
桃中軒雲右衛門事件と明治･大正の不法行為理論

能　見　善　久

1　はじめに

挑中軒雲右衛門事件l∫ 〔以下では簡略化のために単に｢雲右衛門事件｣と

呼ぶことにする)は･日本の不法行為法の歴史の中で,権利侵害を狭く解す

る考え方に基づき.浪曲の清廉を無断でコピーしても｢権利｣侵害にならな

いとした幸作として入学の講義などでは数えられてきた.その後,不卓上1T為

の成立を狭く限定する立場に射する批判を受けて大蕃院は大学湯事件2:･に

おいて今度は権利とは言いにくい大学藩という老舗の侵吉についても不は行

為の成立を認める立場へと転じたが,このような流れの中で,釜石街門事件

はr権利僅害を狭く解する立場を代表するものと考えられてきたのである3)

しかしながら,後述するように.雲右衛門事件は,そのように単純なとらえ

方によって理解すべき幸作ではない,この事件は,著作権法違反の刑事事件

の附il'私訴としで不法行為による損一斉賠償が請求されている点に大きな特徴

がある･このことが持つ意味は大きく,雲右衛門事件における不法行為理論

についても.その背景および附帯私訴事件であったことの意味も含め再検討

a)必要があるように思う,本稿は,このような臥し､から,雲右衛門幸作の背

i)大判九1 3年7J14Lj刑禄20輯1360貢

2)大判大正14年11J128日民集4巻670L1

3)加藤　郎J不法行為(増補版)｣ (法律学全集日2百(1975年).
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策とIRJ事件ですわれたイ二法行為理論の意味について考案を加えるものである･

本丸本編で根おうとしていたのは. 1引去則包行(明治31咋-1898年〕

後U),比較的初期のイ拙三行為事件の特徴を号,F.Lsすることであったが･イ聴行

為封牛の全体的な分析についてはなお時制力沖かるので.とりあえず,雲石

衛｢柑件に焦点を､.jてることした.もっとも.興味深いCT)は･芸右緯Er.lJ■TH'F

そのものが初期のイ二法行鵜事作に共通する特徴の一端を備えていることであ

る_初期の不法行為事件の特徴としてほ, ＼小事件類型として取州二間連する

不法行脚埠いこと十､都外回人がLrj単著となる事件がかな仁はること, 〔m'11

倍私訴を利片Jした損害賠償刊′トが多いこと･などを挙げることができるが･

要子[,GTP晒件はまさにこれらの特徴を備えているのである･〔:11は.当時の小

法行為理論が債権侵害についても広く不法行為の鮎■′-を認めたことと関連が

ぁり,広く取引に関するイこ法行為が裁判で争オフれたことに起因する特徴であ

る　牡は.外国人が脚J制度の利川に積極的であったことからくるものであ

る(雲右衛門即二のT,R,i--は桃巾軒雲右衛門こと岡本峰吉から著作権の譲渡を

受けたWerd｡rmallnヴェルダ-マンというドイツ人である･判決書のLflで

は｢ワダマン｣と表記されている)また, ･謀は･まだ弁護士の数も少なく

東京などでも簡単には適切な弁護上が見つからない時代において検祭官によ

る証拠収集や職権による取り調べに基づいて行われる公判の事実認定が損害

賠償請求にも使われる附帯私訴制度が不法行為被害者にとって便利な制度で

ぁったこと,などと関連するのであろう.このようなrl)(gJY37の特徴を備えて

いるという意味で.雲右衛門事件は.初期の不法ilT為事件の代表的な裁判な

のである

2　桃中軒雲右南門事件の背景

(1)三光堂から雲右南門のレコード発売

明治45年5Jj,東成一銀座1TEl3番地に店を構え･レコード輸入r製

作･販売を業としていた｢三光堂｣は.桃LE.軒雲右衛門の浪曲を吹き込んだ
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く写真1)三光堂が雲右衛門のレコードを発売したときの新聞広告偶朝朝(明治
45年5月31日〕

順1二道鼓吹　浪花節文句全集』を発売した.･

JJ'i'石衛門は･当時40歳で,浪曲界で人気絶頂の氾剛市であり5ノ.吉田奈

良丸京IJJ小円とならぶ浪花節三傑の一人と言われていた.本名は岡本峰む

といい･明治5咋群馬県生まれ,二河屋梅車のもとで浪馴奉行をしたが,師

PT-である梅車の妻お酒と駆け落ちをしたため､しばらくは各地を転々としな

ければならなかったようである.そこで明治36年から.その弟fとなった

桃巾軒卜右衛門(大陸浪人こと宮崎溶大)の故郷である九州に出向き.ここ

をしばらく活躍の拠点とした･しかし明治40年(36才)に.東京に戻り,

本郷庫などにおいて舞台に上がった雲右衛門は∴r3時の時代性相の巾で

｢武L一迫鼓吹｣をうたい文句にして. ｢赤拒源蔵｣など忠臣蔵の場面や人物を

語るのか得意であった.その浪曲はうなるだけというのではなく.なめらか

な語り調十･はどよい抑揚など.当時の庶民の噂好に合ったものだったとい

われる6-　当時のレコード会社が.これにLほ付けたのは当然であった.

発売されたレコード(当時は｢昌儲｣と呼んでいた7')は.雲右衛門が得

4〕芸石衛門のレコード発売の経緯･当時のレコード業界の背景なとについては.倉

的‡弘川本レコード文化史｣1頂東書籍株式会社1992fF刊.岩怯現代文庫版2OO6

年で加筆されている)が詳Lい　本稿も多くを本Ltによっている

5)桃中軒讐{倫門の活動については, Jt報はjt幌富欄･桃LT･幸干雲j.衛門関係新

開幣刷(2004年)那.雲右衛門の九州時代の新聞記事を年月rl仙二整増しており,

参考になる

6)挑'l'剰雲右徽門｢浪花節稽古手引｣ (紘)蓄音器性淋6巻2号76頁以下(1919

勺i)で･雲イ摘門白身が浪曲清春にあたってどのようなことにfj一意すべきかを語っ

ているのが興味探い

7) ｢レコードJという呼び方は.円本でも明治44年には見られるが(A･朗報nn治44
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意としていた忠臣蔵のいろいろな場面の中から･ ｢赤玩源蔵(徳利の別)｣

｢南部坂後室雪の別｣ ｢大石生立(御薬臥し)｣ ｢村ヒ喜剣｣ ｢Jf･宗孝托｣の

5つをSPの両面に吹き込んだものであった･それぞれがSPの耐耐二吹き

込まれており, 1枚のレコードは3円80銭であった･当時･国内で製作さ

れるレコードは,一一股に1枚1円5帽程度でありr輸入盤が3m引空であ

たから.雲右衛門のレコードは,大変高価であった･それは･二光堂から

発売された雲右衛門のレコードが以一卜に説明するように,珊相場先端の両

面録音レコードであり.かつ･実質的には輸入盤だったからである･

三光堂から発売された雲右衛門のレコードは,次のように製作された･ま

ず.ドイツのレコード鮒から録斤技師が来日し･二光堂の録音宅で雲蛸

門による吹き込みが行われたr広告にある録音煉脚)等貴く写真1)に緑青

技師いマンといW.前がIIz.{いるのがそれであろう.録音技師が外国から

出張して録閥盤を作成するので,こうして製作されたレコ-ドは｢El働轟

音｣などと呼ばれている　まだ･ R本国内ではレコ-ドを録音.製作をする

柁術が未熟だったのである･雲-門の浪曲録音は･レコード発売に先立つ

こと約Irl年前の明治44年12月に行われた. 31時0)写真を見ると･雲右衛門

は,それまでの長髪を撫でつけた髪型から･ばっさりこれを剃り落とした班

巨頭になっており,そのために｢人道｣と呼ばれていた･広告に, ｢桃Lll軒

雲右衛門人道｣とあるのはそのためである.こうして作られた原盤はドイツ

に送られ.ライロフォン社(LYROPHON)に-てレコ-ドが製作され･

Fl本に持ち込まれ三光堂から発売されたのである･この時洛売されたレコ-

ド(写真2) 0)レコートラベルには･ LYROPHONE-RECORDとある･円健

の_卜に立っている象が鼻でレコ-ドの順をつかんでいる国と.写具では見

にくいが, STARKTON (ドイツ語で｢･lAL増｣という意味)という下が書

かれていおり,これらがregistered trademarkであると表示されている

レコードラベルには--_光堂の名的が出てこないので･ ｢象印STARKTON｣

年川7 Hの大賞骨の)1､告)I nn削5糾時はまだ音譜という言葉の)jbL削勺で

ぁった.雲右衛P･博件の大審院判決文中でも同様の使い方をしている
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(写真2)当時発売された5種のうちの1つ.表が青緑色,裏がオレンジの
ラベルで美しい.

はLYROPHON社の商標のようにも思えるが, LYROPHON社はドイツ本

凶や他のアジア謂同で発売したレコードでは別の商標を使っており(ライロ

という楽器の凶案).レコード発売時の新聞広'L-糊治45年5月31日)で

は二光堂の腐榛であるかのように扱われているところからすると, ｢象印

STARKTON｣は当初から三光,iELLの商標7::ったのかもしれか､.残念ながら,

当時の商標登録の記録を見ることができなかったので.確認できない.その

帆(写真2)のレコードラベルには,口本譜で｢武十道鼓吹　桃巾軒雲右

衛門人道　村上喜剣　其一(粋も不粋も絹飾り〕 U不束京　70904｣と印刷

されている･このときは.全部で5軽類のレコードが発売されたH).後に大

止J亡年11月18u (1912)に.この続編ともいうべき別の5種洞じくライ

ロフガン社製)が同じ二光堂から発売されている

三石衛門のレコードを蒐売するにあたって二光堂は,幾つかの新聞に広告

を目した　レコード発売11月日のり耶白45年5月18Hには大阪毎日新聞に広告

がF･された　そこには. ｢桃中軒芸右街門人道吹込　スタークトン内面円頼

(第1回)着付　久々御待兼の雲心衛門吹込の止し上道鼓吹浪花節漸く着荷本

日より左記曲譜売出し申候精々御注文願卜候･.･｣とあるく写真3),架19日

には,大阪別口新聞に,三光堂の特約店であろうか.人阪の寺円清四郎商店

の名前で.同じく桃中軒芸右衛門人道吹込平盤若付の広告が出された(大阪

8)この中の1枚を　岡島捜樹･友子ご夫妻にいただいた.この場を伯りて謝意を表

したい
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f革は卯はり.iiJ,"喜.FLJ=.･1

.. '':I '矧=.:!ll.仙

革並光　三　先　覚稔ホ儲tj=山

.沖｣.t卜tL/I.7.=山
A■JLAA.AAlAAA.LA背

.■一.一つ｢一旬一つ一j'一'一1一つ一っ一つ一ユtJ一j｢一｢■1t一一1一一｢■Yqr

譜頂瑞相師鞄紐仙

(写真3)レコード発

売当日の新聞広告(大
阪毎日　明治45年5

月18日)

(写真4)銀座の三光堂

転u明治45年5月19日)掛ゝて･幸的新開明治45年5月26日と蘭朝稚

(明削5年5月31R)は･ rpILl順の広告((Jii真l))で.桃相賀右衛

門の収録風景の写真およびドイツから来日したドイツ人の録音洲の写真ま

で載せて,レコードが発売されたことを広告している･他の広告と比べても

ひときわ目立つ広告であり.三光堂の意気込みが感じられる･雲LL衛門事件

の判決によると,レコード発売当日に･ほかにも幾つかの新聞に広告が出さ

れたようであるが,東京口々新臥言完売新聞,朝日新聞にはそれにIMLそ

うな広告は姐あたらなかった.

(2)レコード業界の競争

桃中軒雲右衛門のレコ-ド発売を知らせる二光堂の明治45年5月3l uの

広告(南朝経口写真1)には･次のようなことが書いてある･ ｢桃柵雲右

衛門人道の義士銘々伝義-傑其他各興行毎に好評を博せる得意の浪花節

蓄音機吹き込みは一切本人と特約を結び其の著作権は譲受登録済みに有之,

懐印スタークトン』の商標に異なる音譜は必ず偽作品なり･発売後未曾有

の盛況を博せるを嫉視するものの仕卯に流言を放ち販路阻害を計る哉に聞

き及び帳乱御試聴の上玉欄批判被F度候｣･二光堂は,無断でレコード
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がコピーされることを慮く警戒していることがわかる　また,競争関係にあ

るl叫業者-の警戒感もにじませている　レコトド業料ま当時どのような状況

にあったかを見ておくことは,桃巾軒雲ム衛門_LF件を理解する上でも1つの

鍵となる.

二光,:rT生の歴史については,光に引用した余日喜弘氏の『円本レコード文化

lJli　に詳しく書かれている.また,創業者の1人(松本武一郎)の甥にあた

る松本=E雌氏のbJ顧禄においでも触れられている91これらの記述によれば.

lI光量は, ryj治32年に,松本武一郎,片Ilr滞,横山雄一郎らによって蓄昔

確の輸入と普及とを阿るために設立された会社であり.巧手那ま浅草に店を構

えていたが,後に銀座に本店を構えた,会社の中心的な人物は.松本武一郎

であった.しかし,松本武一郎は,明治40年に物故し,その弟で横須賀海

雀l二廟の技術者であった松本常三郎が跡を継いだ,そして,技術者であった

松本骨二郎は,レコードの輸入販売だけでなく.レコードの製造技術面にも

関心を持っていた　明治30年代は,ちょうど蝋管レコードから平盤(円盤)

レコードに触り替わる時期であり.校本常二郎は,当初は.ドイツから迎え

た苔昌･機技師に吹き込みをやらせていたが.吹込技術をu本人の手で開発す

るために努力を束ね,ついに吹込機械の国産化に成功したと言われる.

このころは,丁度,欧米のレコード会社が世界的に事業の拡大を始めた時

期でもあった　rLf界的には,グラマフォン,ピタタ-,コロンビアなどが峨

烈な競争を始めていた.日本でも,いくつかのレコード会社が名乗りを｢げ

始めたころである.すなわち, 1907年(明治40年) 10月には,シカゴ.LH身

の機械貿易商ホーン(FWHorne)が｢ホーン商会｣ (横浜)および｢日米

蓄ITl-器製造株式会社｣を設立L　蓄昏器の販売会社として明治43年に｢日

米蓄予器商会｣ (後｢[]本蓄音器商会｣と改称)が設iT_された101このころ

はレコードの技術革新の時期でもあり,いわゆる槻管ないし円筒(cylin-

())松本衷雌｢人止時代の銀帖の系譜｣貯鳥時報(1978年)本文献および三光堂関

係の写真を松本致雄氏から凍供を受けた　ここに謝意を表したい

10) H本題音器商会は,その後.いろいろな変遷を経て,規在のコロンビア･ミュー

ジック･エンターテイメントとなる
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der)から平円盤(dlSk)のレコードへの転換期であった･もっとも･平髄

レコードの初期は,まだ片面盤であり.明治40年代になって向血健が漸く

.ll淵めた　三光堂が発売した両面盤のレコードは.当時の最新の技術だった

のである　今日のDVD.光ディスクの開発競争のようなものであった･

このように,円本でも相次ぐレコードの販売･製造が始まり,競争が激化

しはじめていた. T度.そのようなときに=-光堂から桃中軒雲IL摘門のレコ

rドが発売されたのであった前述の二光一社の広告の文言の巾にも.当時の

環境の厳しさと緊迫感がよく現れている･

(3)三光堂と日本蓄音器商会

当時は,レコード業界の費明期であったが･すでに激しい競争が始まって

いた.三光堂の最大の競サ相手は,株式会社日本苗斤器商会であった　両者

の店も.同じ銀座ですぐ近くにあったト日本蓄昔話商会は,アメリカ人の機

械貿易商ホーン(FWHorne)が明治40年に横浜に設17-した会社がもとに

なっている. Jiトンの貿易事業自体かなり手広く.かつ･大規模なものであ

った.横漁東京　大阪神戸.門札見舞弧京都などに支店を有して

いた■1また.レコード事業を子iっていたU本革音執荷会も･豊塩な資金

を背景に,アメ.)カ流のやり方で事業を拡大していったのではないかと思わ

れる.三光堂もいくつかの支店を全【司に持っていたが,日本蓄音器商会はむ

しろ多くの特約店と契約して広く自社のレコードを販売するということを行

川る苦糾孟漂霊芳志蒜競業;3809?竃農芸芸とoL'芸慧n;a,?,Ire:ltZO,rさ､崇

会社の代理店をしており,その扱う簡品は, l二作機械･鉄道川機楓エンジン. 7

スヘストなどの建設資材である.蓄音器などの旨楽関係の臥馴よこの時期には掛〕

ていない　従業Hとして記乾されているのは3人のアメリカ人だけである(190川

にはアメ1)カ人2人. 1仲人ノ1人が言摘されている)を掛よ東京･大阪･神Jlに

ぁるほか　捌戻.卜胤天敵Jム東にもある(1899年には鮒兵の店も70Bに移転

1901年には,未見大敵旅順･ L嵐大敵広軌香港･マニラ　ChlL･fooがまじ

載されている).口本だけでなく･ L帽　マニラと商売を山ヂているのがわかる　そ

の後,頻繁に各種の話が剥二電場するので横浜の外し司人の中では柵人であったと

思われる

19(〕
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っている.二光堂が雲右衛門のレコードをJHす前は,土にアメリカ･ドイツ

の輸入レコ←ドや蓄音器を販売していたのに対して, u本蓄音器商会は当初

から日本におけるレコードの製造にも相当な力を入れていた　すでに.明治

42fFころから義太夫や浪曲などのレコードが製作販売されており.三光堂

から雲右衛門のレコードが発売される前年の明治44年には吉田奈良丸のレ

コードが･また明治45年4月には東山小円のレコードが日本蓄音器商会か

ら発売されている(赤驚印のロイヤル･レコード).いずれも浪曲で,題材

も雲右南門が得意とする忠臣蔵と重なる　もっとも, ,忠Ei蔵を題材とした浪

曲は雲右衛門の専売特許というわけではなく.当時の浪曲帥の誰もが演じた

ものであった　後に裁判の争点とも関連するが,浪曲の中身(k句)自体は

各人似たり寄ったりで.誰かが作り出した創作物というわけではなく.従っ

て･文句自体は著作権の対象となるものではないと考えられていたようであ

る　しかし,同じ物語で.内容的には似たり寄ったりでも,文句すなわち表

硯が浪曲師間で全く同じというわけではなく12〕.それぞれに特徴や違いが

あるので†文句の部分が著作権の対象にならないと決めつけることもできな

い　現在であれは.文句自体にも著作権が蚊立したのではないか

"Jl治45年5月18 f]に三光堂から発売された墓石衛門のレコードがどの程

度売れたのかは定かでない.しかし,吉田奈良丸のレコードについては50

力徴売れたことを指摘する新聞記事もあり.雲右衛門のレコードは当時は他

からは販売されていなかったので,順調に行けば相当な数が売れたと思われ

る.しかし, =･光偉にと-'てイ二幸なことに,雲右街門のレコードはすぐにコ

ピーされ･また･明治45年8月には明治天皇の崩御に伴い,歌舞音曲を控

えることとされたこともあって,売れ行きは期待したほどには伸びなかった

ようである.

また･三光堂から雲右衛門のレコードが発売された直後の明治45年7月

12) I司じ｢赤垣源蔵徳利の別れ｣でも,割摘11のもの(桃中和雲√摘門講演｢赤JiB

碩蔵徳利の別れ｣伸治44年明倫杜発売)と,吉EfE奈良丸｢義士銘々刷のうち

｢赤如源蔵誉れの徳利｣は同じ場田lを演じるものであるが　その文句はかなり違う_
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5Uには. R本蓄音器商会からも雲右衛門のレコードが発売された13㌧　これ

は雪右衛門白身が発売に同意したようである.発売されたレコードの内容は,

｢静御前吉野落ち｣ ｢蘇我物語(1)｣ ｢蘇我物語(2)｣ ｢忠臣2度目の清賓(そ

の1)｣ ｢同上(その2)｣の5枚であり,三光壇から5月18L]に発売された

レコードと内容的には抵触しなかったが.雲右衛門がウェルダーマンとの契

約に遠反した可能性はある.これは,雲右衛門がヴェルダーマンとどのよう

な契約をしたか.に関わる.雲右衛Pqはヴェルダーマン(ないし三光堂)か

ら相当の対価を得て,雲LA衛門の演じる浪曲をレコードとして緑青販売する

ことをヴェルダーマン(ないし三光堂)に許諾する契約をしたと考えられる

が.そこで許諾された演奏曲目の範囲が何であったのか,雲才]一衛門とヴェル

ダーマンの契約はヴェルダーマンに専属的な権利をIj一えるものであったのか.

など契約内容が問題となる.雲右衛門はヴェルダーマンに｢著作権｣の譲渡

契約をしているので,著作権が成立していたか否かはともかく.契約として

はウェルダーマンに何らかの専属的な権利を与える趣旨であったと考えられ

る.そこで問題は,との範囲の浪曲についてそのような権利をヴェルダーマ

ンに与えたかである,しかし.この点も.ヴェルダーマンに対する｢著作

権｣譲渡契約では,その対象が｢武士道鼓吹浪花節文句全集1冊｣となって

いるだけであり.その中にどのような曲目が含まれていたか明らかではない.

雲右衛門がそれまでに演じていた｢武上道鼓吹義烈百傑｣や｢義十銘々伝｣

などを｢浪花節文句集｣としてまとめたものが対象であったようである111

13)倉田･前掲書78fl-　rRl書によれば,ヴェルダーマンは日本甚昔器尚会からの雲ii

衛門のレコ-ド発売を受けて訴訟を提起したようであるが.和鮒こよって解決した

という　二光宝と日本蓄E.h器商会はいずれも多額の殺資をしてレコートを発売する

側であり,競争関係にはあるが,レコードをコピーする業者達に肘する関係では,

これと戦う側に立っていたことも和解解決を可能にしたのであろう

14) ｢武士道鼓吹義烈百傑｣ (精華堂.明43年10月)には,後にライロホンのレコー

ドになる｢止宗孝了･伝｣が入-'ている　また, ｢義士銘々lL-,｣は1冊のHl版物として

は確認できなかったが,その中にあったという｢赤垣源蔵徳利の別れ｣岬]倫比　明

治45年6月)などが個別にLlL版されている　このような状況を見ると.雲右南門は

両者をまとめてその集大成として｢武上道鼓吹浪花節文句全集｣としたのではない

かと思われる
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そして.そこに弁まれているものを順次ライロホンのレコードとして化す計

画でヴェルダーマンと契約したように推測される･そうだとすると,上記5

つの曲目がすでにヴェルダーマンに許諾した曲目の中に含まれていた場合に

は一芸LJ衛門がその重複する曲別こついて日本蓄音器商会からレコードを発

完することを許容Lたことは･雲右衛門の演奏に著作権が成立するか否かに

かかわらず,雲右衛門のヴェルダーマン対する契約違反となる=柑巨性が高い,

なお･その後･ライロホンのレコードとして三光堂から発売されたものと

しては,次のようなものがあるが,これらはいずれもヴエルグ-マンとの当

初の契約において･ライロホン社がレコードを製作L三光堂から販売する

ことが合意されていたものと思われる】5､

第1LnJ発売(明治45年5月18日) ｢大石生立｣. ｢赤仲原三徳利の別｣.

｢南部阪後室雪の別｣, ｢杜L･吾剣｣ ｢正宗孝子伝｣

第2lnJ発売(大正元年11月18日) ｢大石夢物語｣ ｢大石東下り｣ ｢中山

安兵削｢南部阪雪の別れ｣ ｢正宗孝一維(掛｣

第3回発売(大止2年6月27日頃) ｢赤垣源疎禁酒の条｣ ｢中山安貞

衛生､土｣ ｢山鹿護送｣ ｢岡野金石衛門絵図剛史り｣ ｢前原仰助｣

(4)被告人らによる複製と環訴
-i;光堂から雲右削つのレコードが発売されたことを新聞広告で知った鳥目

(以下ではY.と表記する),村上(Y2).神円〔Y3),橋倉(Y4)の4名は.

早速これを二光堂で買い求め･複製を作胤販売した.彼らは.もともと

｢計軌の製造･販売業者だったようである

一一番の東京地裁第2刑部部の判決l6)は･この間の経緯を次のように述べ

15)厳確には第三弾のレコートのうち, ｢山鹿護送｣ ｢紺野鈍衛門絵凶面剛｣ ｢前

111'L伊仙は･もはやLYROPHONERFC〔)R｡という表不がなく.単にSTA王tK_

TOhTRLCORl)の表れかない･しかし･レコードラベルのそれ以外の削一は.節
~-ul]発売のライロホン盤と同じである･ライロホン社と三光堂の関係が少し変わっ

たDT能代がある

16)法律新聞828才26Tf
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でいる. ｢晶に被告両名(Y., Y2)は,共謀のとこれを偽作発売せんことを

企て. lpIR (5月18u)大石生立,赤坂源二酬｣の別･ 1南部阪後室雪の別･

村上喜剣及び正宗孝子伝の5種の真正なる象印音譜を二光堂にて買い入れ.

犯意継続して同年7月までの間に数剛こ前記東京旨譜製造商会~L場(筆者

注:被告人らが東京に設立した会社)に於いて,石原譜に蜜蝋等を塗りたる

者を丹警液中に入れ電気力を応用して原版を作り･之に基づき右5種の両面

音盤合計1860枚計をほしいままに製作して以て右著作物を偽作し内1800枚

については難鵡En.其他には獅了潮の各l商標を貼付して日本橋書信町7番地

峡Rl等に売却し｣た.このようにして複製されたレコードの一部は. Y3に

ょって新潟県長岡市において販売されたほか, Ylによ-,て東京市牛込区神

楽坂にかて販売された･当時すでにレコードの複製を作る技術は確立して

いたこと,そしてそれを被告人達が有していたことが興味深い一

複製が作成されたことは直ちに二光堂の知るところとなi), Ylらは告訴

されるところとな-'た.もっとも,告訴をしたのは･三光堂ではなく･判決

文にあるように横浜一心山手153番地に住所を持つ｢リチヤ-ド.ワダマ

ン｣であった. rl)チャーh,.ワダマン｣とされる人物は.止確にはRich-

ardWerdermann (rヴェルダーマン｣と表記する)といい･横浜の同住所

にあったオランダの貿易会社フアン･ニーロソプ商会(lTanNlerOp)で働

いていた17'.おそらく,同商会の責任者のような地位にあった者と考えら

れる　横浜市1u手153番地は,フアン･ニ-ロツプ商会の任所である･実は.

雲右街FIcT)レコードの録許が終了した後･明治45年2月28 Uに｢著作権の

登別がなされ.同U,その｢著作権｣はヴェルダーマンに譲渡された･な

ぜ,二光せではなく,ヴェルダーマンに譲渡されたのか.レコードを製作し

たドイツのレコード会社ライロフォンとの関係はどのようなものか･など祥

しいことは分からない.日本蓄芹器商会のホーンとは遠い･自ら貿易商を緯

17〕 R.ヴェJレダーマンが働いていたフアン･ニーロツプ商会は･オランダ政府が束

ァジ7航路にてこ入れするた釧二IH88年に設立した会社｢王立郵便商船Konin-

klyke Paketvaart ､1aatsch〔lpplj)｣の日本代理倍であった
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常していたわけではなかったヴユルダーマンには,レコードの権利や｢著作

権｣をiTTl'い取る資)｣があったようには思えない.しかし　いずれにせよ,ヴ

ェルダーマンが著作権者としての登録を受けているので,ヴェルダーマンが

常作株を促害されたとして, Ylらを告訴し,その刑事放判の附帯私赤とし

て. Ylの行剃二よって安けた損害の賠償を請求した.これが民法･知的財

樵法の世界では有名な｢桃中軒雲右衛門事件｣の始まりである

3　裁判の経緯

(1)一審の裁判

(Il)第1JロJ公刊(大7fAJt.年10月23日)

雲イ摘門酬トの裁判は.提訴_1)'T時から注目されていたようであり,人止元

年10月23H (1912年)に開かれた第1rnJの公判についても,法律新聞

(82117L14良)だけでなく,一般紙の南朝報(10月24u)もこれを報じて

いる　この事件が壮間一般から関心をも-)て見られていた証拠である

印件は,前述のように,被告人4frに対する著作権法違反事件であるが.

ヴェルダーマンを原Flulとする附帯私訴が同時に提起されている.ヴェルダ-

マンの請求は.著作権侵害を理由とする1万3996円のlii害賠償請求である.

その請求の内容は法律新聞によれば次のようなものであった脚. ｢剥個人リ

チャード氏は桃rrl軒票右衛門人道岡本峰吉の有する義士銘々伝及義烈百傑と

馳せる浪花節の種本の著作権を譲り受け,射二金1万5千円を投じ人道をし

てこれを蓄音器削二吹き込しめ本年5月18口より銀座三光堂より販売するこ

ととなるや,被告等4名は大石牛虹赤irli原職徳利の別れ,南部阪後室雪の

別れ,村上喜札正宗孝子伝の5種の音譜を買い射すて複製に着手し, 6月

下旬までに5種の両面盤1800枚を複製触売した｣ ｢二丈独達人は当時商人より

77j枚の注文を受け内2万5十枚を売りたる際∴恰も被告等の偽作物現れ競

l即　は律新聞821号14日~
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争となりたる結果廉売せざるの己むを待ざりし結果本件請求の如き損害を生

じた｣.

この法律新聞の記刊二よると.次の2点が注目される

第1に･ヴェルダーマンが主張している著作権は演奏についての著作権で

はなく･むしろ削E節の｢種本｣についての著作権であることである-q･.

この点は,本附こおいて著作権の対象が何であるか,そしてどのような意味

で著作権侵害があったのか,という論点として責要である　原打側からすれ

ばおそらく幾つかの主張の仕方があり持たと思われる(i11つは,席にお

けるヴエルグーマンの主張がそうであるように, ｢種本｣に著作権があると

して,被告人らによるレコードの複製がこの芽什件をfl吾したという主張で

ある･ Ci2jもう1つは･レコードに吹き込まれた演奏自体に著作柿があるとい

う主張である･前者L'i)の主張については･ (a)この｢種本｣が著作権の対

象となる著作物であるかどうか, 〔β)促に著作物であるとして被告人のレ

コード製作によって著作権侵害があったか否かが問題となる　被告人が｢種

本｣を書物の形で複製すれば,それは著作権の侵害になることは確かである

が･はたLてレコードなどによる･すなわち請声による複製が著作棉佐吉に

なるかどうかであった･後者･甘の演奏自体に著作物であるとするLI.張につい

ては. 2つのバリ7-があったpまず･当時のJR著作撒法l条(kf仁9年の

改止前規定)は｢史書演述図師建築彫刻模型写真其ノ他文芸学術若ハ美術ノ

範閃二鳩スル著作物ノ著作者ハ其ノ著作物ヲ複製スルノ権利ヲ一帖ス｣と瀧

定しており･演奏については規定していなかったので(大止9年の改fF.で

｢演奏歌唱｣が追加された)I ｢演奏｣が著作物として保護されるかどうかが

最大の問題であった　浪曲の演奏を｢演述｣の中に含めることができなくは

ないのかもしれなかったが･争いのあるところであった(後嵐　L_E･理由を

参軌また･仮に浪曲の横秦が｢演述｣に当たりうるとしても.著作権と

して保護されるためには･それが｢精神的創造軌でなければならないと考

191新著作権は-llま, ｢続則そのものもr著作権としてではないが･著作隣接権と

して鵬些されている　斎藤博rB作意は｣ (2004年〕 44貢以卜
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えられていたので･浪花節の演奏が｢精神的創造的｣かどうかも,問題とな

った･こうした著作権法上の多くの関配抱えつつも･著作権法違反の附帯

私訴o)原告ヴェルダーマンは,被臥達に科去行為による損害賠償を求めた

のであった

これに対して被告人等の主張昧次のようなものであった･浪花節吹き込

みの｢市乳が著作権法の保護の対象となる著作物か-こついて,披臥

等は鵜揮法学博士に凱た後･硝学校にも聞いたところ, ｢音譜｣は著作

物ではないという鑑定を得たので･犯罪となることの認識なくして複製を作

ったというものである2日)･ここでいう｢音譜｣の意味が必ずしも明確でな

いが･ ｢演奏｣ないしその演奏の吹き込まれたレコードのことを考えている

ようである(篠掲一審判決文中の｢音譜｣はレコードを意味している),

節約)洲点は･損害賠償請求の中身についてである.すなわち煩的主

腿では安く克ちざるを得なくなったことによる損害が中心となっていること

である一附帯私訴の原告は著作権を譲り射たと称するヴェルダーマンであ

るから.批生じた雛でなければなら-が,ここで主張されたのは販売

上の肘である, Lかし,レコード販売は三光堂からなされているので(33

そらく三光堂がヴェルダーマンにレコード販売の許諾を得た代わ｡に一一細

を支私っている)･このような売り上げ利益の減少という鵬がはたしてヴ

エルグ-マンの損害として賠償請求できるのかも疑問の余地がか-ではない.

ヴェルダーマン自身に生じた鵬なのか･発売元の二光堂に生じた損害なの

か･それともレコードを製作したライロホン批生じた損害なのか,そして

このIiRの関係が不明確なことも･この事件の理解を肘掛二している.

rb)第2回公判(大止元年11月1日)

第2回公判は･大正元年11月lUに開かれた･その様粥,当時の新聞

は次にように伝えている(酌欄大正元年1川2B)･まず.著作権法敵

の刑事割枇っいては･被告人らは.無断でレコードを複製版売したことを

20)西軸報大fliJL年1川2tT3頁言描｢雲人道の郎削
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認めたが.ただ,複製販売の前に,法律専門家に被告人らの行為が著作権法

違反ではないことを確かめたとE張した･そして･著作権侵害があったかわ

かの法律斜こ関して.弁護側は, 'iIl ｢音譜｣は著作物ではないから　許諾を

複製しても著作権保栄とならないこと･しき)日本の著作枠法には音譜複製行為

を禁1卜する規定がないことなどを主張した.これに対して･検察側は･被告

人の行為力増作権侵害になることを主張したのはもちろんであるが･ただT

注Elすべきは, ｢音譜に著作権なしと仮定するも刑事政策｣北の如き不法行

為は罰せざるべからず｣と論じたことである･

ゥェルダーマンから捷担された1万3500Fl]の損案賠償請求の附帯私訴に

っいては.新聞はその詳細を伝えておらず. ｢被告側は全然その要求に応じ

ること能わざることを主張し,互いに弁論を戦わせた｣としか伝えていない-

(｡)一審判決(大正元年11月11日)

著作権法違反刊年に関しては.主文は被告人らを有罪とし･罰釧Jを科す

ものであった21,判決理由の部分は,長いが重要なので,少し長めに引用

することする

｢第∴被告Yt及同YL,の両名は外数名と共に東京市下谷区入谷町二百十

一番地に蓄音機の音譜製造のEj的を以て合資会社東京芹譜製造商会を設立し

居る者なる処明治44年12月中浪花節芸人桃中軒雲右衛門入道事岡本峰il]-が

赤垣腹蔵外古人数名の伝記文句を作糾し之に武士道鼓吹浪花節如]令集と超

し独特の浪花節の副将,曲節並びに声調を付して京橋区銀座1日j 3番地二

光堂に於いて蓄音器の楓盤に演述即ち吹込を為し以て特殊の美術上の著作を

為したると翌45年2月28 R所管官庁に其の登録を為し即日著作権を横浜市

山卜剛153番地独逸同臣民｢リチャード,ワダマン｣に謝度しで之が葺栗録手

税を了LIFqfF-5月18u右の｢ワダマン｣より前記二光堂名義にて右苔行楽

的著作物を写調せる蕃存舘の音譜の売り出しの旨を各新聞に公告したるより

盃に被告両名は共謀の上之を偽作発売せんことを企て】pJ u人JhL生TL赤fi･源蔵

21)法律新聞828号26良
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徳利の別･南部阪後室雪の別れ･村上書剣及正宗孝子伝の5種の真正なる象

印音譜を三光堂にて買い入れ犯意継続同年7月までの間に数回に前記音譜製

造商会1二場に於いてL一原語に蜜蝋等を塗りたる者を丹響液中に入れ電気力を

l･LこRILて煉版を作り之に基づく右5種の両面音盤合計1860枚計を窓に製作

Lて以て右著作物を偽作し内1800枚に付いては梨鵡印其他には獅子ElJの各

商標を貼イJ Lて日本橋区葺馴⊥7番地成m某等に売却し･･･‥･たるものなり｣

｢製品著作席の存在に付き案ずるに著作権法により保護せらるる著作物は汎

く文芸学術若し(は美術の範剛二鳩する梢神的創造物を包含することは同法

第1条第1項により明瞭なり･然も文明の進歩と学術の発達とは日に月に新

思想及び新材料を供給して｣しまざるべきを以て著作物の目的物に対する規律

範凶も世の進歩に伴い其過川を拡張すべきや多言を要せず　而して右の内美

術の鶴岡に属する著作物とは美術的観念の発見にして#人の感覚に美術的観

念を生ぜLむるものを云ひ就中所謂音楽的著作物と称するものは音楽的意思

表示襖IEj-すれば音階旋律又は曲節及び音軌二より成,こする独創の美的産.･H物

を汎称するものと解すべく･楽器の発音を以て組織すると人声の発音を組織

するとはIT?1A刺勺息巴表示たる於いて何等の差異あることなし,従って特種の

音楽的意思表示の存するところ苗に一つの音楽的著作物を生ずるものと謂ふ

べく殊に近時機械的楽器の製造発達の結果-たび外部に発表せられたる音楽

的演述を有形的に欄せしめ之を模写し得るに至りしを以て斯かる複製に111]

き著作者を保護すべきは当然にして･ ･･･-･されば著作者の同意撫くして機械

的に如-∫-の音楽的済述を複製すれは著作権の侵害たるを免れざるものとす｣

｢翻って本件を案ずるにELF一人岡本峰古の予審調黄LPに見供述として製品吹込

に係るものは雪の曙義士銘々伝義烈百傑中の古人の伝記文イ1プの訂止を加え浪

花節として曲節音調を付し自分限りにして永き経験により語るに程急抑揚の

講月を軌二刻み調子を計りて演へたる旨の記載あるに徴すれば右岡本峰吉の

本作BIF･,t器脱藩に吹込みたる浪花節の演述は一個の音楽的横述にして然も個

人独特の技能による産出物なることを詑むるに足るを以で其の上に著作物の

存在すること明l′1なり,従って斯かる音楽的演述を機械的に複製すれば著作
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(写真5)鳶朝報　大正元年11月22日(1912).裁判のことが書かれている

権侵害たること勿論なり｣.

摘吉賠償請求の附帯私赤については,法律新聞には引JIJされていないが,

読売新聞によれば.ヴユルダーマンに2000円の損害賠償が認められたこと

になっている22),

(2)一審判決の影響

発売元の三光堂も,有罪判決そして禎害賠償請求を認容した附帯私訴の判

決に大いに勇気づけられたようである　大正元年11月22Uの新聞広告摘

斬報)では.二光堂によって｢桃中軒雲L一酎ワ入退新音譜来る｣の宣伝広告

が掲載され(写真5)†その中で｢複写版の裁判-雲人道象｢帽譜を複写

したる偽作音譜を製造販売したる好尚等は本月十一日東京地力裁判所に於い

て朋Fを'ji'告せらたり｣とわざわざ言及している.もっとも,著作権法違反

の有耶叫決が出たことで,その後.二光堂発完のレコ-ドの売れ行きが伸び

たのかどうかは明らかではない.大Lt元年11月の広JuJiでは.レコード価格

はまだ発売当初と同じく1枚3H80銭である.これに対して,ライバルの

日本蓄音器商会から発売された桃rT.軒雪右衛門のレコ-ドが1枚1円50銭

であったので,いくら録音がよくでも価格b-からは競争するのは饗ではなか

ったと思われる･しかも,裁判は一審が終わっただけで,まだ,裁判が最終

的にどうなるかも明らかではなかった.三九堂にとっては大変な時期が続く

ことになる.

一審判決に対する法律関係者の反応は,当然いろいろあったが.その中で

弁理士の荒木虎太郎は,一審判決直後から, 『≠去律新聞』において判決に対

22)読売新聞人汁元年11月12H　絹月刊) 3面.
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する激Lい批判を展開した.

特日印埋上の荒木虎太郎による｢蓄音機糊如告訴鞘を論ず｣法相

聞8371IIO宮(大正2年川20日) ｢法理上より者音-憶を鮒｣法

鮒耶朋6百伏止2年2月28日)･は･レコード複製が著作権餌と

なることを服した一-決を痛烈に批判するものである･荒木蜘軸

にわたるが,重要なのは次のj.?(である

PJlに｢雲右街門の締｣が著作権の対象とならないことを主断る.

その納ま必ずしも明確ではないところもあるが･雲右衛門のレコードに錨

fI-･された｢舶｣は著作権の対象とならないという意味と-れる前述し

たように･当蜘著作権法1条1項は･著作権の対象となるものを列挙して

いるが･そこには佃奏｣は挙げられていか､楽謂れて書かれた吉相

第1条1項で列挙されている｢-に該-しかも第2項によれば｢奨

励著作権は興行権を包含す｣るので.楽譜哨作権者の桐を待ないでそ

の楽譜を演奏することは著作権侵害になる-しかし･ ｢鞭｣そのものには

著作権は成:/ILないのでr ｢-｣を複製しても著作触違戊にはならない

という意味のようである.

第2に･仮に雲右衛門の-が著作権の対象となりうるとしても,著作権

が如するには･それが著作者の独創的思想の成果でなければならないと主

断る･しかし一-衛門の演奏がはたLて鮒的思-表れかについて荒

木は疑問を-る･浪花-昔から削継がれてきた物語に節を付けて語

るもので.それを-ときの美声や節lnJLのような綿の部分に. iA曲師毎

の違いがあるとしても･これは独創的とL捕えない(楽譜の粥JJ的というの

とは一策なる)･従って.著作権は-Lないという議論である23).

(3)大審院判決(大正3年7月4日)

~一審と批く淵人達の著作鮎遠的認め･附帯私赤の原告のffLi純

慣詣舶-した2審判決(東京控訴院大lE2年12月9F])に対して.般

23)荒-郎柑-作-- 61 -915年)は-BTJ性欠的納醐する
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E･人達が上告した.被告人側の代押入(播磨旋治郎.江木束,松沢九邦,佐

藤重之.長島鷲太郎)の上告理由は多岐にわたるが,播磨辰治郎のL告坪由

がもっとも詳しく,基本的な論点にわたっているので.それを中心に整押し

ておく21〕

上告理由第1点は.こうである　原審は,雲右衛門が語った音声が｢赤瀬

源蔵外rhA人数名のrr跡を叙したるiL句に其の創意に係る音階摘節を配し独特

の声占馴こより漬述したる音楽的著作｣であるとし, ｢其の演述を機械的作川

により写したる蓄音器平円鮭の複製を以て著作権法に所謂偽作｣であるとし

た.すなわち.被告人達のレコード裡製が｢著作物の偽造｣ (著作権侵害)

になるとした　しかし.著作権の対象を規定する著作権法1条の｢演述｣と

は,滴述の内容のことを言うのであって.演述の什九｢音声巧拙または声

調等値述振りの態様｣をいうのではない.従って.いくら演述の仕方が独特

であっても,漬姓の仕方そのものが著作権法上保護される｢演述｣に該当す

るわけではない.すなわち,著作権法は,撰述の小身が｢思想にして創作即

ち独特のものに対し権利をJj一えるにとどまi),その外形態様には著作権の生

ずべき筋合いのものにあらず｣.従って.原判決が演述の態様が名作樵の保

護の対象になるとして一　その複製が著作権侵害になるとしたのは.著作権法

の解釈を誤っている

上告坪内第2点は, 2つのことを述べている. 1つは,浪曲演奏のもとに

なっている文句(台詞)には著作権が成立しないということである.すなわ

ち.雲右衛PTの創意は,古人の事跡を叙したる史イJJに｢其の創意に係る打階

曲節を配し独特の声調により演述した｣部分にあり,もとの文イー)の郎釧よ在

来のものであって雲LL衛門の創意によるものではない　もう1つは,文句の

部分に独RIl性がないとすれば.演奏の部分はどうかということであるが,上

告坪山はこの部分も著作櫛の対象とならないという.すなわち.書右街門の

24)刑禄20-136CI　なお.播磨辰治跳(龍城)は横田秀雄U〕還暦記念に要も徽門事件

における構凹別事の且しいFtlを番いている(r終日博上の還暦を寿するに耗て_法律新

聞1894 1I3郎
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加えたLIL';-IiE帽の部分が作曲作譜としての創作性があるかといえば. ｢訊

鮒において在来の浪花節の細を脱し其の曲節に一種独特の型を創作しそ

の曲節を加付人も符号により同一の曲節を演奏しうるものとせば.或いは

音帥創作ありと云ひ得ぺけんも同人にはかかる創作あることなし｣,害右

向脚｢苗謂に吹き込みたる旋律なるものは確固たる音楽的作品として之

を認むるをえず･寧ろこれを雲右街門個人的演奏法の一･現象｣とみなすのが

過_1'うである.

1朋由第3柵仮に棚の演奏法に独創性があるとしても,著作権法

は｢･liTt軌に札て保護を与えるのであって･横奏加という｢動作｣に対

して保護をIiえるものではないから･こうした技能には著作権は成れない.

という鮎である･ =れは,音譜に著作権があって･音譜を清奏する弼者

の推量に名作権が生じないのと同じである.

トデ洞山第1()･.･hL 1908年改正のベルン条約との関係について述べる.

lL可条的細的著作物の著作権者にその音楽を機械的に複写することを許

可する権利を与えるので･もとの-二著作権が-するなら,柵で他人

が糊盤に複写することは著作-害となるしかし,雲-門の浪曲の場

触よもとの浪曲の朋にも, -にも著作権がないので. =れを他人が

仰臥複写しても著作権侵割こならないなお･ベルン条約は外臥の音

楽的著作権に関する規律であり･本件では適用されか､.

LF潮削l舶原告が主張する著作樵が･そもそも書物についての

帥権なのか,清如っいての著作権なのかを問題とする･害摘門は棚

45fl三2月28 Uに｢武上道鼓吹浪花節文句全集｣についての著作権の登録を

かたが.それは｢武一上道-浪花-句全集｣という割れっいての著作

触のか･それともこれを宴右-が-盤に吹き込んだその卯酌著作

物とする趣旨なのか･前者と思われるが,そうだとすると･本件被告人の子-JA

為はこの書物を複製したものではないからr著作権侵害はないという講脈

ある

このほかに.代理人江- -九臥佐藤垂之らによると細山がある
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が,ほと重なる部分が多いので･省略する　いずれにせよ･高名な弁護人

による大変力のこもった上告理由が娯闇されている　単なる被告一人等個人の

利益のためというよりは,レコードを自ら録計製作･販売する業界(~二光

堂. [1本蓄電執再会など)と.レコ-l;をコピーすることで商売をしている

業者達の間の業界戦争という様相を-7-･･している･

大審院判決は.これらの上告坪山については･次のように応えた.

第1に.著作権法の解釈として･何が著作椎のklf象となるか.その基準を

示す.そもそも青紫的著作物が著作杵法1条1項には明示されていないが.

｢美術ノ範囲二属スル著作物｣は･広く芸術に関する著作物という意味であ

り,ここには青紫的著作物も含まれるとする･ 1条2項もそのことを前掛こ

｢楽譜ノ著作権ハ興業権ヲ包含ス｣と規志した･また･ここでいう音楽的著

作物は.楽譜が伴わないものであっても創意による新曲であれば構わない,

そうでないと楽譜を用いる伝統のない日本の音楽について著作権が戒i7･しな

いこととなり適当でない,このようにして著作権が成iI-･した新恥こついては･

これを演奏したり,楽譜を転写したり･楽譜なき新曲を楽譜に書き取る行為

はいずれも｢複製｣に当たる･蓄音器に録芹することも｢複製｣に該当する.

｢埴二他人ノ音楽的著作物ヲ直接こ蓄音機ノ猟菅又ハ蝋板二写調スルハ我著

作権法第二十九条二所謂著作権ノ侵害ヲ構成スルハ勿論他人ノ音楽的著作物

ヲ写調シタル蝋菅又ハ岨枚ヲ基礎トシ埋草的化学的作梢二依1) fニ之ヲ他ノ

蝋管又ハ塊根二等調スルハ原作ヲ感覚セシムヘキ手段方法トシテ直接写調ノ

場合卜竜モ果ナル所ナク其所為亦偽作ヲ構成スルコトヲ免レサルモハ断セ

サルヲ得ス｣ (判例集1391頁).

しかし以卜のように言うためには･その前提条件として･演奏された音

楽が著作権法の保護を受けるものでなければならない　すなわち, ｢他人ノ

演奏シタル洋楽ヲ蓄音機二写調スルコトカ著作権法第二十九条ノ意義二於テ

鎧鑑上如土塁if幣はノ保艶
豊里幽艶i迎旋律ヲ包含旦止三上
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土星童選手著作物卿吐上故二歌楽ノ演奏
者ハ其声rl?ノ艶麗其声量ノ竜高二加フルこ其強弱綬急抑揚衷情ノ妙ヲ以テシ

聴聞者ヲシテ感嘆捕ク能ハサラシムルモノアルモ馳三

遷皇旦々テ其旋堅嘩且塞
i!摺作樺ヲ取持スルコ　ヲ　サルノミ　ラスJ　こ､ル　カ　タ　ル

ヲ包斤スル壌合ト　モ　　ハIt=･ゝスシモ~　二トシテ一･ ,ノ　-　ヲ

受クルコトヲ待ルモノニアラス｣ (1391軌｢即興的音楽ノ演奏ニシテ純然

タル瞬間創作二属スルモノハ演奏者ノ主観二於テ其旋律力確定スル場合文ハ

演奏者力特二楽譜ヲ作リテ之ヲ固定セシメタル場合ノ外ハ音楽的著作物トシ

テ著作権法ノ保護ヲ受ルコトヲ得ス従テ此種ノ音楽ヲ蓄音機二写調スルモ偽

作トシテ著作権法ノ制裁ヲ受クルコトナシ｣ (1392頁)

第2に判決は･以-トの基準を本件にあてはめ,雲L･衛門の浪曲が如何に

巧妙なものであっても･新旋律を含むものではないので,著作権の保護を受

けないと断じる･ ｢1掘院ノ認メタル事実二依レハ苔旨機ノ吸盤二写調セラ

レタルモノハ我国こ於テ従来行ハレクル低級音楽ノ一種タル削E節ニシテ斯

道ノ達人タル桃中軒吉右衛門力其独特ノ創意二依り蓄音機写詞ノ瞬間こ於テ

作仙演唱シタルモノニ係り普通一般ノ浪花節芸人ノ演唱中二存セサル新旋律

ヲ包含スルモノナルコトハ充分二之ヲ認ムルコトヲ得へシト難モ雲L･衛門ハ

其創意二係ル本件ノ音楽二付キ楽譜ヲ作リタルヤ否ヤ其創意ハ楽譜ヲ作成ス

ルコトラ掛レノ程度二於テ同定セルヤ4･J<ヤ少クモ雲右衛門ノ創意二係ル新曲

ハIqiB:右衝門二於テ其固有ノ浪花節トシテ随時随所二之ヲ反覆スルノ意思アリ

テ11其意ノ如ク之ヲ反覆スルコトヲ吋能ナラシムルノ程度二於テ熱シタル確

創鳩律ヲ包含スルヤ否ヤハ原判文中-モ説示スル所ナク判文所掲ノ事実証

拠こ依り之ヲ紹スル事ヲ得サル以上ハ原判決ノ趣旨ハ消極的二之ヲ否定シ

タルモノト解セサルへカラス抑モ吉右衛門ノ浪花節ヲ言帥ノ巧妙ナルハ他ノ

浪花BTJL芸人/iE及スル所こアラス其芸風ハ能ク一部人上ヲシテ渇仰セシムル

モノアリト雄モ其語ル所ハ浪花節ノ外二･･Hテス此場合二於テ望右衛門ノ浪花

節ヲ貫通スルー僧独特ノ定型的旋律アリテ本件苔旨横ノ轍態こ吹込マレタル
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楽曲ハ即チ卦旋律ヲ表彰シタルモノニ外ナラストセハ雲右衛門二著作権アル

ハ論ヲ侠タス若シ然ラストスルモ本件ノ楽曲タル雲右衛門力之力蕃芹横ノ親

睦二吹キ込ムニ際シ新タニ創作シタルモノニ係･)其旋律ハ雲L-衛P7カ自家固

有ノモノトシテ将来二向ツテ之ヲ反覆スルノ意思ヲ有シ且之ヲ反覆シ得へキ

程度二於テ確定シタルモハセハ此場合二於テモ雲右衝門ノ為メこ著作権ヲ

認メサルへカラス之二J丈シテ墓室且蜘

旦越生旦瞳戯娼虻三週趣堕茎丑
鮭川岨川三越_王道こ..il.･L三いp._iu一辿坦ntJ tiEt.･こl岨二J/Iiこ＼退塾が壬｢-

上皇∠上組醒
･二_lq iuユ江上選鵬ノL一郎卜1号ぎ二二止､苛L ll ･.こ!Lr;i -.ILl咋∴良一主止こ-iLこ∴-.二晩iul

赴性三豊旦ヱ星血
盟畠地主趣ヒ
三選旦紬シテ本作雲右衛門ノ創意二係ル浪花節ノ楽曲こシテ前示ノ如ク確乎

タル旋律二位.)タルモノト認ムへキ事蹟ノ71(セサル以上/欄間創作ノ範囲ヲ

脱スルコトヲ得サルモノ二シテ之ヲllシテ著作権法二所謂音楽的著作物卜謂

7コトヲ得ス｣ (1393-1395自)と判断し･原･#が著作権が成〕1-することを

前提に｢偽造｣があったとした判断は誤りであり.被告人は撫非であるとし

た

第3に,音楽的著作樵が成立するために楽譜が必要かどうか･雲LA衛門が

楽譜を付けることなく.単に｢武士道鼓吹浪花節文句全集川｣として著作

権裾線を受けた場合には音楽著作権は成立しないのか(単に文学としての著

作権の成立する余地しかないのか),という間矧こついては･大審院は, ｢音

楽的著作権ハ演奏二倍リテ之ヲ取得スルヲ得ルコ相二棋奏ノ目的タル音楽

力著作権ヲ生スルカ鵠メニハ確チタル新旋律ヲ包含スルノミヲ以テ足TJ発語

ハ必ラスシモ之ヲ作成スルコトヲ要セサルコT/､既二説明スル所ノ如シ｣

｢此場合二於テハ割乍槽ノ目的タル新築曲ハ作曲者ノ脳裸二存シ演奏又ハロ

博こ依ルニアラサレハ其内容ヲ表示スルコトヲ得サルヲ以テ之力登録ヲ謁ス

ニ苗,)テモ亦具越昧又ハ文句二依りテ抽象的こ著作物ノ何タルヤヲ知ラシム
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ルノミヲ以テ足り文字又ハ其他ノ符膿ヲJRヰテ具膿的二著作物ノ内容ヲ表示

スルノ必装ナシ｣ 〔1399頁)と述べ,楽譜に記載されていなくても演奏等に

よって表不されることでも著作権は成1,J/-Lうるとした　そして,そのような

昌一楽肝帯作棟を登録するのは楽譜によることができないので,それを｢武士

道鼓吹祉椛節文句全集1冊｣と表示することでも電錨としては有効であると

した　しかL･判決は･そもそも宴右衛門の演奏内科二ついて著作権が成T/i.

することを巾走したので(上記第1JE.),ここで述べた問題は.本件の解決

にとってはもはや大して重要ではない.

第4に.不法行為の要件としての権利侵害があったかについては.公訴の

i-JuL群山二対して応えたことを繰り返したトすなわち.雲右衛門の浪曲に著

作権は成謀しないので,被告人らが雲右衝門の演奏をレコードに複製しても

｢著作権鎚苦｣を坪山とする不法行剃ま成立しないというものである. ｢本作

会心衡門ノ創意二係′レ浪花節ノ作曲ハ音柴的著作物トシテ著作槽法ノ保護ヲ

受クへキモノニアラサルコト従テ之力複製ヲ鵠シタル被告人ノ所吊ハ社上告

人ノ有スル割乍傭ヲ侵害シタルモノニアラサルコトハ公訴ノ憎趣意二軒シ

テ剛スル所二位.]テ明カナルヲ以テ之ヲ弼山トシテ上告人二損害ノ賠償ヲ

鴇サシメントスル被上告人ノ箭求ハ共営ナ.)放二其請求ヲ探肘シテト告人二

敗訴ヲ言渡シタル原院私訴判決モ亦失督ニシテト告論旨ハ坪由ア1) 1紺決ハ

破穀ヲ免レサルモノトス｣ (1401頁),

4　大審院判決と不法行為理論

(1)判決の理論

判決の著作権侵害およびイ堀11i為に関する理論を単純化して整理すれば

次のようなものである.

(A)創良一一夫による新旋律を含むものであれば音鮒著作権が鮎する.

(l弓)音楽的幸作掛蛸譜の形で表示されている必要はなく,演奏による

方法で表示されても構わない.
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(C)片栗的著作権が存在する場合であれば.それをレコードで榎写した

場合には,著作権佐吉になる,

(D)著作権侵害は.民法709条の権利佼害として不法行為となる(判決

は著作権侵害自体を否定したのでここまで述べていないが当然の前提と杏つ

ている)

しかし･大審院判決は,雲LA衡門の浪曲に関しては,そもそも(A)の部

分を否定した･そのため･ (BHCHD)は抽象論としてはrl-定するが,こ

れらはこの事件の解決としては必要のない傍論となった.

判旨のロジックでも,昌潮{J著作権が成立する場合であれば(〔A)が成

i7LAする場合)･その音楽を録音したレコードを他人が複製する行勤ま音楽的

著作権の侵害となり･音楽的著作権を有する者が訴えることができる.しか

し･この理論はレコード業界にとってはほとんど役に立たない.なぜなら,

苦楽的著作権が成立しないとされた浪曲のような口本の伝統的音楽の場合は

もちろん･西洋音楽でもレコードに鐸昏されるのが音楽的著作権者以外の演

奏者によるものである場合には･このような演奏者の録音したレコードには

音楽的著作権が成11しないので･多くの西洋音楽のレコードも著作権法では

保護されないことになるからである･そこで,この大審院判決を機にレコー

ド業料ま,老作権法改正を目指して各界に運動を始めることになるのである,

ところで･ (A)の命題は･換言すると音楽の演奏そのものには著作権は

齢['lLないということを意味するが,不法行為の問題としては,著作梅その

ものでなくても.何らかの意味の権利が認められ,その権利侵害があれば不

法行為の成立を認めることができる　要するに.著作権にこだわることなく,

レコード原態製作販売者の鍛引上･営業上の何からの権利が認められれば.

その挽利侵害を理由とする不法行為を問題にすることができる.さらに進め

て･権利侵害がなくても違法な行為によって取引上のli毒突が生じれば不法行

為の成､11を認めるという可能性もありえた.このように.雲右衛門事件当時

は必ずしも意識されていなかったが,この事作は権利を厳格に考えるのか柔

軟に考えるのか.そもそも権利侵害という要件を必須の要件と考えるか否か,
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というイ噌行為法にとって重安な論点の出-となっているのである(これ

を｢権利の柔軟化.希蒋fto〕閃乱と呼ぶことにする),次に.当時の学説

がどのようにこの間題を扱っていたかを見ておこう.

(2)当時の不法行為理論

(a〕概観

当時のイ噌行為嘩論については･ ｢棒利侵乱要件.掛二｢債権侵割の

問題に関しては,吉耶ISl%順棒侵害論再割に-てほぼ検討しつくされ

ている25)･宗右衛門事件との関連で問題となる｢権利｣概念の希薄化.莱

軟化の問題は, ｢債権侵割の問題とは別の問題であるが.関連がないわけ

ではないので1 ｢債権僅割をめぐる不法行為の議論を見ておくことは,大

きな流れを聯する一二で参考になる･細邦彦『横棒侵害論再考』によって

整理しておこう.

吉RJ論文によれば.民法起草者達の朋牢も含め,明治末年頃までほイギリ

ス法の影響のもと｢権利｣の中に債権を含める見解が主流であったが(普

者はこれを｢第1剛と呼ぶ)･明治30年代末からドイツ法の影響を強く受

けた石坂音r郁弧川名兼四郎などによって･ドイツ民法823条1項と同様に,

権利侵害による不法行為を｢絶対権｣侵害の場合に限定し債権侵害を含め

ない説が主張されるようになる(｢第2凱).この立場は,ドイツ法全体の

影響加滴まる中にあって有力になっていくが･大正3年になると末広厳太

郎の有名な論文26) ｢第二者の債権侵害について｣ ｢債櫛の排他性について｣

によって･ ｢排他性｣と｢非佐吉性｣を区別し債権などは第二者から侵害

されないという意味での｢}帽吉性｣はあるが,物権のような｢排他惟｣は

ないということで･ ｢第2別のドイツ流の議論に対する反論が展開される.

25)吉旺け信彦鳩催侵害再割(1991年三) 1-79頁.

26)それぞれ･法曹記事24巻3冒-･ 5号(1914年)およびiL-学志林17巷12号〔1915

年)に掲載
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楽曲ハ即チ其旋律ヲ表彰シタルモノニ外ナラストセハ望右衛門こ著作権アル

ハ詣ヲ侠タス若シ然ラストスルモ本件ノ楽曲タル雲右衛門力之力苔千倍ノ蝋

盤二吹キ込ムニ際シ新タニ創作シタルモノニ係り其旋律ハ雲LA南門カEl家固

有ノモノトシテ将来二向ツテ之ヲ反覆スルノ意思ヲ有シ且之ヲ反覆シ得へキ

祥度二於テ確定シタルモノトセハ此場合二於テモ雲右衛門ノ為メニ著作権ヲ

認メサルへカラス之二反シテ其楽曲力確乎タル旋律ヲ包含セスシテ純然タル

即興的.日周間的創作二過キサルトキハ其楽曲ハ偶々新旋律ヲ包含スルモ著作

は⊥_旦出土⊥_二三_泣上皇_三二_過正妃_ ･'叫IHt蛇nhi立道且姐三二と′lI迫建_占栄二:二†一

柳少其音惰佃節二変化ヲ与へ閃テ以テ興味

土塀退ヲ防キ聴聞者ノ噂好ヲ繋クノ必要アルヲ以テ機二臨ミ変二応シテ瞬間

創作ヲ為スヲ常トシ抑スシテ斯ル唾
間創作二村シ･一一々著作権ヲ認ムルカ如キハ断シテ著作権法ノ精神士リ1､スル

三選旦而シテ本件雲右衛門ノ創意二係ル浪花節ノ楽曲ニシテ前示ノ如ク確乎

タル旋律二依りタルモノト認ムヘキ弔蹟ノ存セサル以上ハ瞬間創作ノ範囲ヲ

脱スルコトヲ得サルモノ二シテ之ヲ目シテ著作権法二所謂音楽的著作物卜謂

7コトヲ符ス｣ (1393-1395頁)と判断L　原審が著作権が成立することを

前提に｢偽造｣があったとした判断は誤りであり.被告人は無罪であるとし

た.

第3に,音楽的著作旅が成立するために楽譜が必要かどうか,雲右南門が

楽譜を付けることなく,単に｢武t道鼓吹浪花節文句全集1冊｣として著作

権登録を受けた場合には音楽著作権は成立しないのか(単に文学としての著

作権の成井する余地しかないのか).という問題については,大審院は, ｢青

兜的著作樺ハ演奏二依リテ之ヲ取得スルヲ得ルコTl姓二演奏ノEI的タル呂禦

力著作博ヲ生スルカ馬メこハ確乎タル新旋律ヲ包含スルノミヲ以テjil)禦譜

ハ必ラスシモ之ヲ作成スルコトヲ要セサルコトハ既二説明スル所ノ如シ｣

｢此場合二於テハ著作権ノH的タル新禦曲ハ作曲者ノ脳裡二存シ演奏又ハロ

健二依ルニアラサレハ其内市ヲ表示スルコトヲ得サルヲ以テ之力登録ヲ鵠ス

ニ昏リテモ亦其題能文ハ文句二位リテ抽象的二著作物ノ何タルヤヲ知ラシム
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ルノミヲ以テ足り文字又ハ其他ノ符娠ヲ用ヰテ見健的二著作物ノ内容ヲ表示

スルノ必要ナシ｣ (1399貝)と述べ,楽譜に記載されていなくても演奏等に

よって表示されることでも著作権は成立しうるとした.そして,そのような

音楽的著作権を発録するのは楽譜によることができないので.それを｢武士

道鼓吹浪花節文イ･J全集1冊｣と表示することでも発録としては有効であると

した　しかL　判決は,そもそも雲右南門の演奏内容について著作権が成立

することを1〒定したので(上記第1点),ここで述べた問親は.本件の解決

にとってはもはや大して重要ではない

第4に,不法行為の斐件としての権利侵害があったかについては.公訴の

上告理由に対して応えたことを繰り返した.すなわち.雲LA衛門の浪曲に著

作権は蚊立しないので.被告人らが雲右衛門の演奏をレコードに複製しても

｢著作権侵害｣を理山とする不法行為は成立しないというものである. ｢本件

雲右衛門ノ創意二係ル浪花節ノ作曲ハ昌･饗的著作物トシテ著作権法ノ保護ヲ

受クへキモノニアラサルコト従テ之力複製ヲ璃シタル被IS･人ノ所為ハ被卜.吾

人ノ有スル著作権ヲ僅害シタルモノニアラサルコトハ公訴ノト告趣意二野シ

テ矧肘スル所こ依.)テ明カナJt,ヲ以テ之ヲ理由トシテ上告人二拍巽ノ賠償ヲ

環サシメントスル被上告人ノ請求ハ尖肯ナ.)枚こ其請求ヲ採用シテ上告人二

敗訴ヲ音波シタル原院私訴判決モ亦失宙ニシテト告論旨ハ理山アリ原判決ハ

破穀ヲ免レサルモノトス｣ (1401頁),

4　大審院判決と不法行為理論

(1)判決の理論

判決の著作梯侵害および不法相即こ関する理論を単純化して整鞘すれば

次のようなものである,

(A〕創意⊥夫による新旋律を含むものであれば音楽的著作権が成立する

(B)音楽的著作権は楽譜の形で表示されている必要はなく,演奏による

方法で表'7,-されても構わない
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(C)音楽的著作樵が存在する場合であれば,それをレコ-トで複写した

場合には,著作権侵害になる.

(D)著作権伝書は,民法709条の権利侵害としてイ二法行為となる(判決

は著作権侵害自体を否定したのでここまで述べていないが当然の前提となっ

ている)

Lかし.人蕃院判決は.雲右衛門の浪曲に関しては.そもそも(A)の部

分を否定した_　そのため. (B) (C) (D)は抽象論としては肯定するが,こ

れらはこの事什の解決としては必要のない傍論となった.

判旨のロジックでも,音楽的著作権が成立する場合であれば((A)が成

音する場合).その音楽を録音したレコードを他人が複製する行為は音楽的

著作膝の侵害となり,青紫的著作権を有する者が訴えることができる　しか

し　この理論はレコード業界にとってはほとんど役に立たない,なぜなら,

音楽的著作権が成V.しないとされた浪曲のような日本の伝統的昔禁の場合は

もちろん,西洋音楽でもレコードに録音されるのが芹楽的著作権者以外の演

奏者によるものである場合には,このような演奏者の録音したレコードには

音楽的著作権が成立しないので.多くの西洋音楽のレコードも著作権法では

保護されないことになるからである　そこで,この大審院判決を機にレコ-

ド業界は.著作権法政止を目指して各界に連動を始めることになるのである

ところで, tA)の命題は.換言すると音禁の演奏そのものには著作権は

成立しないということを意味するが.不法行為の問題としては.著作権その

ものでなくても,何らかの意味の権利が認められ　その権利侵害があれば不

法行為の成立を認めることができる.要するに,著作権にこだわることなく,

レコード原盤製作販売者の取引L. ･営業｢.の何からの株利が認められれば.

その権利侵害を理由とするイ二法行為を問題にすることができる.さらに進め

て.橡利侶害がなくても違法な行為によって取引上の損失が生じれば不法守r

為の成立を認めるという可能性もありえた.このように.雲右掛門事1Jl当時

は必ずしも意識されていなかったが,この事件は権利を厳格に考えるのか柔

軟に考えるのか,そもそも権利便器という要件を必須の要件と考えるか再か.
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というイ礁行為法にとって重要な論点の出雅点となっているのである(これ

を｢鮒の柔軟化･希靴の開削と呼ぶことにする)･次に∴勺時の学説

がとLのようにこの間題を扱っていたかを見ておこう

(2)当時の不法行為理論

(a)概観

当時の不法行為理論については･ ｢権利侵害｣要件.掛二｢債権侵害｣の

開削二関しては,吉凹邦彦順権佐吉論再考』においてほほ検討しつくされ

ている25J･芸右衛門酬:との関連で問題となる｢権利｣概念の希削ヒ･柔

軟化の問題は･ ｢債権佼割の問題とは別の問題であるが.関連がないわけ

ではないので, ｢債権侵割をめぐる不法行為の議論を見ておくことは,大

きな流れを坪解するl二で参新二なる･ -邦彦『債権佐吉論再割によって

整伸しておこう.

吉肘論文によれば一民法起草者達の見解も含め.明治末年頃まではイギリ

ス法の影響のもと, ｢権利｣の巾に債棒を含める見解がj･滴であったが(普

者はこれを｢第1期｣と呼ぶ)･明治30fF･代末からドイツ法の影響を強く受

けた石坂昔四弧川#.兼四郎などによって.ドイツ民法823条1項と同様に

株利侵害による不法行為を｢絶対権｣位害の場合に限定し,債権侵害を含め

ない説がL張されるようになる(｢第2期｣)･この立場は.ドイツ法全体の

影響加鳩まる巾にあって有力になっていくが,大TE3年になると末広厳太

郎の有frな論文26) ｢第三者の債権侵害について｣ ｢債権の排他性について｣

によって･ ｢排他性｣と｢非侵害性｣を剛UL,債権などは第三者から侵害

されないという意味での｢非位喜作｣はあるが･物権のような｢排他性｣は

ないということで･ ｢第2期｣のドイツ流の議論に対する反論が展開される.

25) -Ju-馴帽｢債権侵害再割(1991年目-79頁

26)それぞれ,法曹-24巷3号r 5iJl (1914q;-)および法学志林17巻12冒- (1915

年)に掲載
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そして,時をほぼ同じくして大審院も大正4年(1915年)の判決において

債権位害の小は行為を認める立場を明かにする　その後,学説も大きな流れ

としては民法709条の｢権利｣の中に債権も含まれるというtz/湖が有力とな

り.債権侵害も.少なくとも一定の条件のもとでは不法1i為となることが承

認される

このように.芸右衛Fl事件止叩寺, ｢債権｣をもlt法709条の｢権利侵'f;｣

の肘象に含めるかについては激しい議論があったが.いずれの､II-.場も不法行

為の成立には｢権利｣侵害があることは必要とされ. ｢怖利｣という概念を

希薄化しようという議論とは結びついていない27l.債権侵害の不法行為を

肯定する立場においでも, ｢債権｣はれっきとした｢権利｣なのであり.権

利概念を希滞することで債権侵害の問題に対処しようとする姿勢は見られな

い2m.ただ,債権但害のイ二法行為を認める京城は,取引卜の利益に対する

侵害をJムく不法守J為で保護する立場-と発展すかり能性もあり.権利概念の

希薄化の開通と連続しているのである_　たとえば　従業員を第三者によって

引き抜かれた犀主が引抜をした第三者にィ､法子i剃こよるiLl詫賠償を請求でき

るかという問題は.債権侵害の問題として議.論されているが(雇主の尾州契

約卜の労働請求権が侵害されたとみる),雇ヰの商売1二の利益が害されたと

見ることもできT　経済的損失に対する小法行為による保護の可否というrEil題

へと不易に移行しうるのである.

明治45年(1912)から大正3年(1914)にかけての雲右衝門弔件は　収

引やl軸完がi占発になってきた時期において.そしてイ二法行為法もさまざまな

模索をしている時に,ちょうど発生した.本編で当時の不法行為理論を網羅

的に検討することはできないが.雲右衛門事作の卜告審においで裁判長であ

27)こ0)ことは債権位害の不卓上行為を認めるイギリス法において.いわゆる純粋締析

損失をィ､法行為の問題として扱わないというo)が仁続的なiL場であることからもFP

解されるであろう　純粋経済拭尖のFtFJ題については.拙稿｢鮮清的利益の保護と不

法行為は(純粋韓摂損失のl.1り題を中,いこ)｣ F民法学の百fr-IJ　第1巻所収し1(棚年)

28)権利概念の席滞化と結びつくのは,鳩LLT.末l"我妻などの諸学説においでであ

る
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った横町秀雄とレコード業界側の意見書を書いた鳩山秀夫の不法行為理論を

見ておくことにしよう.

(b)横田秀雄の不法行為珊論

横田秀雄の『債権各論』29)については興味深いことに,雲右衝門事件裁判

の始まる直前の明治45年の版と.雲右衛門事件の大審院判決が出た直後の

大正4年の版とを参照することができる.

まず.覗.治45年の版においては,権利侵害の要件について,次のように

述べられている_ ｢如何なる場合に於て人の行為が違法なりと云うことを得

べきやと云うに人の行為が違法たるが為には其の行為が他人の権利を侵害し

たることを必要とL他人の権利を侵害せざる行為はその結果として他人に損

害を被らしむるも違法行為を以てE]することを得ず.我が民法に他人の権利

を侵筈したる者とあるは之が為なり｣ (432貞一433日)しかし.次のように

続ける, ｢凡そ不法行為ありとするには常に必ず対世的関係に於いて権利の

侵害あることを要し　対人的権利関係の当事者剛こ於ける権利の侵害は芸に

所謂不法行為を組成せざるものとす.苗を以て常に其の成立に於いて村世的

関係のみを生する物権特許権著作権等の侵吉は具の何れの方面より来たるを

問わず常に不法行為として債権発生の原因となるも,債権親族株の如き対人

的権利に握りでは射手人たる義務者の義務違反は債務の不履行又は親族法上

の義務違背として其の当事者間に権利義務の関係を牛ずるに止まり不法行為

として別に債権発車の原田をなさざるものとす,但し債梅関係に付さても亦

対世的関係に於ける催利侵害の場合を想像することを得べく.この場合に於

いて被害者たる債権者はJf二法1T為の原則に従ひ救済を求めることを得べきや

に付きては学者間議論の存する所なりと雛も.我が民法は不法行為の目的た

ることを得べき権利の種類を限定せざるのみならず,債権その他の対人権の

侵害を以て-の不法行為なりとし法律の救済を求むることは権利其のものの

29)拭い秀雄｢偵権各論｣ (初版　明治√15年一4Jlf　第7版,人I1-4年6F15E]〕なお,

E]ト剛こあたっては脱文を平仮Y,に書き直した
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性質上塵も妨げなきを以て本間に付きては積棒説を探るを可なりと信ず｣

(433頁1434頁),結見　積tlJ秀雄の立場は,民法709条の｢権利｣侵害は絶

対に必要な重要な要件であり, ｢権利｣には債権も含まれるが.債権侵害が

常に不法行為になるというのではなく,一定の態様で債権が侵害された場合

にのみ不法行為になるというものである　すなわち,債権についでも｢対世

的関係に於ける権利侵害｣という場合がありえ,この場合には債権侵害も小

法行剃こなるというものである.しかし.それがどのような場合かについて

は触れられていない

その後の大正4年の版では, ｢権利侵害｣の要件について人幅に加筆され

ており,この点についての考察が深まったことが窺われる｢権利侵害｣要

件についての基本的な立場は明治45年版とそれほど変っていないが.明治

45年版では債権侵害の間是削二ついて,債権も比法709条の｢権利｣に含ま

れるとし　債権侵害の不法行為を認める｢積極説｣に与するとしていたのが,

大正4年版ではより憤重な鋭明の仕方に変わっている.幾つか興味を引く部

分を紹介しよう.

第1に,権利侵害の要件が重要なのは.損害が生じても権利侵害がなけれ

ば不法行為の成立を認めないからであるが(この点は45年版から変わらな

い),その具体例として, ｢(1)高楼を建築して隣地の観望を妨げ, (2)米穀

の買占を為して米価を騰貴せしめ囲って多数の人に損失を被らしめ, (3)他

人の買取りたる動産不動産に付き未だ登記又は引渡なきに乗じ之を買取り登

記又は引渡により其の権利を取得する｣場合などが挙げられているこう0)_　横

LOは.民法709条の権利に｢債権｣を含める立場をとるものの,韓酒的損失

があれば削二権利侵苦があるというほど権利概念を希薄化するものではない

ことが分かる.

第2に,債権侵害の間是削こ関しては,既に述べたように,横uJは債権侵害

も侵害態様によっては不法行為になるという立場であったが,そのことをよ

り具体的に議論している311すなわち,第二者が債務の目的物を穀filした

30)横田.前掲it (大止4年駄)糾2百一
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り,債務者を教唆して債務不履行をさせたり,雇用関係にある従業員を誘摘

したりすることは.小法行為になるとする.第三者が｢債権者の利益を害す

ることを得るは容易に之を想像し得べく債権者の利益を不完全ならしめて具

の利溢を害するは債権者の桟利を偵篭するものに外なら(ず)｣ 〔845頁)と

する.そして.伝統的には債権には対世的効力はなかったが.むしろ｢法律

思想界に一新生面を開く｣ために.債権に対牡的効力を認め.第三者による

侵害を許さないようにすべきである.以トの基本的立場は明治45年版と同

じである.それでは民法709条の解釈論として｢権利｣侵害には債権を含め

るのかというと.明治45年版では｢積極説｣をとると明言していたのが.

大正4年版では憤重な言い回しになっている.すなわち.民法709条の解釈

として第三者による債権伝書によって不法行為が成立すると考えるかは別閉

題であるとして, ｢民法第709条に所謂｢権利｣中には債権をも包含するも

のなりとの解釈は俄に之を肯定するを得ず｣ (848頁)と述べる.それでは,

拭法709条の｢権利｣には債権は含まれないという立場をとるのかというと,

その点も明確でなく. ｢然れども余は民法の解釈としても第三者が債権者の

権利を害するの故意に山で不止に其の権利行使を小能小完全又は困難ならし

め債権者に損害を与えたる場合に付き賠償請求権を認めるを吋なりと信ず.

而して余が債権の侵害を認むるは一般権利の対世的惟質と実際取引上の必要

に基づくものにして第三者の過失に関る債権侵害を除外L　之に其の故意に

r月る債権侵害のみに限定するは.一面詐吾行為廃能訴権より類推し,一曲第

三者の債榛の侵害は其の故意に出でたる場合にあらざれば之に不法性を帯有

せしむることを得ざる取引ヒの必要より演緯したるものなり｣ (848頁)と

いう説明をしている.民法709条の｢権利｣に債権を含めるかについては消

極説に転向したかのような印象を受ける.しかし,本稿との関係で注目した

いのは. ｢佑旅｣が民法709条の｢権利｣には含まれないとしても, ｢実際取

'jI上の必要｣から一定の場合(故意の侵害の場合)には,ィ､法行為を認める

としていることである32).取引的な利各　経済的な利益を不法行為で保護

31)横川　前掲書(大正4年版J A43月~以下
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することが必姿であるという考え方が規れている.これが雲右衛門事件の影

響かどうかはわからない.

第3に,ドイツ民法の規定の影響によるが, ｢信用股禎よる生ずる損害は

財産権のJfi法侵害として救済を与ふるを"1-なりとす｣という立場を明かにし

たことであるう3).これも営業上の利益を不法行為法で保護する姿勢を表す

ものであり,明治45年版にはなかった視点である.なお,横Hは,信用奴

fiiなどの営業上の利益侵害を｢財産権の侵害｣と構成しているが,これは後

述する松本丞軌　鳩山秀夫らの営業権-人格権構成に対する批判を丹むもの

であろう.

雲右衛門事件との関係で.横田秀雄のィ､法行為群論を見ると,レコード製

造販売業者などが有する取引的･緯済的利益を不法行為法で保護する必要性

が多少意識されているものの,不法行為瑚瑞としては十分な展開を見せてお

らず,むしろ｢権利｣概念が厳格に維持されているために(｢債権｣を含め

るという限りでは広い権利概念も主張されているが), ｢権利｣概念を拡張･

希薄化して小法行為の成立を主張しても,横田の不法行為推論のもとでは認

められる可能性はなかったと言えよう,すなわち. ｢著作梯｣概念を拡張す

るという方向も,また.著作権以外の何らかの権利の侵害があったと主張す

る方向も.いずれも牡しかったことを意味する　それに加えて, ｢著作権｣

概念を拡張することについては.附帯私謀との関係でも大きな閃硯があった

ことは,後述する.

(C)鳩山秀夫のィ､ぎょ行為理論

鳩山秀夫は, ｢蓄音機レコード模写事件に関する意見書｣`i4)において,レ

32)横EE] r前掲芽(大正4年版)汚48打

33)横EE] ･前掲書(大正4年版) 848百一849fl.

34)鳩山秀夫｢苗占機レコード模写単作に関する意見書｣蓄音器世界7巻6号(1920

年) 165貢以下　この｢意見書｣は鋭利に提Eliされた意見出が元になっているよう

に思われるが.芸jl一軒門単作の裁判で提出されてものではなく,雲イ71律子門事件後に

日本菩占器商会(nv･ホーン)がそのレコ-ドを複製した者を相手に提起した

｢蓄音器音譜複ち'製造販売の停lLtl仁損害賠償請求の件｣■ (大判人TF 7年9 71 18日比縫
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コードの複製が著作権侵害となるという方向からではなく.不止競業による

不法行為が成.i/-_するという視点からの議論を展開した　これは当時の不法行

為理論としては画靴的な視点である.

鳩山意見書はまず,営業の自由がないところにはJi;正競業もないとして,

営業のEr山が最初に碓i7.したフランスにおける不正競業の問題を検討する.

そして,フランスにおいては.不正娩業が不法行為になるという議論がされ

ているが,その理論構成としては2つあり. 1つは,不正競業が他人の｢得

意(顧客) (chalandage)｣についての利為を侵害するものであり.これが権

利位害になるとしてイ二法行為の成謀を肯定する説であるという.フランス法

は, ｢軸体物｣に対する｢所有権｣という考え方を認めており, ｢得意｣ (厳

等関係)のような無体物も所有棒の対象となる.そこで.このような｢得

意｣への侵害も権利位書として小法行為を構成するという議論である　もっ

とも,同じく権利位害を議論する説の中にも. ｢得意｣ -の侵害を無体物に

ついての所有権の侵害としてではなく, ｢人格権｣侵害として構成する説も

あるという　｢得意｣のような営業の侵害がなぜ｢人格権｣侵害になるのか

ついては.当時の｢人格権｣概念についての理解が必要であるが,この.I.7.に

ついては鳩山がドイツ法の検討のところで詳しく説明する,フランスにおい

て不正競業をイ;法行為とする2つ目の理論構成は.フランス民法の不法行為

がそもそも｢権利侵害｣を要求していないとして.権利行使といえない子7-為

によっても他人に損失をFj･える行為があればィ､法行為が成117.するという考え

方に息づいて,不正競業行為は不法行為であるというものである.フランス

民法典の小法11-A為の理解としては,後者の考え力が適当だと思うが,鳩ll】は

日本の民法709条では｢権利侵害｣が必要があると考えているためか,権利

侵害を不要とするフランス法的な説明についてはあまり興味を示していない.

次にドイツ法については.フランス法と異なり不法行為理論で小正競業

の被害者を保護する法理の発展が遅れたとする.しかし,ドイツ民法典の小

24輯171O頁)で提出されたものではないかと考えられる　この事仲のL告坪山は.

鳩山｢書見酋｣とほぼ同じ議論を展開している
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法行為規定のもとで.いろいろな群論構成で不IIE蒜業の不法行為性を肯定す

る学説が号i:場するようになったとする_　4千種の学説の中で鳩山が注目するの

は,人格株侵害説である,その論者によれば,人格櫛には2種類ある. 1つ

は　自己の白軽的存在についての人橋椿であり.もうlつは白己の才】動につ

いての人格橋である,身体傷害などはJf]TJ者の意味での人格権侵害であり.不

法行為となる.もう1つの人格株は,自FRな泊動そのものを保護する人格権

であり,自由な活動,自由な官業を保護することを内容とする.そこで,他

人の錬干したレコードを無断緑青するような不止説業は人格権によって咲護

されている｢自由な活動｣を侵害することになり,不法才i為を構成すること

になる.このほかに,鳩山は.営業権を絶対権として捉え†ィ､正競業は営業

権傑害として不法子1-為となるという説にも関心を寄せている.

以上の比較法的考祭を踏まえて,日本法の問題としては, ｢人の活動を保

障する人格樺｣ないし｢営業をなす人格牌｣を認め,不正競業はこうした人

格権の侵害としてイ;法行為になるとする.結局は.ドイツ法の一部学説が主

張する営業的人格権の侵害と捉える説を主張しているにすぎないが, ′昌｢業

L･取引上の利益の侵害がィ､法行為となりうることを正面から論じたという

意味では何期的な論文であった_　しかし,雲右衛門判決当時はこのような考

え方は一般の不法行為理論の中ではほとんど主張されていなかった.むしろ,

雲右衛門事件が営業上.取引上の利益侵害を理山とする不法行為による被害

者救済の必要性を意..親させたということができるであろう_

その後鳩山は, F日本債権法各論(下)』351で上記論文で展開した議論をさ

らに発展させた不法行為理論を論じた.ここでは. ｢我が民法が･ ･唯権利侵

害を姿素とするもののみを以て不法行為と為したるは狭きに失す.権利の意

義を広く解することに依りて多少実際上の不都合を避けることを得べきも立

法論としては考慮の余地多し｣と述べ,権利侵害以外に法規違反･良俗違反

の不法行為を考えるべきであるとする,また. ｢営業権｣を確立することに

熱心で. ｢理轟上営業的活動は人の重要なる描動の一に属し活動の保護を目

35)鳩山秀人　FH本債権は各論(ド)｣ (人if13年-1924年) 844頁以下
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帆とする人格権として之を認めるを止当とすることによりて我国民法の解釈

としても営業権そのものを認めるを正当と信ず｣とするti〔り_　横Mが,営業

上の利溢を財産権として認めようとしたのと異なるプ)一向を目指している.

(3)附帯私訴

雲右衛門事件は.被告人等に村する著作席は違反車作に附帯して,その被

害者であるヴェルダーマンから損害賠償請求の私訴が提起されている,附･Fr

私訴は.フランスの刑弔訴訟手続を範とした治罪は(Fjj治13年=1880年太

政官布告37号)から設けられた#T1度で,明治23年(1890年)の刑事訴訟

汰,大if11年(1922年)公イけ･大正13年施行の刑事訴訟法と引き継がれ

てきたものであるrj7).明治45午から大正3年にかけての雲右衛門卓作の裁

判､lう時の刑事訴訟法は,明治23勺二の刑弔訴訟法であった.同法には,附帯

私訴に関して大TF.11年の刑事訴訟法のように整備された規定はなく, 10簡

条程度の坂岩が散在しているだけである,そのためはっきりしない点もある

が.大正11年の刑事訴訟法も参考にしながら,手続の概姿を措いてみよ

うr3H日条文数は特に断らない限り.明治23年の刑事訴訟法のものである)

私許の提起については次のような条文がある.私訴は†その本質は民事訴

訟であるから.被害者は附滞私訴を利用することなく.別途民事訴訟を提起

することができるが,附帯私赤を川いる場合には,公訴が存在することを前

提として損害賠償などの私赤を提起することになる.

2条　私訴ハ犯罪二田.)牛シタル損害ノ賠償,臓物ノ返還ヲU的トスルモ

ノこシテ民法二従ヒ被害者二鵜ス

3条　私訴ハ其金額ノ多寡二拘ハラス公訴二付キ第2審ノ判決アルマデ何

:;6)鳩Ill　前掲書882fl'.

37)附借私訴制度の歴史に-)いては.樫見n芙T ｢F附帯私訴｣について｣金沢法学

45番2号133日(2()03年)以下が詳しい

38)大ュl 11年o)刑事訴訟法のもとでの附帯私訴についで,以下の叙述は.小野枯--跳

L'Jfリ事訴訟法｣規代は学令集第5怨(192汚牛) 311貞一.r320頁に基づく.明治23年の

刑事訴訟法については.木卜菅三郎『刑事訴訟法講義』 (1904年) 399頁以卜

217



挑中軒雲右衛門事件とLIJ拙･大It二の小法行為理論

時ニテモ其公訴二附仲シテ之ヲ為コトヲ得

7条　私訴ヲ為ス権ハ左ノ事項二困り消滅ス

第1軸棄又ハ和解

第2　確定判決

第3　時効

私赤の提起があると,公訴の公判期日に私訴関係人を召喚して,私赤の取

り調べが行われる.私訴の取り調べにおいては,まず,原告から請求の原因

となる事実の陳述と判決を受けるべき事項の申立がなされ,これに対して被

告から答弁がなされる.証拠調べについては.当事者双力から証拠の申立も

できるが,その他に公訴について取り調べた証拠は私訴についても取り調べ

たものと見なされる(大正11年刑訴法586条).従って,検察官の収集した

証拠や予審において取り調へられた証拠が私訴においても使えることになる

この点が私訴の大きな利点である.

被告人側については公訴の弁護人が私非の代理人としても訴訟行為をする

ことになるが,原告側についても訴訟行為自体は検察官ではなく, i)j市有な

いしその代雅人がイiうようである.そして,検察官は必ずしも私蔀の審判に

if_ち会う必砦がないが,立ち会った場合には,当事者の捧弁の終わった後意

見を陳述することができる(大正11年刑訴法588粂).

私訴の判決は,公訴の判決と同時にするのが原則である(大if11年刑訴

法592条).私訴の判決をLlBすのに時間がかかる場合には,私訴は却卜され

る(大正11年刑訴法589条)問題は,裁判所が公訴について無罪の判決を

出す場合である.明治23年の刑事訴訟法5条は｢被告人免訴又ハ無罪ノ言

渡ヲ受ケタl)ト雛モ民法二従ヒ被害者ヨリ賠償.返還ヲ要ムル妨硝卜かレコ

トナカル吋シ｣と規定する　その意味は必ずしも明瞭でないが,その｢｢心的

な意確は,犯罪が不成､Ii_となっても民法卜の不法行為が成､7_する可能性はあ

るので,そのことは排除されないという意味であろう.問題はその手続法的

な意味である,規定からは明確ではないが,公訴について無罪の判決する場

合に,その同じ裁判所で附帯私訴については実体的な判断(本案の判断)杏
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することができるという趣旨なのか,別途民事裁判で審理をしてもらうこと

ができるという意味なのか.この九　大止11年の刑罰訴訟法590条1項で

は, ｢公訴二付無罪,免訴丈ハ公訴棄却ノ判決アリタルトキハ判決ヲ以テ私

訴ヲ却1スベシ｣と規定されている′脚(従って.再度民事裁判を提起する)

しかし.明治23年の刑事訴訟法5条のもとでは,公訴について撫罪の判決

がなされても,同じ就判所で附帯私訴についても判決することができると那

されていたようである　規に,雲右衛門事件のL告番は,著作権法違反事件

については被告人全員を無罪とL　附帯私訴については却下ではなく｢請求

を棄却J　している,

明治23年の刑弔訴訟法5条を以上のように理解すると.理論的には†刑

弔奴判については#ri罪とし,附節私訴については請求を認容するというrlT能

件もあったことになる　しかし,これはあくまで理論的な叶能性であって,

J実際には公訴の判決において認めたTL実に基づいて犯罪(著作権法違反)杏

軽罪としつつ,その同じ事実に基づいて附帯私訴の損害賠償講求については

小法行為が成Il/-_すると判断することは困難であったであろう.とりわけ,そ

のイi法行為を著作権侵害に求めるとなると.刑事と私赤(民事)で著作権侵

害の有無について判断を別々にすることになり,これは難しかったであろう

仮に.附JFl私訴を用いずに.民事裁判で純粋に不法行為の事件として訴えた

ならば,あるいは著作権侵害についても,単に民事のィ､法行為の問題に限定

されるので　より柔軟な判断(拡張的な解釈)がなされたlり能性もないでは

ない.しかし.附帯私赤を用いた結果.裁判JFfとしては,事実上.刑事裁判

の判断との連動を強く意識せざるをえなくなつたと思われる,不法行為の成

JI二を柔軟に判断するために著作権侵害の判断を柔軟にする(拡張的に解釈)

と.事実卜連動している刑事事件としての著作権法違反の判断も拡張的に認

めることになってしまう,しかし,これは刑刊二おける厳格な罪刑法定主義

の考えJJからしてできないことである　このような刑事と比事の判断の閉息

特に附茄私訴からくる両者の連動というものが,雲心術門事件においでも影

p泊l　その軌hについては.小野･ATJ掲書317頁
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響しなかったとは言い切れない.

雲右衛門事件における不法行為の成否判断との関係では.次の′山二も注意

する必要がある　それは.附滞私訴であるために,損#r賠償請求のT,l欄も著

作株法遥反に限定されたことである.比法の不法行為理論としては　甘業権

の侵害などを珊由とする損害航倍もありえないではなかったが4()･,附Ii;;臥

訴が許されるのは｢犯罪にl判りて生じたる損害｣の賠償請求であり(2条)

営業株の侵吉を押FRとした場合には, ｢犯罪｣によるものとはFiえなくなる

可能性がある_　附帯私訴の運用し,裁判実務では拙害賠償請求と犯罪との関

連性については柔軟な扱いがされていたようであるが州,やはり限界があ

り,附帯私謀の原告も著作権侵害以外のことは主張していない.

5　その後

ヴェルダーマンの損害肺債請求は敗訴に確定した　当時のイくiu-J一為理論が

取'jl的･営業的利益を卜分に保護するほと成熟していなかったことが根本の

原因であるが,附帯私誹からくる制約も,自由に不法行為理論を展開するの

を妨げていた.ただ,その後,三光堂の競争相手であったFW･ホーンの

日本蓄音器商会もその発売したレコードを複製業者に無断コピーされたため.

これを相手に損害賠償等の民事訴訟を提起し.鳩lll秀夫が展開していた｢営

業の人格権｣侵害を確論的支柱としたが.これも大審院の認めるところとな

らなかった(人別人止7年9月18日)12)そこで,レコード業界(原姫製造

40)鳩山,前掲｢意見書｣参照

41)樫見･前掲論文161頁

42)出様24転1710頁　こちらはPflj帯私訴ではなく,純粋の民事裁判である.裁判長

はf　雲右衛門事件のときと同じ横IH秀雄であった　判決の骨子は,演奏をコピーす

ることが著作権侵害とならない以上,レコード複製は常葉自由の範囲内であって,

営業権佼害とはtj-えない　というものである　｢接スル二番旨器音譜1､鮮モ其占譜二

付著作権ヲJBスル者アルトキハ他人力共音譜ヲ複Jせシテ之ヲ販売スルコトハ著作権

者ノ権利ヲ侵害スルモノナレハ著作権者ハ共棲ち:販売ノ停ILヲ求メR之二田.)テ生

シタル掴詫ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得へキヤ論ヲ媒タス然レトモ何人卜錐は令ノ制

限スル範朗内二於テハ他人卜同　ノ官業ヲ為スコトハ各人ノ自Ellニンテ之力苑}こ
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の大手レコード会計)は.就判で争うことを諦め,著作権法政止に向けて運

動をしていくことになった′1こi)運動の甲斐があって.大ip.9午には著作旅

は改fF.が実現し,第1条に｢演奏歌唱｣の7イ佃瑚口わった.また. 32条の3

｢音ヲ器械的こ複製スルノ用二供スル機器二他人ノ暑作物ヲ写凋スル者ハ偽

作老卜者倣ス｣という規定が新設された.これによって.原ulTの著作椛とは

別に.これを演奏する者の椛利が著作権法で保護されることになった.

他人　不法行為理論に関しては,学説.判例とも権利概念を希薄化してい

く力向を進むことになった.前述した鳩山のほか.末日,我妻等の学説がこ

のカ向を推し進めた11㌧　そして∴fEJ例においても,大7Tl14年の大学湯事件

(大判大止14年11月28日比集4巻670貞)は,権利佼害を厳格に考えるこ

となく, ｢大学湯｣を経営していた原告の営業的利益の違法な僅害によって

不法行為が成立することを認めた　もっとも,収引･営業の場向で他人の鮮

済的利益を侵害することがどこまで不法行為になるかという根本問題に関し

ては　意外と不法行為理論は発展しなかった　著作権法の改止を初め,不止

競争防止法(旧法は昭和9年制定)やその他の特別法(商標法など)などに

よってかなり対処することができるようになったこと. ｢権利侵害から違法

性｣という小は行為理論の流れがかえって被侵害利益としての営業的利益の

保護の必要性･その限界という問題から焦JfT.をほかしてしまったことなどが

その原因であろう.しかL　あらためて雲右衛門弔件を見直すことによって

同事件が不法行為に関するさまざまな重要問題を捉起したことを再発見する

他人ノ常業こ影響ヲ及ホシ繭nrlpノ販路二減少ヲ来タサシメL4テ以テ他人こ営業Lノ

械Jkヲ被ラシムルコト7ル二重ルモ是囲ヨlJ自由競争ノ結果二外ナラサレハ之ヲ以

テ他人ノ権利ヲ侵害スルモノト云フヲ得ス｣なお,本判決については,松井正道の

判例解説･著作棒判例百選(別冊ジュリスト91号) 168頁(19さr7年)がある.

43)鳩LLl　一郎捉Eil ｢著作権法中改TF法律案｣その委員会審議の状況は一.g昔器Iu-界7

巻10号35頁以T:に掲載されている　なお,提出された法案では.レコード製作者

も｢著作者卜着倣｣し.保護することを内布としていたが.修止され,レコード製

作者の保護は後退した　これらの閉買副こついては.半田IT:夫｢蓄音機レコードに関

する著作権法政if｣著作権mF究1弓-73京以下　し1962年)

44)東川博『権利侵害論1,我妻栄『事務管理,小当利得　不は11･為』 (新法学全集)

(1939年) 1201'i以卜,

221



挑rい軒雲右衛門事件と明治･大正の不は1T為理論

ことができるのではないだろうか.
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