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1．パブリシティ権とは
　今回は、パブリシティ権のごく基礎的な
部分について論じてみようと思います。
　「パブリシティ権」という用語は耳にさ
れたことはあるかと思いますが、実は、パ
ブリシティ権なるものについて明文で定め
た法律はなく、その定義・内容についても
争いがあります。
　この争いは、「パブリシティ権で保護さ
れるべき利益は何ぞや」という思想とも絡
んで非常に面白いのですが、きりがないの
で、ひとまず、「顧客吸引力のもつ利益な
いし価値を排他的に支配する権利」として
おきます（東京高裁平成3年9月26日判決・
おニャン子クラブ事件）。なお、この議論は、
「物のパブリシティ権」や、もっとわかり
やすいところでは競走馬に関するパブリシ
ティ権（最高裁平成16年 2月13日判決。
いわゆる「ギャロップレーサー事件」）等
の争点で先鋭化するのですが、それを論じ
るのはまた別の機会にしましょう。
　以下、まず、少しでもイメージをもつた
めに、有名な裁判例を外観してみたいと思
います。そのうえで、パブリシティ権を守
るためにどのような手段を講ずればよい
か、について検討してみましょう。

2．裁判例
（1）おニャン子クラブ事件
（東京高裁平成 3年 9月 26日判決、判例
時報 1400号 3頁）
　昭和の末期に一世を風靡したおニャン子
クラブですが、その活動期には、まだパブ
リシティ権等の権利意識が低かったため

か、無断でメンバーの写真を利用した商品
が多く販売されていました。本件は、その
メンバーが、カレンダー販売業者を相手に
販売差止、損害賠償を請求した事件です。
　控訴審は、芸能人のパブリシティ権につ
いて、「芸能人の氏名、肖像がもつ顧客吸
引力は、当該芸能人の獲得した名声、社会
的評価、知名度等から生ずる独立した経済
的な利益ないし価値として把握することが
可能であるから……当該芸能人はかかる顧
客吸引力をもつ経済的な利益ないし価値を
排他的に支配する財産的権利を有する」と
判断しました。
　本判決以前にもパブリシティ権を論じた
ものはありましたが、その意味内容を明確
にした、重要な判決と言えます。

（2）中田英寿事件
（東京地裁平成 12年 2月 29日判決、判
例タイムズ 1028号 232頁）
　次は、スポーツ選手に関する判決を紹介
したいと思います。
　プロサッカー選手の中田英寿選手に関す
る書籍をめぐって争われた事件で、東京地
裁判決は、パブリシティ権侵害の判断基準
について論じたあと、当該書籍がパブリシ
ティ権を侵害するかどうかについて、以下
のとおり判断しました。
　まず、当該書籍の特徴について、「本件
書籍は、その題号の主要部分として原告の
氏名が用いられて表紙および背表紙にこれ
が大書され、表紙中央部には原告の全身像
のカラー写真が大きく表示されており、し
かも、その冒頭部分および本文中の随所に

原告の写真が掲載されていて、原告の氏名
および肖像写真を利用して購入者の視覚に
訴える体裁になっている」と、中田選手が
主題となっていることを認定しています。
　しかし他方で、「原告の生い立ちや言動
について記述された文章で構成されてお
り、これが本件書籍の中心的部分であると
言える」、「（本件書籍は）原告の肖像写真を
用いたブロマイドやカレンダーなど、その
ほとんどの部分が氏名、肖像等で占められ
て、他にこれといった特徴を有していない
商品のように、当該氏名、肖像等の顧客吸引
力に専ら依存している場合と同列に論ずる
ことはできない」として、原告の氏名、肖
像等のもつ顧客吸引力に着目して専らこれ
を利用するものであるとは認められないと
して、パブリシティ権侵害を否定しました。
　本件の控訴審である東京高裁平成12年
12月25日判決（判例時報1743号 130頁）
は、パブリシティ権には触れていません。
　ただ、中田選手のプライバシー権を侵害
したことは認められ、結果として、販売の
差し止めや損害賠償請求が認められている
ことを付言しておきます。

（3）ブブカアイドル事件控訴審判決
（東京高裁平成 18年 4月 26日判決。判
例タイムズ 1214号 91頁）
　もう一つ、パブリシティ権を何故認める
必要があるのか、という一つのヒントにな
る判決をご紹介します。
　ブブカアイドル事件と呼ばれるものであ
り、ブブカという雑誌は、（少なくともか
つては）芸能人のスキャンダルを中心とす
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る記事が見受けられることがあり、本件も、
女性アイドル等のプライベート写真を無断
で掲載したという事案でした。
　判決は、肖像等を商業的に利用している
こと等を理由に損害賠償を認めましたが、
注目されるのは芸能人のパブリシティ権を
保護する根拠の部分で、「芸能人は、その
芸能の卓越し、秀でることを目指し、その
芸能を高めることを追求しようとする職業
人であって、日常的な稽古、練習、レッス
ン等によりその芸能を磨き、磨いた芸能を
観客、聴衆、視聴者等に披露し、その拍手
喝采あるいは逆に不評、不人気を受けてい
ずれの評価をもこれを糧として更なる披露
の機会を目指すものであり、その固有の名
声、社会的評価、知名度等が世の中に知れ
渡る著名な芸能人になるためには、天賦の
才能等に加え、相当の精神的、肉体的な修
練とその修練を積み重ねるにつき必要不可
欠な出費に耐える労苦とを要することが明
らかであり、芸能人がそのように著名な芸
能人として知れ渡った暁には、当該芸能人
がその固有の名声、社会的評価、知名度等
を表現する機能がある肖像等が具有する顧
客吸引力に係る経済的価値を独占的に享受
することは、当該芸能人が努力した上記の
ような修練、労苦等のもたらす当然の帰結
であるからである」と判示しました。
　これが一文であることにも驚きますが、
ともあれ、芸能人の努力、苦労、修練等に
ついて非常に丁寧に述べた文章です。これ
らが必要なことはスポーツ選手も同根であ
り、参考になるのではないでしょうか。

3．最高裁裁判例の概観
　かような裁判例（上記はごく一部ですが）
の集積を経て、昨年、平成24年2月2日に、
最高裁判決が下されました。
　ピンク・レディー事件と呼ばれる、雑誌
のダイエット企画で、ピンク・レディーの
写真を掲載したことが問題となった事件で
す。
　最高裁は、「肖像等は、商品の販売等を
促進する顧客吸引力を有する場合があり、

このような顧客誘因力を排他的に利用する
権利（以下「パブリシティ権」と言う）は、
肖像等それ自体の商業的価値に基づくもの
であるから、上記の人格権に由来する権利
の一内容を構成するものであるということ
ができる。他方、肖像等に顧客誘因力を有
する者は、社会の耳目を集めるなどして、
その肖像等を時事報道、論説、創作物等に
使用されることもあるのであって、その肖
像等を無断で使用する行為は、①肖像等そ
れ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等
として使用し、②商品等の差別化を図る目
的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商
品等の広告として使用するなど、専ら肖像
等の有する顧客誘因力の利用を目的とする
場合に、パブリシティ権を侵害するものと
して、不法行為上違法となると解するのが
相当である」と判示しました。
　まずは、これまでの多くの下級審判決と
同様（前項のおニャン子クラブ事件、中田
英寿事件等もこれに当たります）、「顧客吸
引力」というワードを用いたことが注目で
す。この「顧客吸引力」という単語は、非
常に説得的ではありますし、財産権的側面
を言い表した的確な表現ではあるのです
が、結局のところよくわからない、という
不明瞭さが批判されてきたところでありま
す。
　この点、本判決は、この顧客吸引力を侵
害する場合の類型を3つ挙げました。これ
でもよくわからん、という気がしないでも
ないですが、ひとまずはパブリシティ権侵
害の例示が一定程度明確化されたという点
で、大きな意義があるかと思いますし、今
後の実務は、本判決を避けては通れないこ
とになりました。

4．選手側の対応、意識について
　以上、長くなりましたが、パブリシティ
権に関する判決を概観してきました。かか
る実務の状況を踏まえ、スポーツ選手側の、
パブリシティ権に対する自衛策を考えてみ
ましょう。
　まず選手個人としては、権利対応のしっ

かりしたプロダクションに所属することが
一番早く、基本的かと思われます。上記の
裁判例からもわかるとおり、パブリシティ
権は明確なようで明確でなく、しかし、選
手の権利としては非常に重要であり、個人
での対応は非常に難しいからです。
　しかし、だからと言って、所属プロダク
ションにお任せではいけません。パブリシ
ティ権は基本的には個人に帰属する権利で
ある、という形式論も理由の一つですが、
パブリシティ権とは要は当該個人の価値の
現れですから、自身で価値を見極め、コン
トロールすることが肝要だからです。
　例えば、意図せずしてある商品の広告に
用いられた場合にどのような対応をする
か、提訴するのか、有名税として放置する
のか、はたまた警告だけ出して様子見する
のかは、最終的には本人の意思により決め
るべきことです。イメージとしては、自分
のプライバシー権と同様に捉えるくらいの
気持ちでいたほうがいいかと思います。
　ともあれ、そのような判断をする過程に
おいては、まず、選手の権利が侵害された
かどうかについて詳細に検討することにな
ります。この点は、前記のピンク・レディー
最高裁判決を基本に検討することになるの
ですが、例えば、氏名の冒用に留まるのか、
肖像まで使用されたのか。選手に関する記
事や写真の占める割合、書籍の見出しや商
品の売り出し方など、さまざまな事情を考
慮する必要があります。単に、「選手に乗っ
かった商品である」「写真が出ている」と
いった形式的な判断ではなく、細かい事情
を集積する必要があります。
　なお、少し話題がそれますが、選手の氏
名や写真が出ている商品の場合、パブリシ
ティ権と同時にプライバシー権が侵害され
ている場合もあり、先に紹介した中田英寿
さんの事件のように、パブリシティ権侵害
は認められなくても、プライバシー権侵害
が認められることもあります。
　非常に、非常にアバウトに言えば、パブ
リシティ権は“経済的な権利”、プライバ
シー権は“人格的な権利”でして、あくま
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で一般論ですが、パブリシティ権侵害より
もプライバシー権侵害のほうが認められや
すいこともありますので、この点の検討も
忘れないようにしましょう。

5．最後に
　　今回は、最高裁の判決を中心に、パブ
リシティ権に触れたこれまでの裁判例を中
心に検討してみました。
　選手側からみれば、パブリシティ権保護
がまだ足りない、もっと保護しろ、という
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向きもあるかと思います。かかるご主張も
もっともなところもあるのですが、先のお
ニャン子クラブ事件のように、生写真が横
行していた80年代からすれば、少しずつ
ながらも理論は進歩したという感もありま
す。
　重要なのは、今後、万が一権利侵害され
る事態が生じた場合に、選手の皆様方が、
周りのサポートを得ながら、必要に応じて
声を上げることだろうと思います。
　過敏にならず、他方で泣き寝入りもせず、

丹念に自らの権利、価値を守る作業を行う
ことが、判例が言うところの「顧客吸引力」
を有する方の責務かと思われます。
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