」の２条によって，Ｘは権利主張の証明責任を履行していないこ
とに対して，Ｘは証明できない不利な結果を負うべきである。
　よって，中国法に基づき，Ｘの請求を認めない判決を下す。
　Ｘは一審判決を不服として湖北省高級人民法院に上訴し，一審判決を取り消
し，法に基づきＸの訴訟要求を支持し，Ｙが本件一審，二審訴訟費用を負うこ
とを判決するよう求めた。
　Ｘが主張していたその事実と理由は以下のとおりである。
第１，中国著作権法２条及び 11 条の規定に基づき，係争作品のキャラクター
の独創性に対して法に従って著作権を有する。
　①　係争作品のキャラクターは単独で存在することができ，いわゆる分割で
きる作品で，中国著作権法上の作品になっている。日本と中国はベルヌ条約同
盟国であり，係争作品及びそのキャラクターを独創的創作した作品に対してベ
ルヌ条約に従って中国著作権法に基づき保護されるべきである。
　②　Ｘは法に基づき日本円谷法人から許諾を得て，係争作品及びそのキャラ
クターの著作権を有する。
　③　福建省高級人民法院（2008）の第 208 号確定民事裁定，（2010）福建省
第 16 号，第 406 号の確定民事判決，福建省福州市中級人民法院（2008）の第
600 号民事判決，福建省泉州市中級人民法院（2009）第 257 号，第 1938 号民
事判決と浙江省の嘉興市南湖区人民法院（2010）の第 64 号民事判決などでは，
Ｘが法に基いて係争作品及びそのキャラクターの著作権を有し，Ｘが係争作品
及びそのキャラクターの適格な訴訟主体であることを認めていた。
第２，Ｘが本件で主張した権利とは，係争作品とそのキャラクター著作権であ
る。一審判決は「Ｘは本件で主張する権利の作品とはウルトラマンティガであ
り，そのキャラクターではない」という判決を出したため，誤りであった。
第３，Ｘから提出された証拠の３，４，７号で，係争作品の全てが著作権を有す
ることを証明している。一審裁判所が上述の証拠の証明力を認める一方，係争
作品及びそのキャラクター著作者の身分と権利の帰属について証拠を提出して
ない」という矛盾する認定の判決になっている。
第４，一審裁判所は係争作品とそのキャラクターの由来，設計者，著作権帰属
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および係争作品のキャラクターの許諾を得た事実に関する証拠を提供する責任
を負うという判旨を示したが，それはＸに不利な事実の推定を行うことであ
る。その理由とは，係争作品とそのキャラクターについて日本円谷法人が撮影，
完成させた作品であり，日本円谷法人が係争作品とそのキャラクターを創作し
た著作権者である。このような明らかである事実に対して，一審裁判所が，反
証できる証拠がない状況の下，Ｘの係争作品とそのキャラクター著作権を日本
円谷法人以外から得たと主観的に判断していた。よって，一審判決は中国著作
権法 11 条に違反する内容であった。
　これに対して，Ｙは二審法廷において口頭で反論した。すなわち，係争商品
を生産するメーカーは意匠権を取得し，出所も合法的である為，Ｘの上訴を退
け，一審判決を維持するよう求めた。
　Ｙは二審の証拠提出期間内に三つの証拠を提出した。証拠１で「中国商品バー
コードシステム会員証明書」のコピー，「個人経営者営業許可証」のコピー，
及び「中国国家強制製品の認証書」のコピーなどを提出し，係争商品の生産メー
カーである江門市新会区司前鎮新芸プラスチック製品工場の合法的な存在を証
明した。証拠２で係争商品という商標の商標登録証を提出した。証拠３で特許
番号 ZL200730056282.8，ZL200830042468.2 など 10 枚の意匠出願書類のコピー
を提出し，係争商品が意匠権を取得したことを証明した。
　ＸはＹが提出した証拠１の真実性，合法性に対して異議があり，証拠２は本
件と関連性がなく，証拠３は複製であるため，その真実性は認められず，かつ
係争商品の生産メーカー意匠権の取得はＸが著作権を得た後に取得したもので
あると主張したが，二審の証明期限内に新しい証拠を提出していない。

二　湖北省高級人民法院の判決主旨

　本裁判における，上述証拠に対する裁判所の意見は以下のとおりである。
　Ｙの証拠１に対して，Ｘはその真実性と合法性を否定している。しかし相反
する証拠を提出していないので，当該証拠の真実性と合法性を認可する。ただ，
一審裁判所がすでに係争商品が精瑞佳販売会社の商品であることを明らかにし
た。かつ他社を本件共通被告とするための追加申請をしてないため，この事実
を明らかにする必要はない。
　さらに，係争商品が他社から来たものであるか否かについて，Ｙが販売した
係争商品が合法的か否かの認定に影響しないため，この証拠は本件と関連性が
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ないので，採択しないこととする。
　Ｙの証拠２に対して，本件は著作権侵害事件であるので，生産メーカーが係
争商品の商品名称を商標として登録するか否かについて，当事件と関係がな
く，採択しないとする。
　Ｙの証拠３に対して，Ｙの提出した証拠が複製であり，しかも不明点があり，
係争商品のデザインと比較することができず，円谷作品とも比較できないた
め，この証拠は採用することができない。しかも，Ｙが主張した二つの意匠権
は，それぞれ 2007 年５月 21 日と 2008 年２月 29 日に登録されたものである。
日本での円谷作品の公開日（1996 年９月７日に初公開），及び日本円谷法人が
係争作品制作者として中国著作権機関で日本円谷法人作品の著作権を登録した
期日（2006 年 11 月 20 日登録）より遅い。従って，たとえ係争商品の生産者
が意匠権を取得しても，その意匠権で円谷作品に対抗することができないの
で，Ｙの意匠権を根拠にＸの著作権侵害を否定することができない。よって，
この証拠３も採用できない。
　二審では，一審で審査された事実を間違いなく，本裁判では法に基づき認め
ることとされた。
　また，二審で明らかになった事実とは，2009 年４月 13 日，上海市著作権局
で日本円谷法人からＸに著作権ライセンス契約が記録されており，その番号は
SH-2009-034 である。上海市著作権局の「著作権契約を記録する証明書」に
は日本円谷法人からＸに 16 部映画とテレビ作品（中国語版）を中国大陸地区
で（香港，マカオ，台湾を除く）複製，発行，賃貸，展覧など権利独占使用権
を専有許諾し，期限は 2009 年２月 13 日～ 2012 年１月 31 日までが記載されて
いる。しかし，上海著作権局で登録された内容を，2009 年２月 13 日にＸと日
本円谷法人間の契約書と比べると，著作権局登録では，日本円谷法人からＸへ
の係争作品の商品化権のキャラクターの複製権，発行権，商品化権を許諾した
内容が取り消されていた。
　また，二審ではＸの陳述中に円谷英二氏が 60 年代にウルトラマンのキャラ
クーを創作し，係争作品は円谷一夫氏が 90 年代にウルトラマンを基礎として
再創作した作品であると述べた。しかしＸはこの陳述に対する証拠を提出して
いない。係争作品に「制作：円谷一夫」，「制作：円谷制作株式会社　毎日放送」
と表示されている。
　当事者の訴えと抗弁によれば，本件の争点は，Ｘが係争作品とそのキャラク
ターの著作権を有するか否かである。



187中国裁判事例研究（9）

　従って，双方の争点は三つの内容を含んでいる。

１．係争作品のキャラクターが，中国著作権法 15 条２項に規定されている「単
独に使用することができる」の作品に属するか否か
　中国著作権法実施条例２項に「著作権法における著作物とは，文学，芸術及
び科学の分野における独創性を有し，且つ，ある種の有形的な形式で複製でき
る知的活動の成果をいう。」と規定されている。ここでいう「作品」は，必ず
三条件を具備する必要がある。１．作品は人類の智力成果であること。２．作
品は他人に客観的に感知される表現をしていること。３．表現に独創性がある
こと，である。係争作品のキャラクターは中国著作権法の意味上「作品」に符
合している。
　中国著作権法 15 条２項に「映画著作物及び映画の製作に類似する方式によ
り創作された著作物における脚本，音楽等の単独で使用することのできる著作
物の著作者は，その著作権を単独で行使する権利を有する。」と規定されてい
る。当該条項に「脚本」，「音楽」の２種類のみが単独で使える作品として定め
られているが，映画とテレビの作品の創作過程の中に，その作品のキャラクター
を創作する過程でもあるため，１つ著名なキャラクターは単独で特定作品で公
衆の想像中で生きることができる。キャラクターは個性的な役割と演出で，ス
トーリーを展開する映画とテレビの作品が部分と全体の関係に属し，二者は客
観的に表現上で分離することができる。且つ，市場経済の時代で，これらのキャ
ラクターが商業化に使われ，よい経済収益を生み出している。本事件中，係争
作品のキャラクターの外部の特徴と個性が子供に受け入れられ，係争商品は子
供の係争作品のキャラクターに対する好感を利用して，係争作品を複製し，意
図的に消費者に潜在する消費欲求を引き起こしている。そのため，係争作品の
キャラクターは一つの単独作品で，「単独で使用することができる」作品である。

２．係争作品の権利者がそのキャラクターの著作権を有するかについて
　中国著作権法 15 条では映画作品の全体著作権を映画制作者に与え，映画作
品が一つの作品として使われる時，映画作品の著作権者の制作者によって権利
行使しかできないと規定されている。例えば出版社が映画の脚本を出版するの
を望んで，レコード会社が映画主題歌について他の歌手による録音製品の発行
を製造する時，シナリオ・ライターと作詞作曲者の許可を得るべきで，映画制
作者の許可は必要ない。本件では，係争作品のキャラクターは映画とテレビの
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作品から独立した作品で，作者はその単独著作権を有する。
　Ｙは係争商品で係争作品のキャラクターを複製し，単独で使用可能のキャラ
クターを使用したが，係争作品の全体を使用していない。Ｘは日本円谷法人か
ら取得したのが係争作品の著作権であり，そのキャラクター著作権を主張する
ことはできない。係争作品では，そのシナリオ，音楽など単独使用できる作品
を単独使用するように，キャラクターの使用を主張する権利はない。従って，
Ｘは，係争作品のキャラクターの著作権を有すると主張している点については
法的根拠がなく，本裁判は支持することができない。

３．本件のキャラクターはどのような作品か，その権利はＸに帰属するか
　Ｙは係争作品のキャラクターが美術作品に属すると主張した。美術作品の著
作権はその権利者に帰属する。美術作品に関して，中国著作権法実施条例４条
で，中国著作権法３条の美術作品の意味に対して説明を行った。係争作品のキャ
ラクターの外部特徴を言うと，既述したように，作者は頭，目，顔，鼻，耳な
どの部位を誇張する創作手法で，ひとつのキャラクターを創作した。係争作品
の本質は中国著作権法上の線，図案，色などを利用した表現方法で形成された
人物造型の美術作品である。
　Ｙが販売した係争商品の図案から見ると，係争作品のキャラクターと同じ形
ではないが，係争作品のキャラクターのそれぞれの特徴を簡単に組合せただけ
であり，係争作品のキャラクターの基本的特徴が変わってない。係争商品では，
実際に係争作品のキャラクターの美術作品を使用した。これらも主に子供が複
製された係争商品に対して好感した主要な要素である。係争商品では係争作品
の外見の特徴を使い，その個性も利用した。
　しかし，中国著作権法ではキャラクター類の作品の保護を定めていない。知
的財産権におけるの国際制度から見ると，ベルヌ条約，万国著作権条約などは
いずれもキャラクター作品に対して保護を与えることを求めていない。そのた
め，係争作品のキャラクターとして中国著作権法で保護を得ることはできず，
美術作品として保護することしかできない。美術作品の著作権は美術作品の作
者に与える。係争作品の著作権者の日本円谷法人はそのキャラクターを使用し
て美術作品を撮影する際，この美術作品の権利の帰属について美術作品の作者
と約束したか否か，あるいは何を約束したかＸは証明を提出していない。かつ，
例え係争作品のキャラクターの美術作品の作者から日本円谷法人に許諾し，こ
の美術作品を使って係争作品を撮影しても，そのキャラクターの美術作品の作
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者がその権利を有することを排除することができない。そのため，本裁判所は
係争作品のキャラクター著作権がその美術作品の著作権者に帰属することしか
認定することができない。Ｘは係争作品のキャラクターの美術作品の著作権者
から許諾を得たことを証明する必要がある。係争作品の著作権者から許諾を得
たことに基づき，そのキャラクターの権利を主張することができる。しかし，
Ｘは係争作品のキャラクター美術作品の著作権者の身分，権利帰属などの証拠
を提出していない。最高人民法院の「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」の
２条によれば「当事者は自ら提出した訴訟請求に対する根拠，或いは相手の訴
求に反論する根拠を証明する責任がある。当事者の主張に対して，証拠がない
あるいは十分に証拠がない場合，証拠を提出すべき当事者が不利な結果を負
う」と規定されており，よって，Ｘは証明できない法的結果を負う必要がある。
　なお，例え，Ｘが係争作品のキャラクターの美術作品の著作権者の許諾を得
たと認定され，この権利で主張することができたとしても，中国著作権法 52
条には「……複製品が合法的な出所があると証明することができない場合，法
律の責任を負うべきである」と規定されている。Ｙの販売店は複製品の発行者
として，販売店経営の企業登録情報，販売店の発行した領収書，商品明細書な
ど，いずれも係争商品の出所について合法的な出所があると証明することがで
き，合理的な注意義務を尽くした。そのため，Ｘが係争作品のキャラクター権
利を主張しても，Ｙは損害賠償責任を負うべきではない。
　よって，中国民事訴訟法 153 条１項（１）の規定に基づき，上訴を棄却，原
審を維持する。

三　検討―本判決の争点と「盲点」

　本件の係争作品のキャラクターの著作権の紛糾で，湖北省高級人民法院はＸ
が係争作品の著作権を有する証拠（原画の著作者の許可）を提出することがで
きなかったこれを理由に，Ｘの訴求を退けた。従来の映画とテレビ作品の権利
者がキャラクターの著作権を有すべきという考えを覆し，キャラクター作品の
著作権は「原画」の著作権者に帰属すると判断した。
　本件で，キャラクター「原画」の著作権者の許諾の位置付けが明確に示され
た点，及びキャラクターを美術作品として保護すべき判断について，評価した
いと考える。しかし，本判決の結論に検討の余地があると考える。
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１．本件の争点
　本件ではＸが最終審まで全て敗訴している。中国湖北省高級人民法院の確認
した事実と，Ｘの主張からみると，次のようなものが挙げられる。
第一，ＸとＹの間の争点
　ＸはＹに対して，Ｙの係争商品で，Ｘの係争作品のキャラクターを侵害した。
これに対して，Ｙは係争商品がＸの著作権を侵害していない，Ｘが係争作品の
キャラクター著作権が有しないと反論した。その理由として係争商品の出所が
合法であり，係争作品のキャラクターが美術品であるため，その「原画」の著
作権をＸに許諾されていないと主張した。
第二，Ｘと裁判所間の争点
　本裁判所は係争商品が係争作品を侵害していることを認めたが，Ｘが係争作
品の著作権を持っている事を認めなかった。また，Ｘは本件係争作品の著作権
帰属について，係争作品は中国著作権法 11 条に基づき，日本円谷法人の著作
物であり，Ｘに利用する権利を許諾した。すなわち，「法人若しくはその他の
組織が主宰し，法人又はその組織の意思を代表して創作し，かつ法人又はその
組織が責任を負う著作物については，当該法人又はその組織を著作者とみな
す。反証がない限り，著作物に氏名を表示した公民，法人又はその他の組織を
著作者とみなす」（同法 11 条）。係争作品に日本円谷法人を表示しているし，
かつ，反証がないため，日本円谷法人が係争作品の著作権者と判断すべきとＸ
が主張した。
　しかし，本裁判所は日本円谷法人のみでＸに係争作品のキャラクターである
ティガを許諾することができないし，係争作品のキャラクターの著作権者から
許諾を得るべきであるため，同法３条を適用し，美術品として保護することが
できる。本裁判所は日本円谷法人が係争作品のキャラクター著作権を有しない
ことになると考える。

２．本判決の「盲点」
　本判決には幾つか不透明な判断基準があると考える。
　第１　上海著作局の登録効力と契約効力の順位について
　本件判決で，上海著作局で登録した日本円谷法人からＸに許諾した係争作品
使用権の内容が，日本円谷法人とＸの許諾契約内容と異なっている。許諾契約
書に係争作品とそのキャラクターの使用を含む独占的ライセンス内容が記載さ
れていたが，上海著作局の登録には，その内容が記載されていないという理由
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で，Ｘのキャラクター著作権が否定された。
　「中国作品任意登録試行方法」２条には，「著作権登録が任意であり，登録し
なくても，著作権が保護される。」と規定されている。紛争が有った場合，登
録された著作権の効力有無について裁判所の判断に委ねられている（中国行政
訴訟法 31 条）。一方，中国契約法 44 条には「法に基づき成立した契約は成立
した時点で効力を発することとする。法律及び行政法規により契約の効力に関
しては，許可，登録等の手続を経なければならないと規定されている場合は，
その規定に従う」と規定されている。本件で日本円谷法人とＸの契約は成立し
た時点で効力を発する契約であると考えられる。しかし本件では，上海で登録
した日本円谷法人とＸの係争作品に関するライセンス契約の内容が不一致の場
合，どのようにして上位下位で判断されたかについて言及していなかった。こ
れが残された本件の「盲点」と考える。
　第２　「合法的出所」の判断基準
　中国法では「合法的出所」の判断基準が定められていない。一般論（3）から見
ると主観的と客観的の二要件から判断する。主観的とは，故意ではなく，知ら
なかったことである。客観的とは，製品製造業者が正規メーカーであり，製品
包装，中国語表示，製造メーカーの記載などを有することである（中国製品品
質法 27 条）
　本判決で「係争商品は子供の係争作品のキャラクターに対する好感を利用し
て，係争作品を複製し，意図的に消費者に潜在する消費欲求を引き起こしてい
る。」というＹの故意的意図を認めたが，判決の後段部分には「例え，Ｘが係
争作品のキャラクターの美術作品の著作権者の許諾を得たと認定し，この権利
で主張することができたとしても，Ｙは賠償責任を負うべきでない。その理由
として，係争商品の出所について合法的（供給業者は正規メーカー）であると
証明することができる。」と判断した。本判決の結論によれば，Ｙの商品出所
が正規メーカーであれば，故意で違法製品を販売しても問題ないということに
つながりかねない。
　中国の漫画「喜羊羊」（シーヤンヤン）のキャラクター侵害事件では，正規メー
カーであるため，重い注意義務を負うべきとの判決があった。これも本件で残
された「盲点」であり，中国著作権法の「盲点」でもある。

（３）�　万玉明「合理的に商社が販売した商品の合法出所を制限する。中国語：合
理界定商家所售商品的合法来源」，中国知識産権報（2013 年３月１日）
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四　本件からみた著作権ライセンス契約の留意点（4）

　日本と中国は WTO ／ TRIPs 協定の同盟国であり，ベルヌ条約の同盟国で
もあるため，著作権に関する保護は無条件で自動的に発効される。しかし，中
国における著作権侵害責任は，中国法が適用される（2011 年４月１日施行さ
れた中国渉外民事関係に関する法の適用法第 50 条）。さらに，著作権帰属につ
いて，日本と中国の立法で異なる点がある。

１．中国における著作権の帰属について
　11 条によれば，「著作権は著作者に属して，この法律に別段の定めのある場
合はこの限りではない。」著作者の資格を有する人は以下の基準に従って著作
者を決定する。
①　著作物を創作した公民は著作者とする。法人若しくはその他の組織が主宰
し，法人又はその組織の意思を代表して創作し，かつ法人又はその組織が責任
を負う著作物について，当該法人又はその組織を著作者とみなす。
②　反証がない限り，著作物に氏名を表示した公民，法人又はその他の組織を
著作者とみなす。
　著作権の帰属する特殊な規定について，以下のとおりである。
①　著作物を翻案，翻訳，注釈，又は整理することにより生じた著作物の著作
権は，翻案，翻訳，注釈，又は整理した者が享有する（同法 12 条）。
②　二人以上の者が共同で創作した著作物の著作権は，その共同著作者が共同
で享有する。共同創作した著作物を分割して使うことができる場合，著作者は
それぞれ創作する部分に対して単独で著作権を有する（同法 13 条）。
③　編集著作物の著作権は編集者が享有する（同法 14 条）。
④　映画著作物及び映画製作に類似する方式により創作された著作物の著作権
は，製作者が享有する。脚本，音楽等の単独使用することのできる著作物の著
作者は，その著作権を単独行使する権利を有する（同法 15 条）。
⑤　職務著作物について，法人あるいはその他の人に帰属すべき場合を除き，
その著作権は職務著作物の著作者が有する（同法 16 条１項）

（４）�　円谷英明『ウルトラマンが泣いている―円谷プロの失敗』，講談社現代新
書（2013 年），137 頁以下参照。
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⑦　委託を受けて創作した著作物の著作権の帰属は，委託者及び受託者が契約
で定める。契約に明確な約束がない，又は契約を締結していない場合には，著
作権は受託者に属する（同法 17 条）。
⑧　美術等に係る著作物の原著作物の所有権の移転は，著作権の移転とみなさ
ない（同法 18 条）。
⑨　著作権が公民に属する場合において，当該公民が死亡した後，同法第 10
条１項５号から 17 号に規定された複製権，発行権及び報酬の取得権等が保護
期間内に相続法の規定に基づいて相続人に移転し，相続人が享有する（同法
19 条１項）。
⑩　著作権が法人又はその他の組織に属する場合において，法人又はその他の
組織が変更又は終了した後，同法第 10 条１項５号から 17 号に規定された複製
権，発行権及び報酬の取得権等この法律に定める保護期間内に当該権利義務を
継承する法人又はその他の組織が享有する。当該権利義務を継承する法人又は
その他の組織が存在しない場合には，国が享有する（同法 19 条２項）。

２．キャラクターの保護について日・中法の適用の相異
　キャラクター（The Right of Merchandizing Right，中国語：商品化形象権）
とは，漫画，アニメ，ゲーム，イラストなどの登場人物（動物や架空の創造物）
を含む。一般論からみると，キャラクターが商標，商号，著作権と密接な関係
を有する。従って，日本と中国ともキャラクターの「原画」は美術作品として
著作権法に基づき保護されている。
　著作権法の保護期間は日本・中国とも著作者の生涯及びその死亡後の 50 年
間とされ，法人の場合著作物の最初の公表日から起算して 50 年間となってい
る。商標法の保護期間は，日本・中国とも 10 年ごとに更新申請することで，
継続使用することができる。特許法の保護期間だが，中国の場合，形式審査で
意匠権を与え，出願日から 10 年間保護される。これに対して，日本の場合意
匠法に基づき，登録した後 20 年間保護される。さらに不正競争防止法に基づ
き，キャラクターを保護することができるが，日本では侵害の事実を知った時
から３年あるいは侵害行為開始から 10 年以内に差止請求を行うことができ
る。一方，中国の不正競争防止法は時効について定められていないが，中国民
法通則 135 条によれば，時効は原則２年であり，権利侵害された場合，知るべ
き日から 20 年以内に損害賠償を求めることができる（同法 137 条）。
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３．著作権ライセンス契約の注意点
　著作権ライセンス契約する際，一番注意すべきなのが，「原作」の著作権者
と書面契約した書類を用意することである。中国における著作権帰属の基本原
則からみると，二次的著作物を利用していながら，「原作」の著作権者と関わ
る場合が少なくないのが現状である。従って，ライセンス契約を締結する際に
以下の内容に注意する必要がある。
第一，映画あるいは映画と類似著作物を共同作成した場合
　ライセンサー（許諾者）と「原作」著作権の関係を確認することが重要であ
る。本件のようにウルトラマンティガシリーズ映画とテレビ作品に「制作：円
谷一夫」，「制作：円谷制作株式会社　毎日放送」の双方が表示されている場合，
Ｘは円谷制作株式会社と契約を締結したが，円谷制作株式会社と円谷一夫及び
毎日放送の関係について，書面で確認できるものが必要となる。つまり円谷一
夫及び毎日放送の双方から円谷制作株式会社へ譲渡されたか否かについて確認
が必要となる。
第二，キャラクター，音楽及び写真が存在する場合
　キャラクター，音楽の場合，当該「原作」が職務作品か，あるいは委託作品
かなど状況を確認する必要がある。それぞれ状況を書面で証明する必要があ
る。また，音楽の DVD カバー上の写真の著作権の帰属状況も留意する必要が
ある（5）。
　職務著作物に関する日本と中国の規定は，一見類似しているが，異なる点が
ある。日本著作権法 15 条によれば，職務著作物の著作者は法人である。これ
に対して，中国著作権法には，職務著作物の著作権帰属は２種類に分けること
ができる。一つは職務著作物の著作権は法人に帰属するが，作者は氏名表示権
を有する場合。もう一つは著作権は作者に帰属するが所属法人が当該職務作品
の優先的使用権利を有する（中国著作権法 16 条）場合である。従って，著作
権ライセンス契約を締結する際，この点を明確に識別することが必要となる。
　最後に，独占ライセンスか否かについて中国著作権局に登録する際，ライセ
ンス契約と同じ内容を登録する必要がある。登録は任意で，形式審査のみだが，
紛争が発生した際には，著作権者の証拠として提出することができる。

（５）�　「女子十二楽坊 BEAUTIFUL�ENERGY」の事件に関する諸法律問題，2006
年４月 26 日中国上海高級人民法院�侵害差止・損害賠償判決
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終りに

　本件判決が確定された後，Ｘは上海著作権局に日本円谷法人とＸのライセン
ス契約と同じ内容で，係争作品とそのキャラクターの著作権を有する事を登録
した。その証拠として，Ｘは中国の再審制度を利用して，最高人民法院の再審
を求めた。しかし，最高人民法院はこの証拠が確定判決後に行われたものであっ
て，本件証拠として認めなかった。よって，Ｘの主張は認められなかった。
　私見として，本件でＸは敗訴したが，同様な侵害事件が生じる場合起訴する
ことが必要である。そうしなければ，本件のような侵害商品が多量に増えるお
それがある。


