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要 約
フランスにおいては，著作権制限規定は厳格に解釈され，条文に根拠をもたない権利制限は許されないの
が原則である。しかし，フランスの裁判所は，厳格解釈を「尊重」しつつも「墨守」はしない。裁判所は，
不文の権利制限としての付随理論（théorie de lʼaccessoire）を，長い時間をかけて作り上げてきたのであ
る。付随理論は 20 世紀の初めに，公開の場所に設置された著作物の撮影をめぐる紛争から誕生し，1957
年の現行著作権法制定時に明文化されることなく，その後も下級審判例として生き長らえた。1995 年に
破毀院によって認められ，2000 年代には公開の場所に設置された著作物以外にも適用されるようになり，
最近の裁判例においては，その理論的根拠や実際の適用範囲に変化がみられる。本稿は，付随理論に関する
裁判例を主たる検討対象とし，学説にも少し触れつつ，厳格解釈の原則と事案の妥当な解決との間で苦心す
るフランス著作権法の姿を，浮き彫りにすることを目指すものである。

(6)
（から「一定の特別な場合」要件を省いたもの）
を明

１．はじめに
フランス著作権法（知的所有権法典第 1 部）(1) にお

文で規定している。

ける権利制限規定は，著作権に関する L. 122-5 条，隣
接権に関する L. 211-3 条，およびデータベースのいわ

権利制限規定に対するフランス法の伝統的かつ現在

ゆる sui generis 権に関する L. 342-3 条である。これ

も 支 配 的 な 立 場 は，そ の 厳 格 解 釈 で あ る。こ れ を

らの条文に規定されている様々な権利制限規定から，

「オーソドックス・モデル」と名付ける先行研究もあ

本稿の主題からみて重要な規定を拾い上げて，紹介し

る(7)。厳格解釈は，以下のような論理をたどって導か

ておこう(2)。

れる。

ま ず，著 作 物 の 私 的 な 上 演・演 奏 に つ い て は L.

フランスでは著作権の内容は包括的（synthétique）

122-5 条 1 項 1 号，私的複製については同条項 2 号が

に，いわば一般条項として定立されている（L. 122-1

規定する。しかし，本稿で問題にするのは私的な領域

条参照）
。その一方で，制限規定は個別具体的（ana-

にとどまらない著作物利用である。その場合に重要な

lytique）に記述されている(8)。ここから，著作権の保

のは，同条項 3 号ａと 4 号である。前者は「短い引用」

護が原則で，制限規定は例外であるという考えが導か

につき，後者はパロディ（もじり）・パスティーシュ

れる。そうである以上，
「例外は厳格に解釈すべし」と

（模作）
・カリカチュール（戯画）につき，共に 1957 年

の法諺にならうべきであるとされる。具体的には，次

(3)

から存在する規定である 。

のような解釈態度がとられる。

ま た，同 条 項 3 号 ｅ は，2006 年 8 月 の い わ ゆ る
(4)

(5)

まず，制限規定は限定列挙であり，条文に明示され

DADVSI 法 により，2001 年の EC 情報社会指令 を

ていない場合について，裁判所が著作権を制限するこ

国内法化して導入された，教育目的の利用に関する例

とは許されない。次に，制限規定の適用があるのは，

外規定である。さらに，同条項 9 号も，同じ経緯で導

問題の利用行為が条文の要件を完全に満たす場合のみ

入された，報道目的の美術著作物の利用に関する例外

である。そして，制限規定を，著作物利用者に有利な

規定である。

方向に拡大解釈することは許されない（著作者に有利

最後に，L. 122-5 条 2 項は，いわゆる三段階テスト
パテント 2012
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その一方で，フランスの裁判所が厳格解釈を「尊重」
しつつ「墨守」はしないことも，先行研究によって明
(10)

告もカメラの存在を知り撮影を黙示に許諾していたこ
とが，解決の決め手となっている。しかし判決文には，

。というのも，長い時間をかけて

「人は皆，街頭（la rue）にあるものを見て，写真や映

裁判所により育まれてきた，不文の権利制限としての

画に撮影する権利を有する」という重要な一節が残さ

付随理論（théorie de lʼaccessoire）があるからである。

れた。そして結論として，被写体とされた個人がその

本稿は，付随理論の誕生から最近の運用に至るまでの

ことを知って抗議してくるまでは無断撮影は合法であ

裁判例を主たる検討対象として，厳格解釈の原則と事

り，抗議後も，すぐに肖像を削除すれば原告に損害は

案の妥当な解決との間で苦心するフランス著作権法の

発生しないと判示された。この街頭撮影の自由という

姿を，浮き彫りにすることを目指している。

考え方が，付随理論の基礎にあるとされている(17)。

らかになっている

被写体が公開の場所にない場合は，街頭撮影の自由

２．裁判例にみる付随理論
(11)

に出番はない。セーヌ民事裁判所 1952 年 2 月 15 日判
の

決［城館絵はがき］(18)は，公道から遠く離れた私有地

最新の（最も広い適用可能性をもつ）姿を先に示して

の中で，さらに壁に囲まれた庭園の中に建っている城

おこう。それは，写真Ａまたは映画Ｂに，他人の美

館を，その所有者兼建築の著作者に無断で絵はがきに

破毀院判例と有力説

(12)

が描き出す，付随理論

(13)

術

・写真・建築の著作物が無許諾で写り込んで（あ

複製する行為は，著作権と所有権の侵害であるとした。

るいは写し込まれて）おり，その創作的特徴が感得で
きる場合でも，当該他人の著作物がＡやＢの主たる構

街頭撮影の自由と著作権の保護が実際に衝突し，付

成要素とはいえず，ＡやＢの作品としての主題からみ

随理論にさらに近付く判断が示されたのが，ミルクー

て付随的であるにすぎない場合には，著作権侵害の成

ル商事裁判所 1924 年 7 月 10 日判決［記念碑除幕式絵

立は否定されるという考え方である。

はがき］であった(19)。この事件では，公開の場所に建

しかし，付随理論は当初からこれほどの広がりを

立された第一次世界大戦戦死者記念碑の除幕式の様子

もっていたわけではない。1957 年 3 月 11 日の現行著

を，碑の著作者である彫刻家からの著作権譲受人に無

(14)

が成立する以前，すなわち 1791 年法と 1793

断で撮影し，絵はがきにして販売した行為が問題とさ

年法の治下に遡って，その誕生の様子をみてみよう。

れた。判決は簡潔に，絵はがきが碑そのものを主要な

作権法

目的としており「Le Monument」と題していることを
２−１．その誕生―公開の場所の撮影をめぐって

理由として，複製権侵害の成立を認めた。しかし，こ

公開の場所を写真や映画に撮影する行為は，写され

の判決を，絵はがきの主題が碑そのものではなくその

た人，写された物の所有者，そして写された著作物の

除幕式である場合には，著作権者に無断で碑を撮影で

権利者との間に，紛争を引き起こすことがある。フラ

きることを認めたものと読む論者もいる(20)。

ンスでは 20 世紀初頭から，絵はがきや映画をめぐる
事案の解決としては複製権侵害を肯定しつつ，付随

事案を中心に，裁判例が記録にとどめられている。付

理論を判決文に残したのが，ラバ控訴院 1955 年 12 月

随理論はここから誕生した。

12 日判決［モロッコ公共建築絵はがき］である(21)。こ
最初に紹介するのは，ナルボンヌ治安裁判所 1905
(15)

の事件においては，著名な建築家がモロッコに建設し

。この事

た多数の公共建築を，ある写真家が，建物を所有する

件では，正午に教会から出てくる人々を撮った記録映

モロッコ王国の許諾の下に写真撮影した。そして，写

画の中に，原告が映っていた。そのことを人づてに

真は絵はがき・書籍・観光案内冊子等に多数複製され

知った原告が映画製作の責任者に抗議し，原告の姿は

た。建築家が写真家を相手どり，著作権侵害の刑事訴

フィルムから削られた。その後，原告は損害賠償を求

訟を提起した。第一審では無罪判決が下ったが，控訴

めて提訴したが，請求は棄却された。

審では有罪となった。論点は，(1)写真撮影が建築著

年 3 月 4 日判決［記録映画肖像権］である

この事件では，事案は著作物ではなく個人の肖像を
めぐるものであり

(16)

，記録映画の場合には写される

人々から事前に許諾を得るのが困難であることや，原
Vol. 65
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作物の複製といえるか，(2)公開の場所に建てられた
公共建築は自由に写真撮影できるか，(3)国の許諾は
違法性を阻却するかであった。そのうち(2)について，
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ラバ控訴院は，公開の場所に建てられた著作物にも著

り絵はがき］がある(26)。これは，パリのレンヌ通りの

作権保護は及ぶが，それが溶け込んでいる全体の中の

絵はがきにモンパルナスタワーが写っている場合，タ

一要素としてであれば，誰もが，建物や広場や彫刻を

ワーの建築家の許諾は不要であると判示したものであ

自由に複製しうると明確に述べた。しかし本件の場

る。その理由は，タワーは実際の風景の一部として

合，建物はそれをとり囲む他の建物や自然の風景から

写っており，その風景はあらゆる保護を受けないから

切り離され，写真の構図の唯一とはいえないまでも主

であるとされている。詳細は明らかではないが，地図

要な構成要素になっているので，自由に複製できる場

で見るとレンヌ通りはサン・ジェルマン大通りとモン

合にはあたらないとされた。

パルナス大通りを結ぶ長い通りで，モンパルナスタ
ワーに最も近い端でもタワーから約 400m，最も遠い

以上みてきたように，付随理論は，碑文のように簡
潔な 1791 年法および 1793 年法の下で，公開の場所に

端では 2km 以上離れている。タワーは遠景として
写っているのであろう。

設置される美術や建築の著作権保護と街頭撮影の自由

次にパリ控訴院 1990 年 10 月 23 日判決［ラ・ジェ

と を 調 和 さ せ る た め，裁 判 例 に よ っ て 生 み 出 さ れ

(27)
である。これは，やはりパリの科
オード絵はがき］

た(22)。この時代のフランスには，日本の現行著作権法

学・産業都市にあるラ・ジェオードという鏡張りで球

46 条のような，公開の場所に恒常的に設置されている

体をなす現代建築の絵はがきを，建築家から著作権を

こと自体を権利制限の根拠とする考え方は生まれな

譲り受けた法人に無断で作成した事案である。パリ控

かった。その結果，著作権法が社会に根を下ろせば下

訴院は第一審判決同様，1957 年法は公開の場所に設置

ろすほど，そういえばこの建物も，この噴水も，と

された著作物の著作権を制限する規定を有しないの

いった具合に，美しいフランスの街頭は誰かの著作物

で，これらの著作物の複製の許否は著作権者の判断に

に囲まれるようになった。街頭でこれまで同様に自由

委ねられるとした。そして，問題の絵はがきを検証し

に写真や映画を撮り，それを公衆に伝達できるように

た結果，第一審被告が付随性を主張するのとは反対

(23)

するためには，付随理論が必要だった

。しかし，

1957 年 3 月 11 日法の立法者は，この点について規定

に，ラ・ジェオードは主要な被写体となっているので，
複製権侵害が成立すると判断した。

を置かなかった。

公開の場所に設置された著作物の事案だが，付随理

学説はどう受け止めたか。デボワは，1957 年法に規

論というよりは，むしろデボワ的な本質的特徴理論に

定ができなかったことは，旧来の裁判例を通用させる

よる解決がなされた判例もある。破毀院 1987 年 7 月

立法者意思の表れとも考えられるとし，公道上の著作

(28)
は，プジョー 305 という
16 日判決［プジョー広告］

物を楽しむ公衆の権能，それを複製し伝達する芸術家

自動車の広告に，パリ・デファンス地区の公開の場所

や写真家の権能をその根拠としている。ただし，デボ

に設置された噴水のごく一部が写り込んだ事例であ

ワ自身は，1957 年法に 41 条（現 L. 122-5 条）1 項 3 号

る。裁判所は第一審から一貫して侵害を否定したた

（引用・報道比較・公開の演説等の自由利用に関する権

め，著作者側が上告した。破毀院は，写り込んだ部分

利制限規定）ができた以上，今後は，著作物が小さく

は噴水の特徴的な輪郭を公衆に伝えておらず，著作物

写っているなどその特徴がわからないような利用のみ

の部分複製とすらいえないとして，上告を棄却した。

が適法となるだろうと述べ，厳格解釈の立場をとって
いる(24)。

そして 1995 年，ついに破毀院が付随理論を承認す
る。

２−２．その確立

破毀院 1995 年 7 月 4 日第 2 判決［マイヨール彫

それから 1995 年まで，フランスの裁判所は，公開の

「傑作の危機」という題名の，パリのチュイ
刻］(29)は，

場所に設置された著作物について，付随理論を適用し

ルリー庭園等に関するテレビのドキュメンタリー番組

(25)

。ここでは，旧法下の

に，同庭園内に設置された，A. マイヨールによる複数

裁判例との連続性を示すため，そのうちのいくつかを

の彫刻が写されたという事案である。第一審では付随

簡単に紹介しておこう。

理論の適用により著作権侵害が否定されたが，控訴審

た下級審判決を蓄積してきた

まず，パリ控訴院 1990 年 11 月 27 日判決［レンヌ通
パテント 2012
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場所に設置された著作物を付随的に利用することを許

ま ず，破 毀 院 2000 年 12 月 20 日 判 決［マ レ・ス

容する規定はどこにも存在しないとして，侵害を認定

(33)
ティーブンスいす］
がある。これは，テレビコマー

した。第一審被告の公共放送局が上告したが，上告は

シャルに複数の 1930 年代の名作いすが写し込まれた

棄却された。破毀院は，
「公開の場所に設置された著

事例である。控訴審判決が侵害を認定したため，第一

作物の上映は，それが主題に対して付随的である場合

審被告のコマーシャル製作会社は，いすが部分的にか

のみ適法である」と明言した上で，本件の事案に対し

つ暗いところで写っているにもかかわらず，判決はそ

ては，
「彫刻の全体がアップで映され，そのような撮影

の特徴が公衆に伝達されたかを十分に検討していない

方法が主題との関係で必要といえないときは，彫刻自

と主張して上告した。しかし，上告は棄却された。そ

体が意図的に提示されているので，適法とはいえな

の際，上告理由が本質的特徴理論の系統に属する主張

い」という判断を下した。付随理論は，こうして判例

であったにもかかわらず，破毀院は，これに付随理論

法理として確立した。

で答えた。破毀院は，確かにいすの登場時間は短い

マイヨール彫刻事件と同じ日に同じ法廷で，引用に
関する重要な判決が下されたことも見逃せない。破毀

が，熟慮の上で繰り返し登場しているので，単に付随
的であるとはいえないと判示したのである。

(30)

院 1995 年 7 月 4 日第 1 判決［ヴュイヤール壁画］

は，上記第 2 判決と同じ公共放送局が放映した，演劇

次に，破毀院 2001 年 6 月 12 日判決［書籍表紙写

界の事情に関するドキュメンタリー番組に，シャンゼ

真］(34) である。この事件では，書籍のテレビコマー

リゼ座構内のバー兼喫煙室に設置された，E. ヴュイ

シャルに，当該書籍の表紙の風景写真の全体がはっき

ヤールによる壁画が写り込んでいたという事案に関す

りと写っていた。写真の著作者は，表紙への複製しか

るものである。こちらの事件では一貫して引用が争点

許諾していないので，これは無断複製および無断上映

となり（公開されていない場所にある著作物に付随理

であるとして提訴した。控訴審判決は著作権侵害を否

論を適用するという発想はまだない）
，第一審判決は

定した。写真の著作者が，正当な著作権料を得る権利

その成立を認めたが，控訴審で逆転した。そこでは，

の侵害や契約解釈の誤りを理由に上告したが，上告は

美術著作物の全体が写っていれば，放映時間が短かろ

棄却された。破毀院はここで，写真の上映は書籍の宣

うと番組主題と関連性があろうと，引用は成立しない

伝というテレビコマーシャルの主題に対して付随的で

とされた。公共放送局が上告したが，破毀院は控訴審

あり，当該テレビコマーシャルは写真の著作物を公衆

の上記判断を支持し，上告は棄却された。このよう

に伝達しているわけではないという，注目すべき判断

に，L. 122-5 条 1 項 3 号ａの「短い引用」という文言

を示している（どこに注目すべきかは２−３−２で詳

もまた厳格解釈されるのであり，フランスでの美術著

述する）。

作物引用の判断基準は，日本法に比べて厳しいといえ
る(31)。そして，そのことが，次にみるような付随理論
の展開につながっていく。

(35)
が
さらに，破毀院 2003 年 11 月 13 日［ユトリロ］

ある。事案は以下の通りである。1997 年 6 月から 10
月まで，ユトリロの絵画の展覧会が，地方の某美術館

２−３．その展開

で開かれていた。同年 8 月に，それを紹介するルポル

２−３−１．公開の場所に設置された著作物以外への

タージュが，公共放送局 France 2 の（NHK BS1 を通

適用

じて日本でも見られる）夜 8 時の全国ニュースの中で

マイヨール彫刻事件以降，付随理論は破毀院による

放映された。ルポルタージュは 2 分 8 秒で，その中に

統制に服することとなった。そして破毀院は，2000 年

は，某美術館の場所と建物の紹介やユトリロに関する

以降，非公開の場所における著作物の写し込みをめぐ

映画の 1 シーンと共に，展示された絵画のうち 12 枚

(32)

。以下

の全体が写っていた。France 2 は絵画の撮影にあた

では，そのような破毀院判決 3 つを紹介する。特に 3

り，某美術館の許諾は得たが，ユトリロの著作権者の

つめは有名なので，下級審の判断も含めて，少し詳し

許諾を得ていなかった。

る紛争にも，付随理論を用いるようになった

第一審は，絵画全体が映っているので引用は成立し

く紹介する。

ないとしたが（２−２のヴュイヤール壁画事件参照），
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この場合は権利者の許諾は不要であることを，欧州人

が，付随性の認定はむしろ阻害しかねない）。

(36)

権条約 10 条（表現の自由） を根拠に，公衆が展示の

そこで立法的解決がなされた。本稿１ですでに少し

内容を迅速的確に知る権利から導いた。その際，業界

触れた報道目的の美術著作物の利用に関する例外（L.

慣行を補強的な根拠として用いてもいる。

122-5 条 1 項 9 号）は，EC 情報社会指令 5 条 3 項ｃを

控訴審は，著作権者の控訴を一部認容した。引用に

2006 年に国内法化したものであると同時に，ユトリロ

関する判断は原審を是認する一方，過去に無断利用実

事件をきっかけに(38)，報道機関等の強いロビー活動を

績があったことがそのまま慣行といえるわけではない

受けて創設されたものであるといわれている(39)。

等と述べ，欧州人権条約 10 条 2 項の「他人の権利」に
著作権も含まれることを根拠に，公衆に知らせるため

２−３−２．権利制限から排他権の限界へ
より最近になって，付随理論は，その理論的根拠に

であっても，著作権者に無許諾で著作物の全体を放映

関して，新たな展開をみせ始めている。それを一言で

してはならないとした。
France 2 が上告したが，破毀院は上告を棄却した。

いえば，
「付随的利用もいちおう著作者の排他権に服す

判決は上告理由第 1 点（引用の規定と付随理論の解

るが，裁判所は明文の根拠なく権利制限しうる」とい

釈・適用）に対し，まず原判決の引用関連の判示を正

う考え方から，
「付随的に利用された著作物は公衆に伝

当とし，それに続けて，この上映は熟慮の上でなされ

達されていないから，その利用はもともと排他権の範

ており，単に付随的とはいえないことから，原判決は

囲外にあり，裁判所は非侵害の判断を下しうる」とい

正当であると答えた。上告理由第 2 点（慣行の存在）

う考え方への変化である(40)。後者は，裁判例において

については，原判決の判示を正当と認めた。上告理由

は，２−３−１でみた 2001 年の書籍表紙写真事件破

第 3 点（欧州人権条約 10 条との関係）に対しては，

毀院判決に，すでに垣間見えていた（同判決下線部参

(1) 立 法 者 は 著 作 権 保 護 に 対 し て L. 122-5 条 や L.

照）。それは，ここで詳しく紹介するテロー広場事件

122-9 条のような適切な例外規定を設けていること，

の破毀院判決によって，ややあいまいながらも繰り返

(2)絵画を違う方法で映したり，著作権者の許諾を得

(41)
され，Être et avoir（エートル・エ・アヴォワール）

たりなど，報道目的達成のためには他にもやり方が

事件のパリ控訴院判決において，明確に示された。
そして，Être et avoir 事件の破毀院判決は，上告理

あったことを理由に，条約違反はないとした。

由による厳格解釈の主張に対し，実定法の範囲を拡大
この頃の付随理論は，公開の場所に設置された著作

させてそれに基づく権利制限を正当化するというこれ

物という当初の適用範囲を離れ，特に視聴覚著作物の

までにない判断を示したが，ここでは判決文の紹介に

撮影の局面で，権利制限規定の代替的機能を果たすよ

とどめ，検討は２−４に譲りたい。

うになってきたように思われる。そのポイントは 2 つ
ある。まず，それまでは偶然的かつ／または不可避の

付随理論の展開は，理論面にとどまらない。それは，

写り込みのみを扱っていたのに対して，意図的な写し

公開の場所に設置された著作物以外に適用されるよう

込みにまで，その守備範囲を広げたことである。次

になった後も，いわば「伝家の宝刀」であり，その適

に，書籍表紙写真事件やユトリロ事件にみられるよう

用により著作権侵害が否定されることは稀であった。

に，著作権譲渡契約

(37)

や引用規定の著作者に有利な厳

つまり，付随性は簡単には認められなかったのである。

格解釈がもたらす不当な結果を，補うようになったこ

例えばマレ・スティーブンスいす事件のように，被利

とである。

用著作物がはっきり写っていなくても，熟慮の上で繰

しかし，そのように変化を遂げた付随理論によって

り返し写し込まれているときは認められないし，逆に

も，ユトリロ事件は解決できなかった。展覧会の報道

ユトリロ事件のように，上映時間が短くても，被利用

するために撮影が不可避とはいえない 12 枚もの絵画

著作物の全体がはっきり写っていれば認められない。

を，熟慮の上ではっきりと写すのは，付随性で説明で

認められたのは，著作権譲渡契約の解釈に紛争の本質

きる範囲を超えた，絵画そのものの意図的な上映であ

があるような事案（書籍表紙写真事件）のみであった。

ると考えられたのであろう（なお，
「報道のために必要

公開の場所に設置された著作物の絵はがきや広告へ

である」という事情は，引用の成立にはプラスに働く

の撮影をめぐる，より古典的な事案でも同様である。
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よほど遠景にあれば付随理論の適用があるが（レンヌ

改修部分が美術ないし建築の共同著作物であることを

通り絵はがき事件）
，アップなら基本的に侵害である。

認め，公開の場所に設置された著作物にも原則として

あとは，一部分のみが写っていたり，ピントが合って

著作者らの複製権は及ぶことを確認した。しかし，以

いなかったりする場合に，本質的特徴理論による解決

下のように判断して侵害は否定した。すなわち，本件
の場合，改修部分である広場とそれを囲む歴史的建造

（プジョー広告事件）に頼る他はない。
しかし，テロー広場事件と Être et avoir 事件は，共

物とは分かちがたく結びついており，歴史的建造物を

に侵害否定の結論をとっており，付随理論の事案への

撮ろうとすれば，必ず改修部分の一部が写ってしま

あてはめにおいても，裁判所の最近の変化を感じさせ

う。実際，問題となった絵はがきにも必ず 1 つは歴史

る。そのため，2 つとも事案を詳細に紹介する。

的建造物が写っている。このことからすれば，改修部
分は，テロー広場全体の眺望という主題に対して付随

(1)

的に複製されているにすぎない。改修部分の複製を禁

テロー広場事件

この事件は，公開の場所に設置された著作物を絵は

じることは，公共の歴史的建造物の複製を禁じること

がきに複製したという，たいへん古典的な事案に関す

と等しいので，認められない。その一方で判決文に

るものである。しかし，前述したように，理論および

は，
「礼儀としては」氏名表示をするほうが望ましいと

事案へのあてはめの両面で，これまでの裁判例とは区

いう一節もみられる。

別すべきものとなっている。

著作者らの控訴（美術著作者団体も控訴審から参

事案は以下の通りである。リヨン市役所の西側にあ

加）に対して，控訴審のリヨン控訴院 2003 年 3 月 20

るテロー広場は，20 世紀の終わりに改修された。改修

日(44)は，判決を一部変更した。すなわち，夜景の絵は

部分のうち広い面積を占めるのは，広場の地面を淡色

がきに関しては，噴水の照明を創作した第三の共同著

の石 材で 同 じ大 き さ の 69 個 の 正 方 形 に 区 分 け し，

作者が訴訟当事者となっていないことを理由に，請求

個々の正方形の中心に色の濃い石材を配して，さらに

は受理できないとした(45)。それらを除く昼間の風景

その中心に小さな噴水とそれを照らす照明とを設けた

の絵はがきに関しては，第一審と変わらない付随理論

部分である。それを囲むように，広場の北端には背の

による侵害否定の判断がなされた。ここでも，1 枚 1

高い，南端には背の低い，色の違う石材で縞模様に作

枚の写真の内容に即した判断はなされていない。

られた柱が立っている。そして，市役所や美術館等の

著作者らが上告し，破毀院 2005 年 3 月 15 日(46)は上

歴史的建造物が，広場に面して建っている(42)。改修を

告を棄却した。上告理由の 1 つは，夜景の絵はがきに

担当した造形芸術家と建築家が，4 社から発行された

ついて，改修部分が 3 名の共同著作物であることを争

合計 9 枚の絵はがきについて，改修部分が無断で写さ

うものであったが，不適法であるとされた。もう 1 つ

れており，彼らの氏名表示もなされていないとして，

は，付随理論は知的所有権法典 L. 122-5 条の厳格解釈

著作権および著作者人格権侵害による損害賠償を求め

に基づいておらず，著作物の創作的表現が公衆に伝達

て提訴した。

されているのに絵はがきに著作者らの氏名が表示され

問題の 9 枚の絵はがきのうちには，夜景が 5 枚，夕

ていないのは，L. 121-1 条（著作者人格権の保護）お

景が 1 枚，昼間の風景が 3 枚ある。全 9 枚のうち 2 枚

よび EC 情報社会指令 5 条違反であると主張するもの

（夜景が 1 枚，昼間が 1 枚）には，歴史的建造物が写っ

であったが，これも理由なしとされた。判旨は以下の

ているだけで，改修部分は写っていない。他の 7 枚

通りである。
「問題の著作物のこのような表示は，広

は，歴史的建造物を背景として改修部分が写ってお

場全体の描写という主題に対して付随的なものであ

り，そのうち 5 枚には多数（30 ないし 40）の機能中な

り，そのために，著作物の公衆に対する伝達とはなっ

いし停止中の噴水が写っている。残り 2 枚について

ていない」。

は，写っている噴水はいずれも機能しているが，その
数は少数ないし不明である。
第一審のリヨン大審裁判所 2001 年 4 月 4 日判決

(2)
(43)

Être et avoir 事件

映画「Être et avoir」
（邦題：ぼくの好きな先生）は，

は，1 枚 1 枚の写真の撮影内容の違いに頓着すること

ニコラ・フィリベール監督によるドキュメンタリー映

なく，9 枚全部について請求を棄却した。判決はまず，

画である。フランスはオーベルニュ地方の村の学校を
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舞台に，幼稚園から小学校最終学年まで 13 人の児童

代表する集団的利益の侵害（5,000 ユーロ）について 1

とその全員を担任するベテラン男性教師との，学びを

ユ ー ロ，イ ラ ス ト レ ー タ ー の 著 作 者 人 格 権 侵 害

軸にした日々の交流を，冬から初夏にかけての村の自

（50,000 ユーロ）について 1 ユーロの，象徴的な損害賠

然描写や，児童たちの家庭事情なども交えて伝えてい

償しか認めなかった。その一方で，訴訟費用は，SAIF

る。114 万人を超える劇場動員と数々の賞に輝く大

とイラストレーターのそれぞれに対して請求の全額を

ヒット作品である

(47)

反面，ここでとりあげる事件より

も前に，教師からの著作権訴訟や児童の親たちからの
肖像権訴訟がすでに提起されており

認めた。なお，第一審では損害額は争点になっておら
ず，差止はもとより請求されていない。

(48)

また，著作者人格権については，主文では氏名不表

，その製作過程

示に基づく侵害しか認められていない。その理由は特

にあつれきがあったことを推測させる。
事案は，この映画において，小学生向けのフランス

に示されていない。

語読解の教則本である「Gafi le fantôme（幽霊のガ
フィ）
」の複数のイラストが複製され，幾度にもわたっ

著作者側と監督側の双方から控訴がなされた。どち

て上映されたというものである。これらのイラスト

らの側にも，多数の者や団体が，任意または強制的に

は，本の中の「教育用図版」ないし「ポスター」のも

参加している。このうち，監督側任意参加人の USPA

のであり，もともと教室の壁に貼って使うものであっ

（映画製作者連盟）の補助的弁護人が２−４で後述す

た。それは教室の壁（特に，教室正面中央の白板のす

るキャロン（Caron）であり，控訴審のパリ控訴院

ぐ下）に貼られており，映画の背景をなす教室の飾り

2008 年 9 月 12 日判決(52)は，大いにキャロンの理論の

付けの中に溶け込んでいる。

影響を受けている。すなわち，同判決によると，付随

これらのイラストは，全部で 104 分の映画に 22 回

理論は権利制限ではなく，著作権による排他権そのも

登場し，時間でいえば 18 分にわたって写っている。

のの限界に関する理論であり，従って，2006 年の法改

そのうち 10 分 1 秒は大写しであり，特に 6 つのイラ

正以降も有効であるという。

ストがはっきり認識可能である。この他に，DVD の

事案への付随理論の適用については，以下のように

ボーナストラックとして収録された予告編にも 3 回登

判断されている。すなわち，著作者側が主張するよう

場し，ボーナストラック全体で 55 秒登場する。

に，確かにイラストが中央に映るシーンもあるが，そ

イラストの著作者と，彼が所属する権利者団体の
(49)

れは子供がかがんだからである。イラストが映ってい

が，映画製作会社に対し，複製権・上演権侵害

る間も，カメラは子供の動作を追っており，観客の関

を理由に，損害賠償を求めて提訴した。原告らは，イ

心はそちらにある。イラストは，束の間カメラになめ

ラストに着色（子供たちによる塗り絵）をしたことに

られただけで，ほとんどの場合には「背景」であり，

よる改変と氏名不表示の両方に基づいて，著作者人格

一度も教師の手にとって用いられておらず，通常の教

権侵害も主張している。

室風景の一部をなすだけである（そもそも壁に貼るの

SAIF

(50)

第一審のパリ大審裁判所 2006 年 12 月 20 日判決

が本来の使い方である）。イラストはそれ自体として

は，侵害の結論を下した。それは，EC 情報社会指令

は決して上映されていないので，公衆への伝達を欠

上の権利制限規定である 5 条 3 項ｈ（公開の場所に恒

く。また，このようなドキュメンタリー映画を撮るた

常的に設置するために創作された著作物の場合）も，

めには，実際の教室風景を再現する必要があり，教育

同ｉ（偶然の写り込み。直訳すれば，著作物や保護対

用図版を壁からはがさなかったことは責められるべき

象物が他の製品に偶然に含まれること）も 2006 年改

ではない。また，イラストが公開の場所に恒常的に設

正で国内法化されなかった以上，例外規定の厳格解釈

置された著作物でなくても，付随性は認められる。結

の原則に照らせば，もはや旧来の付随理論は通用しな

論として，イラストは作品主題に対して付随的に用い

いと明言した。また，被告作品の主題との関係は考慮

られているにすぎず，公衆への伝達を欠くため，著作

すべきでなく，原告作品がはっきり特定可能であるこ

者の権利は一切侵害されていない。第一審判決は破棄

とをもって，侵害を認めるに足りると明言した。

すべきである。

しかし，判決は，SAIF による著作財産権に基づく
請求（165,000 ユーロ）(51)に対して 1 ユーロ，SAIF が
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骨子は，イラストは繰り返し熟慮の上で上映されてお

（théorie de lʼarrière-plan）という言葉を用い，フラン

り付随的利用とはいえないこと，控訴審判決は 2006

ス法が昔から認めてきたのは後者であるとする(59)。

年改正著作権法の条文に基づかない権利制限をしてい

ゴティエによれば，背景理論では写り込んで（写し込

ることであった。しかし，破毀院 2011 年 5 月 12 日判

まれて）いるものが公衆への伝達の主たる対象である

(53)

決

は，上告を棄却した。その根拠は以下のように示

かどうかを，公衆の目を惹くかどうかによって判断す

された。すなわち，
「当該利用は EC 情報社会指令 5

るが，付随理論ではそれが「二次的」であるかどうか，

条 3 項ｉにいう偶然の写り込みとして，著作者の独占

すなわち，より重要な主たる伝達対象が他にあるかど

権が制限される利用であり，フランスの立法者が実定

うかや権利者の損害の軽微さも考慮するという(60)。
このような立場から，ゴティエは，Être et avoir 事

法としての国内法化を望んだものであることが，立法

件控訴審判決の「伝達はない」という判示は言いすぎ

準備作業により裏付けられる。」

だとしつつ，判決の結論には賛成する（著作物ははっ
きり写っており伝達はなされているが，公衆の目は惹

２−４．学説の現状
2006 年改正法の施行からそれほど経っていない現

かないということか）
。一方，テロー広場事件破毀院

在，付 随 理 論 を め ぐ る 判 例 の ゆ く え は 不 明 確 で あ

判決に対しては，絵はがきの主たる被写体が改修部分

(54)

る

。では，学説はそれをどのように受け止めている

のか。ここでは，著作権法に関する体系的な書物を公

である以上，付随性を認めたことは誤りであるとし
て，反対の姿勢をとっている(61)。
ポロ＝デュリアンは，ゴドラやゴティエと同様に，

にしている主要な研究者が，付随理論に対してどのよ

付随（背景）理論をその歴史的展開を踏まえつつ判例

うな立場をとっているかを整理していく。

による権利制限ととらえ，それを肯定する立場をと
まず，厳格解釈を徹底する立場がある。リュカ兄弟

る。しかし，著作権で保護される部分と公有に帰した

（とりわけアンドレ（André）
・リュカ）は，本稿２−３

部分の分離不可能性を根拠に，テロー広場事件第一審

−１の段階の付随理論を，不文の例外を作り出すもの

判決には賛成している(62)。

であると批判し，それに与しないことを明らかにして
いる(55)。

最後に，付随理論は権利制限ではなく権利の限界に
関する判例理論であるとしつつ，この意味での付随理

次に，付随理論を，明文の規定に基づかない判例に

論を支持する立場がある(63)。
その代表的論者は，すでに何度か触れたキャロンで

よる権利制限と位置付け，それを支持する立場がある。
例えばゴドラ（Gaudrat）は，表現の自由という見地

ある。キャロンの理論は以下の通りである。著作物が

から，判例による権利制限としての付随理論を支持

付随的または背景的に上映されているとき，それは公

し，それが実定法であることを承認する。また，同理

衆に伝達されているわけではない。従って当該上映

論の根拠が，公開の場所に設置されていることによる

は，著作者の排他権の外的限界（limite externe）に服

複製の不可避性から，主題との関連における付随性へ

する行為である。外的限界を超えた利用は公有に帰し

と移っていることを，正確に指摘している（本稿２−

た物の利用なので，それを許容するための立法は特に

３−１参照）
。ゴドラは，テロー広場事件破毀院判決

必要ない。一方，排他権の対象物の利用を許容するた

には特に反対しない一方で，Être et avoir 事件の第一

めの内的制限（limite interne）は，明文の規定がなけ

審判決を批判し，現在は 1957 年法施行直後と変わら

れば許されない。引用やパロディがその例である(64)。

ない状況であり，付随理論は，2006 年法の施行後も相

キャロンによれば，フランスの判例が長年認めてき

変わらず実定法なのだと論じている

(56)

。

たのも，この意味での権利の限界であり，付随理論は

また，ポロ＝デュリアン（Pollaud=Dulian）およびゴ

「些事については法官は留意せず」の法諺を，不完全

ティエ（Gautier）も，法律構成には迷いをみせながら

な，または二次的にすぎない著作物利用について適用

も

(57)

，付随理論をいちおう判例による権利制限と位置

したものであるとする(65)。

付けて，それに賛成している(58)。

キャロンは，Être et avoir 事件破毀院判決の結論に

ただしゴティエは，付随理論の代わりに背景理論
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大の敵は自分自身である」と述べる(66)。しかし，理論

えるが，問題の著作物は，相当の空間的広がりをもつ

構成については当然（２−３−２(2)参照）
，控訴審判

（Google マップで見る限り，広場全体で 700 平米，噴

決を支持する。そして破毀院判決に対し，その理論的

水部分だけでも 400 平米ぐらいある）現代的な広場の

根拠が排他権の外的限界から内的制限へと移ったこと

デザインだった。これは，2 つの意味で特殊である。

を指摘した上で，その必要はなかったとの批判を加え

まず，実際にも争点になっていたが，著作物性に疑問

る。それによれば，EC 情報社会指令 5 条 3 項ｉ（偶

が生じる。次に，彫刻や建物と違って，広場全体の風

然の写り込み）が国内法化されなかったのは，フラン

景を撮るときに，それ（の少なくとも一部）を大きく

スにはすでに（排他権の外的限界としての）付随理論

写さずに撮るのは難しい。絵はがきを実際に見たわけ

があったからだという。また，同項は任意規定である

ではないが，中には，歴史的建造物も写っているが，

ので，同判決は，国内裁判所は指令の任意条項に照ら

改修部分，特にたくさんの噴水が（昼間に）相当の大

して国内法を解釈できないと判示した 2009 年 1 月 22

きさではっきり写っているものがあったのだろう。そ

日の破毀院判決

(67)

に反するという。結局，破毀院は指

うであれば，「当該著作物が公衆の目を惹くかどうか」

令に言及せず，パリ控訴院と同じ理由づけをとればよ

というゴティエの基準では侵害，「主題に対する付随

かったのだという。

性」を考慮要素とするキャロンの基準では非侵害とな

キャロンにおいては，付随性は，(1)利用する側の著

る。こうした事案に照らし，古典的な「街頭撮影の自

作物の主題との関係，(2)利用された著作物がどのよ

由」を守るために，破毀院はキャロンの基準を用いた

うに表現されているか，の 2 点において判断される。

のであろう(71)。

Être et avoir 事件の事案に照らすと，(1)につき，映

また，Être et avoir 事件でも，問題のイラストは，

画が教師と生徒の日々の交流を主題としていて，教室

幽霊のキャラクターや子供が日々接する道具などが，

の壁に貼られたフランス語の教則本そのものを主題と

簡素な線で描かれたものであった。著作物性が争点化

していたわけではないこと，(2)につき，教室の他の飾

することはなかったが，裁判官には，保護の必要性が

り付けと一体化して瞬間的に写されたにすぎないこと

薄いものにみえたかもしれない。また，それがもとも

(68)

。そして，同事件破

が，付随性を認める根拠である

毀院判決に対しては，偶然と付随的は異なるのであ

と，本から切り離して，教室の壁に貼って使うための
ものだったことも，判断に影響した可能性がある。

り，偶然なら付随的でなくても（作品全体の利用でも）

しかし，イラストは映画の中にはっきりと一定時間

適法になってしまう一方，準備された付随的利用は不

写っていた。それは，熟慮の上で繰り返し写されてお

適法ということになり，不当であると批判する。

り，テレビコマーシャルをめぐる従来の裁判例に照ら

ヴ ィ ヴ ァ ン（Vivant）と ブ リ ュ ギ エ ー ル

すと，付随的利用とはならないケースだった。その一

（Bruguière）の最近の教科書はキャロンの説に追随し

方で，映画の主題と比べれば，イラストの利用は確か

(69)

ており

，ヴィヴァンには，Être et avoir 事件破毀院
(70)

判決の結論に賛成する評釈がある

。

に付随的といえた。また，映画が商業的に大成功した
ため，侵害を認めると，集中管理団体の料金表に基づ
く損害額が大きくなりすぎ(72)，また，類訴が相次ぐと

３．おわりに

すれば映画産業にとって打撃となりかねない。もちろ

本稿では，フランスの付随理論とは何かを，その歴

ん報道目的も教育目的もないため，2006 年改正で新設

史から現状に至るまで説明してきた。最後に，いくつ

された 2 つの権利制限規定には頼れない。その結果，

かの点を検討してまとめに代えたい。

パリ控訴院はキャロンの基準を用いた付随理論の適用
を選んだ。

まず，テロー広場事件と Être et avoir 事件をもっ
て，付随理論の適用範囲が広がったとみてよいかどう

以上のように，両事件（と 2001 年の書籍表紙事件）

かである。この 2 つは，特に困難な事例であったと考

は，付随理論の適用範囲を広げたようにみえるが，そ

えられる。本稿で全ての評釈を紹介することはできな

れぞれの事案の特殊性に照らして，同じ傾向がこのま

かったが，専門家の間でも賛否は分かれている。

ま続くかどうかはわからない。

すなわち，テロー広場事件の事案は一見古典的にみ
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に，パリ控訴院 2010 年 4 月 7 日判決［ルエ鶏テレビコ
(73)

マーシャル］ がある。ルエ鶏（ル・マンの西にある

というだけではなく，キャロン説への牽制でもあった
ように，筆者には思える。

ルエ村というブランド産地の鶏）のテレビコマーシャ

以上のように，現下のフランス法においては，利益

ルに，鶏を置いたテーブルの上にかかっていたテーブ

衡量論を経て欧州版フェア・ユース(81)に通じるような

ルセンターの図柄が映ったところ，その著作権者から

発想が大勢を占めているとはいえず(82)，逆に，例外規

提訴されたという事案である。パリ控訴院は，熟慮の

定の厳格解釈を支持し，規定がない以上は著作者の権

上で繰り返し写し込まれていることを理由に，本件で

利を及ぼしていこうとする考え方が，依然として力を

は付随理論の適用はないとした。ここには，本稿２−

もっているように思われる。

３−１の段階での付随理論がそのまま生きていると
いってもよい(74)。

注

定評ある実務書も，付随理論で許諾を要しないと確

(1)1re partie du Code de la propriété intellectuelle.

実にいえるのは公開の場所に設置された著作物の写り

Légifrance の ウ ェ ブ サ イ ト（http://www. legifrance.

込みのみであり，美術著作物のコマーシャルフィルム

gouv.fr/）の Les codes en vigueur より入手可能。ま

への写し込みの場合，付随理論が適用されない可能性

た，大山幸房氏による訳（2009 年 1 月）が http://www.

があると述べている

(75)

。

cric.or.jp/gaikoku/france/france.html に掲載されてい

なお，付随理論を美術・建築・写真以外の著作物に
適用しようとする議論はなく
(77)

版フェアユースＡ類型

る。なお，本稿で参照したウェブサイトの URL は，い

(76)

，それだけでも，日本

よりはずっと適用範囲が狭

ずれも，2011 年 11 月 17 日現在のものである。
(2)3 条文の全規定内容については，駒田泰土「大陸法にお

いことになる。

『著作権制度における権利
ける権利制限規定の構造等」
制限規定に関する調査研究報告書』（2009 年）83 頁以

次に，フランス法は，明文規定はないが著作権を及

下。同報告書は http://www.bunka.go.jp/chosakuken/

ぼすのもためらわれるケースに，今後どのように立ち

pdf/houkokusho_090601.pdf に掲載されている。また，

向かうのか。本稿では先行研究で扱われているフラン

この 3 条文の他，司法・行政手続や公安を目的とする行

(78)

などはフォローで

為について，知的所有権法典第 1 部に規定されるあらゆ

きなかったが，筆者が調べた範囲では，２−４で紹介

る権利を制限する，L. 331-4 条も存在する。井奈波朋子

したキャロン説が，「利用作品の主題と比べた被利用

「フランス著作権法勉強会第 4 回レジュメ」
（2011 年）30

著作物の付随性」によって，柔軟に非侵害の結論を導

頁 の 指 摘 に 負 う。勉 強 会 各 回 の レ ジ ュ メ は

くことができる。ここには利益衡量的な発想が垣間見

http://www.itlaw.jp/blogf.html より入手可能。

ス流「リベラル・モデル」の議論

える。

(3)後者については拙稿「フランス著作権法におけるパロ

しかし，キャロン説には弱みもある。付随理論が当

ディ」著作権研究 37 号［2010 年度版］
（2011 年）60 頁参

初から権利制限ではないとするのは同理論の歴史に反

照。

すると思われるし，テロー広場事件や Être et avoir

(4)紹介，井奈波朋子「フランスにおける情報社会指令の

事件のような，創作的表現がはっきりとみてとれる事

国内法化について（正続）
」コピライト 541 号 26 頁・545

案で，
「公衆への伝達がない」というのはいかにも無理

号 48 頁（共 に 2006 年）
。http://www. itlaw. jp / inaba.

(79)

。柔軟さは恣意性と紙一重であり，そのよう

html からも入手可能。なお，2009 年 6 月のいわゆる

な恣意性は，著作権制限規定の厳格解釈に反するどこ

HADOPI 1 法についても，井奈波朋子「三振ルールで揺

ろか，最近実定法となった三段階テストとの間でさえ

れるフランス」コピライト 583 号（2009 年）28 頁があ

も，問題を生じかねないのではないか。

り，上記 URL から入手できる。

がある

Être et avoir 事件の破毀院判決は，条文に基づかな

(5)Directive 2001 / 29 / EC of the European Parliament

い権利制限であるという上告理由に応えて，立法過程

and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisa-

での議論を根拠に，EC 情報社会指令の国内法化がな

tion of certain aspects of copyright and related rights

(80)

されたと認める前代未聞の論理をとった

。これは，

厳格解釈の原則に配慮して実定法に基づく形を整えた
Vol. 65
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in the information society, OJL 167 22. 6. 2001 pp.
10-19. http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm より入手
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可能。邦訳は原田文夫訳『情報社会における著作権およ

princilpal ne sʼapplique plus, RLDI no 26, avril 2007, p.

び関連権の一定の側面のハーモナイゼーションに関す

8 ; Caron, Ch., Droit d’auteur et droits voisins, Litec, 2e

る 欧 州 議 会 お よ び EU 理 事 会 の デ ィ レ ク テ ィ ブ

éd., 2009, no 369 ; Vivant, M., et J-M. Bruguière, Le

2001/29/EC』（著作権情報センター，2001 年）
。

droit d’auteur, Dalloz 2009, no 564.
(17)Carre, S., Exceptions : courte citation, représentation

(6)駒田・前掲注(2)83 頁・84 頁参照。
(7)駒田泰土「大陸法における権利制限」著作権研究 35 号

accessoire, in Vivant, M. (dir.), Les grands arrêts de la

［2008 年度版］
（2009 年）54 頁。また，駒田・前掲注(2)

propriété intellectuelle, Dalloz 2004, p. 164. この文献は，

85 頁以下も参照。なお，本稿で引用した邦語文献の入

モンペリエの重要な知的財産研究チームである ERCIM

手にあたっては，佐藤豊・北海道大学大学院法学研究科

が総力を挙げて編集した『知的所有権重要判決選集』の

博士研究員の助力を得た。

中の，1995 年 7 月 4 日の 2 つの破毀院判決への評釈で

(8)「synthétique」および「analytiqhe」は両方とも哲学用

ある。ERCIM の若手研究者キャール（Carre）の私見に

語であり，通常はそれぞれ「総合的」
「分析的」と訳され

とどまらない重みをもつことから，以下，GAPI と略称

るが，本稿では意訳した。

して引用する。

(9)Commentaire à lʼarticle L. 122-5, in Sirinelli, P., et. al

(18)Tribunal civil de la Seine, 15 fév. 1952, Gaz. Pal.

e

(eds.), Code de la propriété intellectuelle commenté, 11

1952, 1, p. 164. Commenté par Desbois, H., Le droit

éd., Dalloz 2011, p. 152. この文献は，パリ第 1 大学のシ

d’auteur en France, Dalloz, 3e éd., 1978, no 255 et

リネリ教授をはじめとする 3 名の研究者と，Dalloz 社の

Gautier, P-Y., Propriété littéraire et aritstique, PUF, 7e
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