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訴 状  
 

当事者の表示   別紙当事者目録記載の通り 

 

 

著作権侵害差止等請求訴訟事件 

 

訴訟価額  金      円也 

貼用印紙  金      円也 

 

 

請求の趣旨  

          

１ 被告は、別紙放送番組目録記載の各番組を公衆送信してはならない。 

２ 被告は、別紙放送番組目録記載の各番組を収録したＤＶＤを複製又は頒布して

はならない。 

３ 被告は原告に対し、金３２００万円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払

い済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 訴訟費用は被告の負担とする。 

旨の判決並びに仮執行宣言を求める。 

 

請求の原因  

 

目 次 

第１、はじめに――本件訴訟の概要と本質―― 

第２、当事者 
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第３、権利の目的たる著作物及び著作権者 

第４、被告の無断利用行為１（被告番組１について） 

第５、被告の無断利用行為２（被告番組２について） 

第６、被告の無断利用行為３（被告番組３について） 

第７、被告の無断改変行為 

第８、被告の無断利用行為４（被告番組４及び同５について） 

第９、被告との交渉の経緯 

第１０、翻案権侵害に基づく差止請求 

第１１、原告の損害 

 

第１、はじめに――本件訴訟の概要と本質―― 

本件は、別紙放送番組目録記載の各番組を制作するにあたって、別紙小説目録記

載の原告小説３点を無断使用したという単純な事案である、しかし、のちに第９、

被告との交渉の経緯で詳述する通り、制作の当初から、原告小説に依拠して無断使

用して被告番組を制作する事実を被告自身が熟知しており、にもかかわらず厚顔無

恥にも原告にこれを隠し通そうと画策したものである。被告は、かつて放送局から

の独立をめざした独立系番組制作会社の草分け的存在として歴史に名を残した会社

であるが、それだけになお、今日のこのような制作者としてあるまじき振舞いは到

底容認することはできず、その誤りをただすために、司法の厳正な裁きを求めるも

のである。 

 

第２、当事者 

原告は、１９４１年、兵庫県に生まれ、早稲田大学法学部卒。１９６８年７月 フ

リーのライターとなる。１９８４年９月 「大君の通貨」（講談社）を刊行。同書で

「第４回新田次郎賞」を受賞。１９８６年８月 「薩摩藩経済官僚」（講談社）を刊

行。のちに「調所笑左衛門」と改題して学陽書房より刊行（２００１年）。１９８８
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年７月 「主殿の税」（講談社）を刊行。のちに「田沼意次」と改題して学陽書房よ

り刊行（２００３年）。１９９３年１０月 「恵比寿屋喜兵衛手控」（講談社）を刊

行。同書で「第１１０回直木賞」を受賞。 

 以後、およそ二十年にわたって、「半次シリーズ」（講談社）、「居眠り紋蔵シリー 

ズ」（講談社）、「八州廻り桑山十兵衛シリーズ」（文藝春秋社）、「縮尻鏡三郎シリ 

ーズ」（文藝春秋社）、「町医北村宗哲シリーズ」（角川書店）、「啓順三部作」（講 

談社）などのシリーズ物をはじめ七十作ほどを発表。その間、１８９５年７月に「開

国」（講談社）を刊行。これは「大君の通貨」で書ききれなかったのをまとめたもの

である。 

 被告は１９７０年に設立された、テレビ、ラジオ番組の企画・制作を主たる業務

内容とする法人であり、テレビ、ラジオ番組に関し、日本の独立系制作プロダクシ

ョンの草分けとされる。 

 

第３、権利の目的たる著作物及び著作権者 

原告は、別紙小説目録記載の「田沼意次」（甲２）「開国?愚直の宰相・堀田正睦」

（甲３）｢調所笑左衛門｣（甲４）（以下、順番に、原告小説１、原告小説２、原告小

説３という。また、これらを総称して原告小説という）を著作し、原告小説は、原

告がその著作者であり、著作権及び著作者人格権を保有している。 

被告は、以下の３本のテレビ用番組を制作した。 

①「THE ナンバー2～歴史を動かした陰の主役たち～20『田沼意次』」（２０１１年

８月１５日放送）（甲５。以下、被告番組１という） 

②「THE ナンバー2～歴史を動かした陰の主役たち～67『堀田正睦』」（２０１２年

７月１９日放送）（甲６。以下、被告番組２という） 

③「THE ナンバー２～歴史を動かした陰の主役たち～48『調所笑左衛門』」（２０１

２年３月５日放送）（甲７。以下、被告番組３という）。 

その後、被告は、被告番組１及び同番組と同一シリーズ「THEナンバー2～歴史を
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動かした陰の主役たち」の１番組「松平定信」を編集してぞれぞれ半分にした上で

合体させ、「THE ナンバー２～歴史を動かした陰の主役たち～『田沼意次＆松平定

信』」（２０１２年８月２日放送）（甲１１。以下、被告番組４という）を制作した。 

同じく、被告番組３及び同番組と同一シリーズ「THE ナンバー２～歴史を動かし

た陰の主役たち」の１番組「保科正之」を編集してぞれぞれ半分にした上で合体さ

せ、「THEナンバー２～歴史を動かした陰の主役たち～『保科正之＆調所笑左衛門』」

（２０１２年９月１３日放送）（甲１２。以下、被告番組５という。以上の５本の番

組を総称して被告番組という）を制作した。 

 ところが、被告番組１において原告小説１が、被告番組２において原告小説２が、

及び被告番組３において原告小説３が原告に無断で使用されている。以下、各番組

ごとに、その詳細を明らかにする。 

 

第４、被告の無断利用行為１（被告番組１について） 

１、被告番組１の構成 

被告のシリーズ番組「THE ナンバー２～歴史を動かした陰の主役たち～」では、

番組で取り上げる歴史上の人物をめぐって、歴史を再現する部分（以下、本題部分

という）とスタジオで司会と解説者の鼎談部分が交互に展開するという構成となっ

ている。 

被告番組１も、田沼意次をめぐって、歴史を再現する部分とスタジオで司会と解

説者の鼎談部分が交互に展開するという構成であるが、但し、冒頭で、田沼意次が

治めた静岡県相良の現代の人々へのインタビューを導入部分としている。 

被告番組のうち本裁判で原告が問題にするのはいずれも「本題部分」であり、被

告番組１であれば、田沼意次の「本題部分」である。 

２、部分翻案 

(1)、翻案権侵害の成立要件 

翻案とは、凡そ「著作物を現状のまま利用するのではなく、著作物をもとにして
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新たな著作物を作る場合」全てを総称するものであるが、このうち言語の著作物の

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（最高裁平成１３年

６月２８日判決）。本件のように言語著作物に基づいてテレビ番組（映画著作物）を

翻案する場合、言語と映像という表現手段が異なる以上、両者の表現に「具体的表

現に修正，増減，変更等を加」わることは必然である。 

そこで、テレビ番組（映画著作物）が言語著作物の翻案権を侵害するのは、次の

２つの要件を満たす場合である。 

①．テレビ番組制作にあたって、言語著作物に依拠したこと（依拠性）。 

②．両作品の表現上の本質的な特徴部分の同一性が維持されていること（類似性）。 

以下、この要件について順番に検討する。 

 

(2)、依拠性 

被告が、被告番組１の制作にあたって、原告小説１に依拠したことは、被告自ら

が原告に原告小説１に準拠して制作したこと、その結果《今回のことを、一制作者

として、二度同じ過ちを犯さないよう胆に銘じます》（甲１３．５枚目）と謝罪した

ことから明らかである（その詳細は甲１原告陳述書(1)(1)２４～２５頁）。 

また、そのことは、「田沼意次」の本題部分について、その冒頭及び結末がいず

れも以下の通り一致しており、ここだけからも「依拠したこと」は一目瞭然である。 

ア、冒頭 

以下の通り、両作品とも、将軍の遺言（家重は死の間際、将軍家治を呼び、田沼

意次を重用するよう進言）から始まる（文字で作品対比するため、被告番組をテー

プ起こしした。甲８が被告番組１のテープ起こしの書面である）。 
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原告小説１ 被告番組１（甲８。以下も同様） 
「主殿（田沼）はまたうと（全き人）のも
のなり」 
田沼主殿頭意次は完全無欠の人間であ

る――。 
 主君が家臣によせる信頼として、これ以
上の信頼はない。田沼はこの、家重のあつ
い信頼のもとに引き立てられた。 
 つづけて家重はこうもいった。 
「行々こころを添えて召仕はるべき」 
 さきざき、心をかけて召しつかうように
――。 
（１２頁後ろから３行目～１３頁５行目） 

(1)、家重は死の間際、次の将軍、家治を
呼び、田沼意次を重用するように進言し
たのである。 
（７頁７～８行目） 
(2)．意次は・・・その能力を高く評価さ
れていった。 
（７頁５～６行目） 
 

 

イ、結末 

 以下の通り、両作品とも、松平定信の緊縮財政にもかかわらず、剰余金が減少し

たことで結末となる。 

原告小説１ 被告番組１ 
結果はどうだったか。天明八年（一七八
八年）末の剰余金は八十万両だった。文
化十三年（一八一六年）末には六十五万
両と、逆に十五万両を減らしていた。 
（３２９頁終りから３～２行目） 

しかし、定信の必死の財政緊縮策にもか
かわらず、幕府の貯蓄金は結果的に増え
るどころか六十五万両にまで減ったので
ある。 
（１７頁２８～２９行目） 

 

(3)、類似性１（各シークエンスの翻案） 

ア、全部翻案と部分翻案 

全部翻案とは原告小説の内面的表現形式の「全部」について、例えば筋や構成の

「全部」について②両作品の類似性が認められる場合であるのに対し､部分翻案とは

原告小説の内面的表現形式の「部分」について②両作品の類似性が認められる場合

である。部分翻案の一例がシークエンス（節）の翻案である。 

 

イ、シークエンス（節）について 
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シークエンス（節）とは、一般に、小説や映画や番組の本筋を構成する個別の挿

話（まとまりを持った小話）という意味である（シナリオ創作の代表的入門書とさ

れる野田高悟「シナリオ構造論」１３４頁<甲１７>）。そして、シークエンスはいく

つかの場面）（シーン）が集まって、１つのシークエンスを作られるものである。ま

た、シークエンスの表現上の本質的な特徴部分とは、その典型はシークエンスのス

トーリーである。 

そこで、テレビ番組が小説中のシークエンスのストーリーを無断翻案した場合、

上記②の両作品の類似性とは次のようになる。 

「両作品のシークエンスについて、ストーリーの同一性が維持されていること」 

 

ウ、本件のシークエンスの翻案 

 被告は、被告番組１の制作にあたって、原告小説１の次の３つのシークエンスを

翻案したものである。 

①．シークエンス１ 

(ｱ)、原告は、田沼と日光社参について、原告小説１で次のストーリーに基づくシー

クエンスを創作した（甲２．１７～８７頁）。 

? ．田沼、1 年４万両の倹約で、５年間２０万両を捻出しようと考える。 

? ．田沼、弟分の水野忠友を表の役人である勝手掛若年寄に推挙し、彼を通じて２

０万両捻出を実現させる。 

? ．捻出した２０万両で日光社参を実現 

? 、日光社参実現の功績で、老中に昇進。 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって（甲１原告陳述書(1)(1)５頁）。従って、原告の創作的な表現

である。 

(ｲ)、そして、以下の通り、被告番組１は原告小説１とこのシークエンスについて同

様のストーリーを採用している。 
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 原告小説１ 被告番組１ 

?  

(1)、倹約の総額は二十万両である。五年
後の四月に二十万両がたまる。四月十七
日、家康の命日についでに墓まいりがで
きるよう、日光東照宮参詣にでかける―
― 
（３５頁１０～１１行目） 
(2)、明和八年（１７７１年）四月、幕府
は向こう五年間、毎年およそ四万両ずつ
倹約するという内容の倹約令を発令し
た。 
（３５頁後ろから３～２行目） 

(1)、日光社参には莫大な費用がかか
りました。その費用はなんと二十万
両以上。 
（９頁２７～２８行目） 
 
(2)、（倹約を毎年）四万両ずつ５年
間したわけですね。 
（１２頁２１行目） 

?  

田沼は水野に、 
「少老（若年寄）にすすまれよ」 
 といい、少老になる資格を得る加増の
ことについては、 
「折りをみて上様にお願いいたす・・・」 
といった。 
（２１頁３～７行目） 
十一月十五日、水野忠友は五千石加増さ
れて一万三千石の大名となり、若年寄に
すすんだ。若年寄は数人いた。水野は月
番を免除され、勝手掛若年寄、財政を専
管する若年寄となった。 
（２４頁３～５行目） 

田沼意次は同僚の水野忠友に目をつ
けた。田沼は水野を勝手掛若年寄、
すなわち財政専門の表の役人に転任
させたのだ。 
（１０頁４～５行目） 

?  

安永五年の四月をむかえた。五年の倹約
が満期になる月である。準備が着々とす
すめられた。 
徳川家康の命日は四月十七日だ。四月

十七日に、ついでに家康の墓所にまいれ
るよう、家治の日光東照宮参詣のスケジ
ュールは組まれた。 
（８６頁８～１０行目） 

(1)、水野は幕府の財政に無駄がない
かを徹底的に調べ上げ、歳出を切り
詰めていきました。 
（１０頁７～８行目） 
 
(2)、その結果、日光社参の費用を捻
出することに成功します 
（１０頁８～９行目） 

?  

家治は日光東照宮参詣をようやくタイ
ムテーブルにのせた田沼の骨折りを賞
して、田沼を正式の老中にすすめた。 
（５３頁５～７行目） 

その功績が認められ、田沼意次は五
十四歳で老中へと昇進した。 
（１０頁１０～１１行目） 
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②．シークエンス２ 

(ｱ)、原告は、田沼と田安家取り潰しについて、原告小説１で次のストーリーに基づ

くシークエンスを創作した（甲２．４６～３００頁）。 

? ．田安家は幕府予算を食いつぶす存在だった 

? ．田沼、幕府の財政再建のため田安家取り潰しを狙う。 

? ．将軍になれる可能性があった田安家の定信、これに激しく反発。 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって（甲１原告陳述書(1)(1)７頁）。従って、原告の創作的な表現

である。 

(ｲ)、そして、以下の通り、被告番組１は原告小説１とこのシークエンスについて同

様のストーリーを採用している。 

 原告小説１ 被告番組１ 

?  

（御三卿の賄い料は）十二万両だ。いま
倹約している分が年に四万両。御三卿の
賄い料金は合計すると倹約の三年分に
もなる。これは大きい。 
（４６頁９～１０行目）  

むしろ、幕府予算を食いつぶす存在
と田沼意次は考えていたのである。
（１０頁２６～２７行目） 

?  

「この際でござる。田安家を廃邸にして
しまうというのはいかがでござろう」 
 考えてもみない（田沼の）提言だった。
水野も稲葉もびっくりし、水野が身をの
りだしてきいた。 
「廃邸というと、おとりつぶし・・・」
（８０頁６～８行目） 

幕府の財政運営から無駄を省いてい
くその作業の中で、田沼はそれまで
人が手をつけようとしなかったこと
に着目します。それが御三卿の一つ、
田安家のとりつぶしです。 
（１０頁１９～２１行目） 

?  

(1)、田安家は吉宗の二男のおこした家
だ。一橋家は四男のおこした家である。
将軍継承順位は田安家のほうが上にな
る。定信は吉宗の孫で豊千代（のちの十
一代将軍家斉）はひ孫である。定信のほ
うが血も吉宗により近い。田安家に残っ
ていれば将軍世子になれたかもしれな
い。すくなくともなれる可能性があった
という未練が、定信に田安家おいだしの

(1)、定信は八代将軍吉宗の直系の孫
に当たる血筋。当然、田安家の跡を
継ぎ、将来の将軍候補にもなるつも
りだった。 
（１０頁２８～３０行目） 
 
(2)、（定信）「なぜ、養子になど出ね
ばならぬのだ。余は将軍吉宗公の、
孫、ゆくゆくは幕政の中核を担う男
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張本人である田沼をいちだんとはげし
く憎悪させた。 
（２９９頁１０行目～３００頁１行目） 
 
(2)、＜思うだにいまいましい＞ 
 定信はいちだんと田沼を憎悪するよ
うになった。やがて、 
＜恨みはきっとはらす＞ 
田沼への復讐の、青い炎を心にめらめ

らと燃やすようになった。 
（９０頁後ろから３～９１頁１行目） 

だぞ。おのれ、田沼め。許さんぞ。
いまに見ていろ」 
（１１頁５～６行目） 

 

③．シークエンス３ 

(ｱ)、原告は、田沼と貸金会所設立令（新御用金令）の発令について、原告小説１で

次のストーリーに基づくシークエンスを創作した（甲２．２４５～２５５頁）。 

? ．田沼、「租税徴収権の限界」（幕府が全国民から税金を徴収する権利を確保しな

かった）を認識していた。 

? ．田沼、「租税徴収権の限界」を打破するため（「貸金会所設立令（新御用金令）」

を発令。すなわち、 

? 、一方で、幕府が全国民から一律で金を徴収（返済しない）。 

? ．他方で、返済が滞ったら、担保にとった諸大名の土地を没収。 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって（甲１原告陳述書(1)(1)７～８頁）。従って、原告の創作的な

表現である。 

(ｲ)、そして、以下の通り、被告番組１は原告小説１とこのシークエンスについて同

様のストーリーを採用している。 

 原告小説１ 被告番組１ 

?  

宝永の国役金令を手にした田沼は、はか
らずも、支配地以外で租税徴収権をもた
ずに天下の政治をとりしきっていると
いう、幕府の変則的課税の矛盾に気づい

田沼はその年貢制度に限界を感じて
いました。 
幕府は日本全土の年貢徴収権を有し
ていたわけではない。幕府が徴収で
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た（２４７頁１～３行目） 
 
それとは別に田沼は宝永の国役金令を
みつめていてあることに気づいた。 
＜徳川幕府は開幕当初ミスをおかした
＞ 
 ということに――。 
＜全国民から税金を徴収する権利を確
保しなかった＞ 
というミスだ。 
（２４５頁７～１０行目） 

きるのは各地に点在する天領と呼ば
れる直轄領からのみ。そのほかの地
域は幕府への忠誠と引き換えに、諸
大名に（年貢の徴収は）任されてい
た。これが徳川幕府の政治体制の根
幹、年貢制度であった 
（１６頁５～１０行目） 

?  

田沼は実質的な総理だ。水野の反対をお
しきり、大目付に命じて新御用金令を発
令させた。天明六年（一七八六年）六月
二十九日のことである。 
（２５５頁後ろから５～４行目） 

天明六年六月、幕府は貸金会所令を
発令 
（１６頁１６行目） 

?  

高百石あたり二両だとおよそ六十万両
になる。六十万両を五年分割とする。そ
の分民百姓の負担も軽くなる。またいち
どきに課税するより、毎年毎年徴収する
ほうが税というものをより認識させう
るし、徴税組織も整備しうる。徴税組織
を整備し売れば、いざというときマシー
ンとして活用しうる。 
 五年分割だ。田沼は二両を五で割っ
た。二両は銀で百二十匁である。一年で
二十四匁。二十四匁ははんぱだ。二十五
匁とする。 
「民百姓に高百石につき五年間、毎年銀
で二十五匁ずつかける」 
田沼はまずこう書き出した。高百石はお
よそ十所帯である。 
一所帯二・五匁。銭にして二百五十文。
職人のおよそ一日の日雇い賃である。お
さめる側もなんとかなる額だ。 
 宝永の国役金令は町人に賦課しなか
った。町人は一所帯あたり銀三匁がふさ
わしかろう。 
 町人にはどういう基準でかけるか。間

全国民から平等に強制出資させた金
を、財政に苦しむ藩に貸し出すとい
うものだった。 
（１６頁１６行目） 
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口の広さに応じてかけるというのはど
うだ。間口一間（一・八メートル）を一
所帯とみる。 
「町人にかける分は間口一間につき毎
年銀で三匁ずつとする。これを毎年五年
間、地主より徴収する」 
 田沼はつぎにこう書き出した。 
 宝永の国役金令は寺社にもかけなか
った。寺社も例外であっていいはずがな
い。現代でいうなら宗教法人の優遇措置
もみとめないということになろうか。田
沼は寺社奉行配下の調役を呼び、寺社の
台所を詳しく報告させて、 
「五年の間、寺社山伏は最高十五両、以
下格式に応じておさめるものとする。た
だし、皇族関係の宮門跡尼御所はのぞ
く」 
 さらにこう書き出した。 
 大坂に「大坂表会所」という役所を設
立する。そこに全国から徴収した税金を
あつめる。公儀からも資金を援助する。
「大坂表会所」でそれらの金を諸家（諸
大名）に貸し出す。担保には＜米切手＞
と＜村高（田畑証文＞をとる。 
もし返済がとどこおったら、米切手は、

米切手に記してあるとおりの米を引き
わたさせる。村高証文の分は、田畑をも
よりの代官にあずからせ、物成りをもっ
て返済させる――。  
およそこういう内容の、細部は先の＜

御用金令＞とほとんど変わりのない法
令案（新御用金令）をつくりあげた。 
（２４７頁後ろから３～２４９頁１０
行目） 

?  

「大坂表会所」でそれらの金を諸家（諸
大名）に貸し出す。担保には＜米切手＞
と＜村高（田畑証文＞をとる。もし返済
がとどこおったら、米切手は、米切手に
記してあるとおりの米を引きわたさせ

しかし、この法律にはもう一つ恐る
べき狙いがあったのです。 
貸金会所から金を借り受ける際、藩
は担保を提供しなければならなかっ
た。そしてその担保となったのが、
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る。村高証文の分は、田畑を最寄りの代
官にあずからせ、物成りをもって返済さ
せる――。 
（２４９頁５～８行目） 
 
「諸大名の土地を担保にいれさせ、担保
流れの土地を没収していく」 
 というテーマが先にあった。そのため
には金が必要だ。金を探していて、 
 「公儀の変則的課税の矛盾」 
 に気づいた。これは修正しておかなけ
ればならない。天下の支配者である以
上、全国六十余州からもれなく税を徴収
しなければならない。でなければ天下を
統治しているなどと口はばったくてい
えない。 
諸大名の領土を担保流れにしてすべ

て没収してしまえば変則的課税の矛盾
は完全に修正できる。しかしそこへいた
る道はとおい。並行しながら、全国六十
余州から税を徴収する。その金を諸大名
に貸す。「諸大名の領土を没収する」と
いうテーマと「公儀の変則的課税の矛盾
の修正」というテーマは二つながら実現
する。 
（２４７頁４～１３行目） 

藩の財産ともいうべき領地であっ
た。 
貸金会所設立令のもう一つのねら
い。それは、各藩から領地を手に入
れ、幕府の収益を安定化させると同
時に、諸大名の勢力を縮小させるこ
とにあったのです。 
（１６頁２０～２６行目） 

 

(4)、類似性２（エピソードの翻案） 

ア、小説や映画にはエピソードというものがある。これは本筋から外れた挿話のこ

とである。これに対し、本筋を構成する挿話の場合はシークエンスとよぶ。両者は

いずれも「挿話」であり、従って、エピソードの表現上の本質的な特徴部分とは、

その典型はエピソードのストーリーである。 

そこで、テレビ番組が小説中のエピソードのストーリーを無断翻案した場合、上

記②の両作品の類似性とは次のようになる。 
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両作品のエピソードについて、ストーリーの同一性が維持されていること。 

イ、本件のエピソードの翻案 

田沼の息子意知の死後、田沼が幻覚をみるエピソードについて、両作品は次の通

り、類似している。なおかつ、このエピソードの利用については被告自身が認めて

いる（甲１原告陳述書(1)(1)２５頁。甲１３．５枚目）。 

意知の死後十日ばかりたったころだった。田沼はいつものよ
うにぼんやり庭を眺めていた。そこへ突然少年のころの意知
が姿をあらわし、逆光の中、するすると百日紅の木をのぼり
はじめた。 
＜面妖な＞ 
 幻覚かと思った。両手で顔の皺をこすってもう一度みた。
幻覚ではなかった。まぎれもなく少年のころの意知だ。 
「龍助」 
 よんでみた。意知の幼名だ。 
「はい」 
 返事があった。田沼はぎょっとした。“意知”はふりかえっ
ていった。 
「なんでござりましょう」 
「？」 
 声がやや違う。孫だった。（１８９頁３～１９０６行目） 

あるとき、田沼が庭を
ぼんやり眺めている
と、突然目の前に少年
だった頃の意知があら
われました。 
「あれは意知。いや、
幻か。私に会いにきて
くれたのだろうか」 
すると少年はいいまし
た。「おじいちゃん」。
そう、少年は孫の龍助
だったのです。 
（１３頁１８～２２行
目） 
  

 

(5)、類似性３（部分複製） 

被告番組１の以下の各記述は、原告小説１のまとまりのある創作的な外面形式をそ

のまま利用したもので、いずれも部分複製に該当する。 

原告小説１ 被告番組１ 
ア、蟄居・急度（きっと）慎というのは日中
でも雨戸をとざして一室にひきこもらなけ
ればならない。事実上の幽閉である。 
（３２３頁８～９行目） 

晩年、蟄居を命ぜられた田沼でした
が、それは日中でも雨戸を閉ざして外
へ出ることすら許されない、事実上の
幽閉でした。 
（１９頁２１～２２行目） 

イ、“あれは田沼さまのなされたこと”、と後
生長く語り伝えられるような“事業”をなし
とげよう。 
（１３５頁１０～１１行目） 

「あれはあのお方がやったこと」と後
世の人々から言われるような功績を
世に残すことであった。 
（２０頁末行～２１頁１行目） 
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第５、被告の無断利用行為２（被告番組２について） 

１、被告番組２の構成 

被告番組２の構成も、前述の通り、堀田正睦をめぐって、歴史を再現する部分と

スタジオで司会と解説者の鼎談部分が交互に展開するという構成であり、本裁判で

原告が問題にするのは堀田正睦の「本題部分」である。 

 

２、部分翻案 

(1)、翻案権侵害の成立要件 

前述の通り、テレビ番組（映画著作物）による言語著作物の翻案権侵害が成立す

るのは、次の２つの要件を満たす場合である。 

①．テレビ番組制作にあたって、言語著作物に依拠したこと（依拠性）。 

②．両作品の表現上の本質的な特徴部分の同一性が維持されていること（類似性）。 

以下、被告番組２について順番に検討する。 

(2)、依拠性 

被告が、被告番組２の制作にあたって、原告小説２に依拠したことは、被告自ら

が原告に原告小説２の利用の申し出をした事実から明らかである（その詳細は甲１ 

原告陳述書(1)(1)２５頁。甲１３）。 

また、そのことは、「堀田正睦」の本題部分について、その冒頭が以下の通り一

致しており、ここからも「依拠性」が明らかでである。 

ア、冒頭 

 以下の通り、両作品とも、看板（堀田が阿部の看板として老中首座になる）から

始まる（被告番組２をテープ起こしした書面が甲９である）。 

原告小説２ 被告番組２（甲９．以下も同様） 
(1)、（第 1 章）看板 
(2)、斉昭以外の者もまた阿部の心をあれ
これ忖度した。 

（文楽阿部）「堀田には老中への批判を
かわす看板になってもらえば十分。すべ
てはこれまでどおり、自分が執り行うの
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「万事やはり阿閣（阿部）より出で候由
承り候。まず（堀田は）看板の積りども
にやと存ぜられ候。」   
（３８頁終りから４～２行目） 

み。」 
（２頁２２～２３行目）  

 

(3)、類似性１（各シークエンスの翻案） 

ア、シークエンスの翻案 

テレビ番組が小説中のシークエンスのストーリーを無断翻案した場合、上記②の

両作品の類似性とは次のようになる。 

「両作品のシークエンスについて、ストーリーの同一性が維持されていること」 

 

イ、本件のシークエンスの翻案 

 被告は、被告番組２の制作にあたって、原告小説２の次の３つのシークエンスを

翻案したものである。 

①．シークエンス１ 

(ｱ)、原告は、「阿部正弘が堀田正睦を老中首座に迎えた」について、原告小説２で

次のストーリーに基づくシークエンスを創作した（甲３．主として１９～３４頁）。 

? ．斉昭を「評判と大きく違った､誰とでも見境なく争う」人物として設定。 

? ．堀田を実務能力に長けた人物として設定。 

? ．阿部、安政の大地震のどさくさに紛れて堀田を老中首座に。 

? ．阿部、堀田に「何分にもよろしくお頼み申す」。 

? ．次席の阿部、首座の堀田をお飾り（＝看板）として利用する意図。 

? ．堀田の時局分析（アヘン戦争に敗れた清国の二の舞いを回避） 

? ．阿部を鎖国体制維持の頑固な保守主義者（＝攘夷鎖国派）として人物設定し、

開国・実務派の堀田との角逐をテーマとする。 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構想

によるものであって（甲１原告陳述書(1)(1)１２～１３頁）。従って、原告の創作的
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な表現である。 

(ｲ)、そして、次の通り、被告番組２は原告小説２とこのシークエンスについて同様

のストーリーを採用している。 

 原告小説２ 被告番組２ 
?  (1)、（斉昭は）烈公と敬称され・・・ 

（３１頁３行目）。 
(2)、しかし斉昭は世間一般から抱かれ
ている印象とおよそ異なる、感情の抑制
のきかない、思いついたことを口から出
まかせにしゃべって一歩も譲らない、誰
とでも見境なく争う、性格の狷介な男だ
った。 
（３２頁５～７行目） 

しかし斉昭は評判とは大きく違っ
た。海防問題の第一人者と目されて
いた斉昭は烈公と呼ばれ、誰とでも
見境なく争うばかりで、期待はずれ
だった。 
（５頁３～４行目） 

?  忠固と乗全を罷免して‥‥事務処理能
力のある者を幕閣に迎えたい。阿部はご
く自然にそう思った。‥‥堀田備中守に
白羽の矢を立てた。 
（３４頁３～８行目） 

(1)、（文楽阿部）「この難局に早く
能力のある者を幕閣に迎え入れなけ
れば。」 
（５頁９行目） 
(2)、実務能力に長けた堀田を幕府運
営に加えたのだった。 
（５頁１５行目） 

?  （大地震のことについて詳述したあと）
「御用番（月番）の久世大和守様から御
召の御用状が到来しました」 
書状を携えた側用人がひざまずいてい
う。 
堀田はいぶかりながら御用状をひらい
た。老中連署の奉書で、 
「御召につき、明五つ半（午前九時）に
登城されたし」 
とあった。 
（１９頁後ろから２行目～２０頁３行
目） 

この年の秋、四千人の死者を出す安
政の大地震が江戸を襲った。地震騒
ぎの中、まるでどさくさに紛れるか
のように堀田の下に登城の連絡が入
る。なんと阿部が堀田を老中首座に
迎えたのだ。 
（５頁１１～１３行目） 

?  「何分にもよろしく」 
（２７頁後ろから４行目） 

「何分にもよろしくお頼み申す」 
（５頁１７行目） 

?  阿部は次席。とはいうものの実権は阿部
にある。 
（１６０頁４行目） 

阿部は次席というものの，実権は全
て阿部にある。 
（１０頁８～９行目） 
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?  いずれそのうち西洋諸国は交易を求め
てやってくる。必ずくる。それも近いう
ちにくる。このことは、昇った日は必ず
沈むのとおなじくらい明白なことだ。そ
のとき皇国（日本）はどう対応すればい
いのか。唐国のように戦うのか。戦って、
敗れて、相手（イギリス）のいうがまま
に償金（つぐないきん）を支払わされ、
唐国が香港とかいう要地を割かれたよ
うに、長崎、下関などの要地も割かれる
のか。それらは、どう考えても愚かな対
応だ。 
（２９頁後ろから２行目～３０頁２行
目） 

（文楽堀田）「西洋諸国は次には交
易を求めてやってくる。そのときわ
が国は清国のように戦うのか。戦い
敗れて、言われるままに償い金を支
払わされ、領土まで奪われるのか。
それは絶対に避けねばならない。」 
（５頁２６～２８行目） 

?  (1)、老中首座兼勝手掛老中として幕閣を
主導する立場にいた阿部伊勢守正弘も、
国体の護持、攘夷鎖国を外交の基本理念
に据えた政治家だった。 
（３１頁１３～１４頁） 
(2)、ペリーにいやいや和親条約を結ばさ
れたものの、通商条約の締結拒否を鎖国
体制堅持の第二の防波堤にしようと考
えなおし、姿勢を立てなおした阿部は、
海軍力の充実というのを本気で模索す
るようになった。海軍力さえ充実し得れ
ば諸外国からの開国圧力を撥ね返すこ
とができると考えたのだ。 
（１０８頁後ろから７～４行目） 
(3)、このように阿部は鎖国体制の堅持を
侵すべからざる不動の外交基本理念に
据えた、かたくなな体制派、頑固な保守
主義者だった。 
（２１５頁後ろから８～６行目） 

(1)、攘夷鎖国派でエリート老中、阿
部正弘。対するは開国派で実務派の
堀田正睦。ここから二人の激しいつ
ば競り合いが始まる。 
（５頁末行～６頁１行目） 
 
(2)、当時、海防掛は西洋列強との交
易反対の姿勢を打ち出していた。そ
のトップは宿敵、阿部正弘。阿部は
攘夷派であり、かたくなに通商条約
を避け、鎖国体制を図っていた。 
（９頁６～８行目） 

 

②．シークエンス２ 

(ｱ)、原告は、堀田VS阿部の具体化である「ハリスの出府許可」について、原告小

説２で次のストーリーに基づくシークエンスを創作した（甲３．６４～２１９頁）。 
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? ．海防掛が西欧との交易に反対、そのトップが阿部。 

? ．飾り（＝看板）の堀田、阿部に「海防の御役に就かせて欲しい」と申し出る。 

? ．ハリスを傍若無人、喧嘩腰の人物として設定。 

? ．堀田、ハリスを江戸に呼び寄せようと画策。 

? ．堀田、将軍家定にハリスの出府許可を求める。 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって（甲１原告陳述書(1)(1)１４～１６頁）。従って、原告の創作

的な表現である。 

(ｲ)、そして、次の通り、被告番組２は原告小説２とこのシークエンスについて同様

のストーリーを採用している。 

 原告小説２ 被告番組２ 

?  

しかしいずれにしろ伊勢守（阿部）は交
易を非とするこちこちの攘夷鎖国論者
で、海防掛勘定奉行勘定吟味役が伊勢守
の意に沿うように（注：交易反対と）歩
調を合わせている、というのははっきり
分かる。 
（６５頁３～５行目） 

当時、海防掛は西洋列強との交易反
対の姿勢を打ち出していた。そのト
ップは宿敵、阿部正弘。 
（９頁６～７行目） 

?  

「それがしも海防の御役に就かせてい
ただきたい」 
（６５頁後ろから７行目） 

（文楽堀田）「それがしも海防の御
役に就かせていただきたい」 
（文楽阿部）「ううん、その儀だけ
は。」 
（９頁１４～１５行目） 

?  

ハリスはいっこうに怒りをしずめな
い。給仕が茶を運んでくると手を振っ
て、「そんな茶など飲めるか」と荒々し
くいい、御徒目付をさしては「出て行け」
とののしり、何をいっても耳を傾けよう
としない。 
「いざというときはいつでも腹を切っ
てご覧に入れましょう」 
 というのが井上と岡田（注：ともに下
田奉行）の口癖だった。二人ともペリー
の来日以後、勘定吟味役、そして新設さ

しかし外圧（注：ハリス）ともなる
べき男も一癖も二癖もある人物だっ
た。なんと、通商条約締結という任
務を担い来日したハリスは、幕府の
役人を前に傍若無人に振る舞った。
交易不可という幕府の役人に対し、
怒号を上げののしり、それでいて自
国や自分の利益に都合の悪い問題は
常にはぐらかす。 
（９頁２４～２７行目） 
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れて間もなくの下田奉行へと異例の抜
擢を受けた者たちで、さすがは苦労人、
覚悟の程が違うと称賛されていた。しか
し、正体は口とは裏腹の小心な男たちだ
った。いつもハリスの鼻息をうかがって
いた。 
目をつむっておもむろに首を振り、

「いいやそうではない」といわんばかり
の仕草をして見せるのがハリスの反撃
の前触れだった。その仕草がはじまる
と、井上も岡田も身を縮ませて、ハリス
の破れ鐘のような怒声が頭上をとおり
すぎていくのを待たねばならなかった。  
（１５３頁３～１３行目） 

?  

大事なのは……、ハルリスを望みどおり
江戸へ呼び寄せ、ハルリスから直接ボウ
リングのことを聞き、ボウリングに対処
する最善の策をさぐりだすことにある。 
 相手はハルリスではない。ボウリング
である。ボウリングの手の内を知ればそ
れだけ準備もできる。備えも厚くなる。 
場合によってはハルリスと日本にと

ってより有利な条約を結べばいい。そし
てそれをボウリングへの盾とする。早い
話が利用する……。 
（１０４頁２～７行目） 

そのために堀田が頼みとしたのは外
圧だった。通商条約締結を求め、下
田にやってきたアメリカ公使ハリス
の、江戸への出府要求を利用しよう
と動き出す。 
（９頁２１～２３行目） 

?  

堀田はこう前置きした。 
当節の模様をつらつら熟考つかまつり
ますに、上申書でも申し上げておきまし
たとおり、やはり勝手掛大目付目付、在
府箱館奉行の申し立てどおり出府を認
めるのがよろしいかと存じます。これは
同列どもと協議したうえでの評決でご
ざいます。 
さよう取り計らってよろしゅうござい
ましょうか 
家定は老職のいうことにはなんであれ
逆らったことがない。この日も言葉少な
にどもりながらいった。 

（文楽堀田）「上様に申し上げます。
当節の模様を熟考つかまつります
に、アメリカ官吏の出府を認めるの
がよろしいかと存じます。さよう取
り計らってよろしゅうございましょ
うか。」 
（文楽家定）「そ、そうせい。・・・」 
（１０頁１７～２０行目） 
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「そ、そうせい」    
（２１９頁８～１５行目） 

 

③．シークエンス３ 

(ｱ)、原告は、「条約締結をめぐる詔勅」について、原告小説２で次のストーリーに

基づくシークエンスを創作した（甲３．５０３～７０８頁）。 

? ．堀田、斉昭の暴言に、諸大名への根回しが吹き飛んだと憂慮。 

? ．堀田、斉昭対策のため詔勅を取りにいくことを思いつく。 

? 、堀田、詔勅が簡単に手に入ると見込む。 

? ．孝明天皇を過激な攘夷主義者であり政治に敏感な人物として設定。 

? ．堀田が詔勅を求めたことが、孝明天皇に政治介入の野心を抱かせてしまった。 

? ．孝明天皇の回答は、差し戻し、不許可。 

? ．堀田、将軍家定さえ信頼してもらえればと生気を取り戻す。 

? ．将軍家定、堀田に「これからもよろしく頼む」 

? ．将軍家定、堀田の松平越前守慶永の将軍補佐の申請を拒否 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって（甲１原告陳述書(1)(1)１６～１８頁）。従って、原告の創作

的な表現である。 

(ｲ)、そして、次の通り、被告番組２は原告小説２とこのシークエンスについて同様

のストーリーを採用している。 

 原告小説２ 被告番組２ 

?  

しかしとにかく過激すぎる。またたく間
に朝野に知れ渡る。いまこの瞬間にも小
石川（水戸の上屋敷）から波紋が広がる
ように広がっていよう。そして朝野は、
今夜からにも、｢御老公は条約調印に断
固反対なのだそうだ｣とかまびすしくさ
さやきあう。 
説明、質疑応答も、隠居の暴言で吹っ

烈公斉昭が条約調印に断固反対。そ
れが広まれば、これまでのハリスと
の交渉、諸侯への根回しも吹っ飛ん
でしまい、条約締結が頓挫してしま
う。 
（１３頁２９行目～１４頁１行目） 
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飛んでしまった。 
（５０３頁９～１３行目） 

?  

(1)、なにかないか。 
堀田は思いを巡らした。 
いいのがある。 
これならというのを堀田は思いついた。 
（５０３頁後ろから３行目～５０４頁
１行目） 
(2)、（堀田）「御老公はご承知のとおり
水戸学の総帥で、なにかにつけて叡慮叡
慮といわれる。時には征夷大将軍の職を
奪われるなどと脅しもかけられる・・・
ですからこの際、あと腐れのないよう
に、勅許をいただいておこうと思うので
す。そうしておけば御老公もなにもおっ
しゃれない」 
（５１５頁１０～１３行目） 

(1)、そのとき、堀田に至極のアイデ
アが浮かぶ。 
（文楽堀田）「これだ。これしかな
い。」 
（１４頁４～５行目） 
 
(2)、斉昭は尊皇攘夷を美とする水戸
学の総帥。天皇の言葉に背くことは
できない。天皇の御言葉を手に入れ
れば、斉昭の邪魔をふせげる。 
（１４頁１１～１２行目） 
 

?  

（堀田）「なに、勅許をいただくなど簡
単です。蒸気船やテレガラフなどが急速
に発達して世界は一つになりつつある。
そんなとき我国だけ孤立して独善をき
めこむことはできません。だから条約を
結ばなければならないのです、と事を分
けてお話しすれば、物の道理さえ弁えて
おられれば、たちどころに、思召しはあ
らせられぬと叡慮を下されるはずで
す。」 
（５２０頁７～１１行目） 

老中が京に乗り込み、外敵の危険を
吹聴すれば、勅許はただちに手にで
きる。 
（１４頁９～１０行目） 

?  
（孝明天皇は）水戸学崇拝者も顔負けの
過激な攘夷主義者で‥‥ 
（５７４頁１行目） 

さらに孝明天皇は過激な攘夷主義
者。 
（１４頁２２行目） 

?  

(1)、ところが、今度ばかりはちがっ
た。・・・「宿老の首座堀田備中守が叡慮
を仰ぎに・・・」 
（５７６頁１１行目および１５行目） 
(2)．政治に敏感であればあるほど、なに
がしかであれ幕府から政治権力を奪い
取ろうという野心はきざす。孝明天皇は
そんな野心を抱いていた。 

事の次第はこうだった。これまで幕
府と朝廷の関係は、ペリーと結んだ
和親条約も含め、すべてが事後報告
だった。しかし、今回、はじめて事
前に（注：幕府から）勅許を求めら
れた。それが政治に敏感であった孝
明天皇に政治介入の野心を抱かせて
しまった。 
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（５７５後ろから２行目～５７６頁１
行目） 
 

（１４頁１８～２１行目） 

?  

諸大名の赤心、意見は聞いた。それも二
度にわたって聞いた。ほとんどが賛成だ
った。・・・それなのにもう一度聞けと
いっている。無理難題だ。差し戻し、取
りようによっては不許可ともとれる。 
（５７２頁３～５行目） 

朝廷からの返事は、御三家以下諸大
名の意見を聞いてから再願せよとい
う差し戻し、つまり不許可であった。 
（１４頁１４～１６行目） 

?  

(1)、（注：同席からの手紙）「貴所様にも
諸事御困苦御取扱いの儀と、毎々（将軍
の）御沙汰も在らせられ候間、其処は御
心配これ無く・・・」 
（６８０頁６～７行目） 
(2)、上にさえ信頼しておいていただけれ
ば、そうだ、肥後のいう、条約調印独断
強行はけっして難しいことではない。 
そう思うと堀田の顔にはまたみるみる
生気がもどった。 
（６８０頁終りから３～１行目） 

江戸より届いた手紙の中で「堀田に
苦労をかけていると将軍家定が心配
している」との記述があった。上様
に信頼してもらえば大丈夫。条約の
締結に邁進するのみ。堀田の顔に生
気が戻り、 
（１７頁末行～１８頁２行目） 

?  

「大儀であった。これからもよろしくた
のむ」 
（７０６頁１２行目） 

京都での不首尾を詫びると「これか
らも頼むぞ」との温かいお言葉をい
ただく。 
（１７頁１３～１４行目） 

?  

(1)、「昨日同列どもと評議いたしまし
て、松平越前守殿に御補佐をお願いしよ
うと意見がまとまりました。・・・よろ
しくお聞き取りくださいませ」 
（７０７頁１１～１５行目） 
(2)、・・・堀田はいいおわって、いつも
のように、｢そうせい」｢よきに計らえ」
という家定の言葉が返ってくるのを待
った。 
（７０７頁後ろから３～２行目） 
(3)、たしかに（家定が）頭はよくなかっ
た。しかし馬鹿ではなかった。常識のあ
るごくふつうの男で、統治、国を治める
ということに関していうなら、少なくと
も自分には統治能力はない、余計なこと

（文楽堀田）「昨日評議いたしまし
て、松平越前守に御補佐役をお願い
しようと意見がまとまりました。な
にとぞ、お聞き取りくださいませ。」 
 いつもなら、 
「そ、そうせい」そう言葉が帰って
くるはずだった。しかし。‥‥ 
なんと家定は越前ではなく掃部、す
なわち井伊直弼を大老に命じたの
だ。うつけ者と呼ばれてきた将軍家
定。しかし実際は冷静に周りの状況
を読める人物だった。これまで政は
すべて老中に任せてきた。開国を迫
るペリーとの交渉は阿部正弘。そし
てハリスとの交渉はもちろん堀田に
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はいわずに宿老に任せておくのがいい
と判断する能力はもちあわせていた。 
（５３８頁末行～５３９頁２行目） 

全幅の信頼を置いていた。 
しかし今回だけは違った。 

（１７頁１７～２８行目） 

 

(4)、類似性２（人物設定の翻案） 

ア、人物設定 

部分翻案の一例が人物設定の翻案である。小説や物語における人物設定すなわち、

登場人物をどのような性格、時代認識等の持ち主として設定するかは作者の個性が

大きく反映し、作品の筋、構成などと並んで、作品の個性を決定する主要な要素で

あり、小説や物語の翻案権侵害において、筋、構成などと並んで主要なメルクマー

ルの１つとされる（小説作法の代表的名著とされるE・M・フォースター「小説とは

何か」<甲１８>。舟橋和郎「シナリオ作法四十八章」<甲１９>）。 

そこで、テレビ番組が小説中の人物設定を無断翻案した場合、上記②の両作品の

類似性とは次のようになる。 

両作品の人物設定について、表現上の本質的な特徴部分の同一性が維持されている

こと。 

イ、本件の人物設定の翻案 

前記のエピソードの翻案権侵害と一部重複するが、以下の６人の登場人物につい

て、次の通り、原告が創作した個性的な人物設定を被告が盗用している。 

(1)、徳川斉昭 

原告は徳川斉昭を「評判と大きく違った､誰とでも見境なく争う」人物として設定

した。この人物設定は史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって（甲１原告陳述書(1)(1)１２頁５）。従って、原告の創作的な

表現である。 

ところが、被告は次の通り、これを被告番組２で利用している。 

原告小説２ 被告番組２ 
(1)、（斉昭は）烈公と敬称され・・・（３ しかし斉昭は評判とは大きく違った。海
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１頁３行目）。 
(2)、しかし斉昭は世間一般から抱かれて
いる印象とおよそ異なる、感情の抑制の
きかない、思いついたことを口から出ま
かせにしゃべって一歩も譲らない、誰と
でも見境なく争う、性格の狷介な男だっ
た。 
（３２頁５～７行目） 

防問題の第一人者と目されていた斉昭は
烈公と呼ばれ、誰とでも見境なく争うば
かりで、期待はずれだった。 
（５頁３～４行目） 

 

(2)、堀田正睦 

原告は堀田正睦を「実務能力に長けた」人物として設定した。この人物設定は史

料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構想によるものであって（甲 

１原告陳述書(1)(1)１２頁６）。従って、原告の創作的な表現である。 

ところが、被告は次の通り、これを被告番組２で利用している。 

原告小説２ 被告番組２ 
忠固と乗全を罷免して‥‥事務処理能力
のある者を幕閣に迎えたい。阿部はごく
自然にそう思った。‥‥堀田備中守に白
羽の矢を立てた。 
（３４頁７～８行目） 

(1)、（文楽阿部）「この難局に早く能力
のある者を幕閣に迎え入れなければ。」 
（５頁９行目） 
(2)、実務能力に長けた堀田を幕府運営に
加えたのだった。 
（５頁１５行目） 

 

(3)、阿部正弘 

原告は阿部正弘を「鎖国体制維持の頑固な保守主義者（＝攘夷鎖国派）」という人

物として設定した。この人物設定は史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自

身の推理・構想によるものであって（甲１原告陳述書(1)(1)１３頁８）。従って、原

告の創作的な表現である。 

ところが、被告は次の通り、これを被告番組２で利用している。 

原告小説２ 被告番組２ 
(1)、老中首座兼勝手掛老中として幕閣を
主導する立場にいた阿部伊勢守正弘も、
国体の護持、攘夷鎖国を外交の基本理念

(1)、攘夷鎖国派でエリート老中、阿部正
弘。対するは開国派で実務派の堀田正睦。
ここから二人の激しいつば競り合いが始
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に据えた政治家だった。 
（３１頁１３～１４頁） 
(2)、ペリーにいやいや和親条約を結ばさ
れたものの、通商条約の締結拒否を鎖国
体制堅持の第二の防波堤にしようと考え
なおし、姿勢を立てなおした阿部は、海
軍力の充実というのを本気で模索するよ
うになった。海軍力さえ充実し得れば諸
外国からの開国圧力を撥ね返すことがで
きると考えたのだ。 
（１０８頁後ろから７～４行目） 
(3)、このように阿部は鎖国体制の堅持を
侵すべからざる不動の外交基本理念に据
えた、かたくなな体制派、頑固な保守主
義者だった。 
（２１５頁後ろから８～６行目） 

まる。 
（５頁末行～６頁１行目） 
(2)、当時、海防掛は西洋列強との交易反
対の姿勢を打ち出していた。そのトップ
は宿敵、阿部正弘。阿部は攘夷派であり、
かたくなに通商条約を避け、鎖国体制を
図っていた。 
（９頁６～８行目） 

 

(4)、ハリス 

原告はハリスを「傍若無人、喧嘩腰」の人物として設定した。この人物設定は史

料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構想によるものであって（甲 

１原告陳述書(1)(1)１５頁１１）。従って、原告の創作的な表現である。 

ところが、被告は次の通り、これを被告番組２で利用している。 

原告小説２ 被告番組２ 
ハリスはいっこうに怒りをしずめない。
給仕が茶を運んでくると手を振って、
「そんな茶など飲めるか」と荒々しくい
い、御徒目付をさしては「出て行け」と
ののしり、何をいっても耳を傾けようと
しない。 
「いざというときはいつでも腹を掻き切
ってご覧に入れましょう」 
 というのが井上と岡田（ともに下田奉
行）の口癖だった。二人ともペリーの来
日以後勘定吟味役、そして新設されて間
もなくの下田奉行へと異例の抜擢を受け
た者たちで、さすがは苦労人、覚悟の程

しかし外圧（注：ハリス）ともなるべき
男も一癖も二癖もある人物だった。なん
と、通商条約締結という任務を担い来日
したハリスは、幕府の役人を前に傍若無
人に振る舞った。交易不可という幕府の
役人に対し、怒号を上げののしり、それ
でいて自国や自分の利益に都合の悪い問
題は常にはぐらかす。 
（９頁２４～２７行目） 
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が違うと称賛されていた。しかし、正体
は口とは裏腹の小心な男たちだった。い
つもハリスの鼻息をうかがっていた。 
目をつむっておもむろに首を振り、「い
いやそうではない」といわんばかりの仕
草をして見せるのがハリスの反撃の前触
れだった。その仕草がはじまると、井上
も岡田も身を縮ませて、ハリスの破れ鐘
のような怒声が頭上をとおりすぎていく
のを待たねばならなかった。   
（１５３頁３～１３行目） 

 

(5)、孝明天皇 

原告は孝明天皇を「過激な攘夷主義者であり政治に敏感な」人物として設定した。 

この人物設定は史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構想によ

るものであって（甲１原告陳述書(1)(1)１８頁２３）。従って、原告の創作的な表現

である。 

ところが、被告は次の通り、これを被告番組２で利用している。 

原告小説２ 被告番組２ 
（注：孝明天皇は）水戸学崇拝者も顔負
けの過激な攘夷主義者で‥‥ 
（５７４頁１行目） 

さらに孝明天皇は過激な攘夷主義者。 
（１４頁２２行目） 

 

(6)、将軍家定 

原告は将軍家定を「実際は冷静に回りの状況を読める」人物として設定した。こ

の人物設定は史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構想による

ものであって（甲１原告陳述書(1)(1)１８～１９頁２７）。従って、原告の創作的な

表現である。 

ところが、被告は次の通り、これを被告番組２で利用している。 

原告小説２ 被告番組２ 
たしかに（家定が）頭はよくなかった。 うつけ者と呼ばれてきた将軍家定。しか
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しかし馬鹿ではなかった。常識のあるご
くふつうの男で、統治、国を治めるとい
うことに関していうなら、少なくとも自
分には統治能力はない、余計なことはい
わずに宿老に任せておくのがいいと判断
する能力はもちあわせていた。 
（５３８頁末行～５３９頁２行目） 

し実際は冷静に周りの状況を読める人物
だった。これまで政はすべて老中に任せ
てきた。開国を迫るペリーとの交渉は阿
部正弘。そしてハリスとの交渉はもちろ
ん堀田に全幅の信頼を置いていた。 
しかし今回だけは違った。 

（１７頁２４～２８行目） 

 

(5)、類似性３（エピソードの翻案） 

ア、前述の通り、テレビ番組が小説中のエピソードのストーリーを無断翻案した場

合、上記②の両作品の類似性とは次のようになる。 

両作品のエピソードについて、ストーリーの同一性が維持されていること。 

イ、本件のエピソードの翻案 

(ｱ)、アメリカ官吏出府のエピソードについて、両作品は次の通り、類似している。 

原告小説２ 被告番組２ 
「アメリカ官吏出府についての下田奉行
井上信濃守の”見込書”と、それについ
ての評定所一座や海防掛の意見書につい
てはすでにお手許まで差し上げている上
申書に詳述しております」 
堀田はこう前置きした。 

｢当節の模様をつらつら熟考つかまつり
ますに、上申書でも申し上げておきまし
たとおり、やはり勝手掛大目付目付、在
府箱館奉行の申し立てどおり出府をみと
めるのがよろしいかと存じます。これは
同列どもとも協議したうえでの評決でご
ざいます。さよう取り計らってよろしゅ
うございましょうか？｣ 
 家定は、老職のいうことには何であれ
逆らったことがない。この日も言葉少な
に吃りながらいった。 
「そ、そうせい」    
（２１９頁８～１５行目） 

（文楽堀田）「上様に申し上げます。当節
の模様を熟考つかまつりますに、アメリ
カ官吏の出府を認めるのがよろしいかと
存じます。さよう取り計らってよろしゅ
うございましょうか。」 
（文楽家定）「そ、そうせい。・・・」 
（１０頁１７～２０行目） 
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(ｲ)、松平越前守の将軍補佐役のエピソードについて、両作品は次の通り、類似して

いる。 

原告小説２ 被告番組２ 
「昨日同列どもと評議いたしまして、松
平越前守殿に御補佐をお願いしようと意
見がまとまりました（７０７頁１１～１
２行目）。・・・堀田はいいおわって、い
つものように、「そうせい「よきに計らえ
という家定の言葉が返ってくるのを待っ
た」 
（７０７頁後ろから３～２行目） 

（文楽堀田）「昨日評議いたしまして、松
平越前守に御補佐役をお願いしようと意
見がまとまりました。なにとぞ、お聞き
取りくださいませ。」 
 いつもなら、 
「そ、そうせい」そう言葉が帰ってくる
はずだった。しかし。 
（１７頁１７～２０行目） 

「カ、カ、家格、ジ、ジ、人物、イ、い
ずれを見るも、カ、掃部。掃部を措きて、
エ、越前を、ア、挙ぐべきにあらず。掃
部を、掃部を呼べ。掃部を、タ、大老に、
ニ、任ずる」 
（７０８頁１～２行目） 

（文楽家定）「か、掃部を放っておいて、
え、越前を挙ぐべきにあらず。さ、掃部
を呼べ、掃部を大老に任ず。」 
（１７頁２１～２２行目） 

 

(6)、類似性３（部分複製） 

被告番組２の以下の各記述は、原告小説２のまとまりのある創作的な外面形式を

そのまま利用したもので、いずれも部分複製に該当する。 

原告小説２ 被告番組２ 
ア、（堀田は）日本丸の舵取りをまかされる
ことになった。 
よし、では一つ、行く末を誤らないように

舵をとろう、 
（３０頁後ろから５～３行目） 

（文楽堀田）「日本の行く末を間違わ
ぬように舵を取らねば。」 
（３頁４行目） 

イ、下総佐倉の堀田備中守に白羽の矢を立て
た。 
（３４頁８～９行目） 

そこで白羽の矢が立ったのが老中経
験もある佐倉藩主、堀田備中守正睦だ
った。 
（５頁１０～１１行目） 

ウ、地震を期待していたわけではないがいい
機会だと思った。どさくさに紛れて堀田の人 
事を発令しようと、翌日十月三日の早朝、ま
ず安否をたしかめるための使者を送り、つ 
づけて御用番久世大和守の手を経て御用召

この年の秋、四千人の死者を出す安政
の大地震が江戸を襲った。地震騒ぎの
中、まるでどさくさに紛れるかのよう
に堀田のもとに登城の連絡が入る。 
（５頁１１～１３行目） 
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の奉書を送った。 
（３７頁後ろから１～３８頁２行目） 
エ、「何分にもよろしく」 
（２７頁後ろから４行目） 

（文楽阿部）「何分にもよろしくお頼
み申す」 
（５頁１７行目） 

オ、いずれそのうち西洋諸国は交易を求めて
やってくる。必ずくる。それも近いうちにく
る。このことは、昇った日は必ず沈むのとお
なじくらい明白なことだ。そのとき皇国（ 
日本）はどう対応すればいいのか。唐国のよ
うに戦うのか。戦って、敗れて、相手（イギ
リス）のいうがままに償金（つぐないきん）
を支払わされ、唐国が香港とかいう要地 
を割かれたように、長崎、下関などの要地も
割かれるのか。それらは、どう考えても愚か
な対応だ。 
（２９の後ろから２行目～３０頁２行目） 

（文楽堀田）「西洋諸国は次には交易
を求めてやってくる。そのときわが国
は清国のように戦うのか。戦い敗れ
て、言われるままに償金を支払わさ
れ、領土まで奪われるのか。それは絶
対に避けねばならない。」 
（５頁２６～２８行目） 

カ、伊勢守に交易反対の旗を振らせておくわ
けにはいかない。振らせておくと国を誤る。
唐国のように、大艦巨砲にものをいわされ、
結局のところはゆずらされて港を開かされ
るのはもちろん、要地をも割譲させられる。
巨額の償金も支払わされる。 
（６５頁８～１０行目） 

（文楽堀田）「このまま伊勢守に交易
反対の旗を振らせておくわけにはい
かない。振らせておくと国を誤る。清
国のように、西洋諸国の大艦巨砲にも
のをいわされてしまう。」 
（９頁９～１１行目） 

キ、「それがしも海防の御役に就かせていた
だきたい」 
（６５頁後ろから７行目） 

（文楽堀田）「それがしも海防の御役
に就かせていただきたい」 
（９頁１４行目） 

ク、阿部は次席。とはいうものの実権は阿部
にある。 
（１６０頁４行目） 

阿部は次席というものの、実権は全て
阿部にある。 
（１０頁８～９行目） 

ケ、こうなったらあの隠居にぐうの音もいわ
さずに条約を調印できる道を新たにさがさ
なければならない。 
 
（５０３頁後ろから５～４行目） 

（文楽堀田）「ここまですすめてきた
のに、あの隠居にぐうの音もいわさず
に条約締結を進める方法はないもの
か。」 
（１４頁２～３行目） 
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第６、被告の無断利用行為３（被告番組３について） 

１、被告番組３の構成 

被告番組３の構成も、前述の通り、調所笑左衛門をめぐって、歴史を再現する部

分とスタジオで司会と解説者の鼎談部分が交互に展開するという構成であり、本裁

判で原告が問題にするのは調所笑左衛門の「本題部分」である。 

 

２、部分翻案 

(1)、翻案権侵害の成立要件 

前述の通り、テレビ番組（映画著作物）による言語著作物の翻案権侵害が成立す

るのは、次の２つの要件を満たす場合である。 

①．テレビ番組制作にあたって、言語著作物に依拠したこと（依拠性）。 

②．両作品の表現上の本質的な特徴部分の同一性が維持されていること（類似性）。 

以下、被告番組３について順番に検討する。 

(2)、依拠性 

被告が、被告番組３の制作にあたって、原告小説３に依拠したことも、被告自ら

が原告に原告小説３の利用の申し出をした事実から明らかである（その詳細は甲 

１原告陳述書(1)(1)２３～２４頁。甲１１の１枚目・３枚目）。 

また、そのことは、「調所笑左衛門」の本題部分について、その冒頭及び結末が

いずれも以下の通り一致しており、ここからも「依拠性」が明らかでである。 

ア、冒頭 

 以下の通り、両作品とも、藩の再建（借金まみれの藩の再建なしには維新に参加

は不可）から始まる（被告番組３をテープ起こしした書面が甲１０である）。 

原告小説３ 被告番組３（甲１０。以下も同様） 
まず再建の見込みがないという倒産状態
だ。 
金がなければ世の中なにもできない。

たとえば維新の、回天の事業――。志は

・・・再建見込みのない状態にあった。
金がなければなにもできない。武器をそ
ろえることも、中央に人を送ることもで
きない。借金だらけの薩摩藩。このまま
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あっても武器をそろえることができない
し、中原に人を送ることもできない。 
（７頁５～６行目） 

ではあの歴史の転換点、明治維新に到底
参加できない。 
（２頁５～８行目） 

 

イ、結末 

 以下の通り、両作品とも、藩の再建（借金まみれの藩の再建なしには維新に参加

は不可）を斉彬に即して、くり返すことで結末となる。 

原告小説３ 被告番組３ 
(1)、百万両の金子は斉興が三分の一、斉
彬が三分の二とわけた。その金を惜しげ
もなく斉彬は、反射路や溶鉱炉の建設、
大砲や軍艦の製造につぎこんだ。 
（３２７頁１０～１１行目） 
(2)、斉彬が薩摩藩士に強烈な刺激を与
え、彼らを魅了しつづけたのは、金食い
虫のほうではなく、富国強兵、近代国家
の建設を急がなければならないという、
斉彬の思想と情熱だった 
（３２８頁１３～１４行目） 
(3)．とくにのちの、倒幕派の中核となる
大久保利通や西郷隆盛を中心とする精忠 
組は＜順聖公（斉彬）様の御意志……＞
というのを錦の御旗とした。 
（３２９頁５～７行目 
(4)、してみると調所は、明治維新、回天
の大事業に大きく貢献した男、回天の“ 
資金”をつくった男といえるのではない
か。調所という経済テクノクラートが、
目的はそうではないけれども、回天の資
金をつくったから、明治維新は成立した。
（３３７頁９～１１行目） 

藩主となった斉彬は備蓄金を使い、反射
炉や溶鉱炉の建設、大砲や軍艦の製造に
つぎこみ、財政は逼迫。斉彬が自分の思
想を貫いた結果、恩を仇で返す形となっ
てしまった。 
 しかし、富国強兵、近代国家の建設と
いう思想と情熱は西郷隆盛や大久保利通
らを魅了し、維新へ向け大きく貢献した。 
だが、彼らにとって政敵である笑左衛

門の苦労がなければ、維新回天の事業は
達成できなかった。 
（１９頁８～１４行目） 

 

(3)、類似性１（各シークエンスの翻案） 

ア、シークエンスの翻案 

前述の通り、テレビ番組が小説中のシークエンスのストーリーを無断翻案した場
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合、上記②の両作品の類似性とは次のようになる。 

「両作品のシークエンスについて、ストーリーの同一性が維持されていること」 

 

イ、本件のシークエンスの翻案 

 被告は、被告番組３の制作にあたって、原告小説３の次の３つのシークエンスを

翻案したものである。 

①．シークエンス１ 

(ｱ)、原告は、「島津重豪の利子の踏み倒し」について、原告小説３で次のストーリ

ーに基づくシークエンスを創作した（甲４．３５～７６頁）。 

? ．重豪、利払いの停止を決める。 

? ．重豪、その担当者不在に悩む。 

? ．重豪、悩んだ末、金方物奉行に命じる。 

? ．銀主、借金踏み倒しに対し、融資をストップ。 

? ．重豪、「完敗」。 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって、従って、原告の創作的な表現である。 

(ｲ)、そして、被告番組３は、上記シークエンスについて、次の通り、原告小説３と

同様のストーリーを採用している。 

 原告小説３ 被告番組３ 

?  
（重豪の考え）こんどは利払いの停止だ
（３５頁７～８行目） 

（重豪）｢むこう十年、利子は払わぬ｣ 
利子の踏み倒しである。 

（６頁３～５行目） 

?  

その人が、まわりを見わたしてもどこに
も、 
＜いない！＞ 
（３５頁６～４行目） 
人は・・・と思いをめぐらしても見つか
らない。（４０頁後ろから３行目） 

（重豪）｢困ったなあ。誰にやらせる
か｣ 
（６頁６行目） 

?  「金方物奉行のなんと申したか・・・」 悩んだ揚げ句、重豪は金方物奉行に
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「樋口小右衛門でございますか」 
（４４頁後ろから６～４行目） 
重豪は借金踏み倒し計画を（樋口に）う
ちあけ、万端とりはからうよう、樋口に
命じた。 
（４５頁８行目） 

命じ、利子の踏み倒しを宣言した。 
（６頁７～８行目） 

?  

借金踏み倒し宣言をし、手を切った以
上、つなぎの融資はたのめない。 
（７３頁最後の行～７４頁１行目） 

だが、これに怒った古くからの両替
屋たちは、一切の融資をストップ。
薩摩藩は、みずから金融をふさいで
しまった。 
（６頁８～９行目） 

?  
「われ敗たり！」 
重豪はがくっと首をたれた。 
（７６頁１１～１２行目） 

（重豪）｢やっぱりだめか｣ 
（６頁１０行目） 

 

②．シークエンス２ 

(ｱ)、原告は、「琉球産物の品目の拡大」について、原告小説３で次のストーリーに

基づくシークエンスを創作した（甲４．１１１～１２２頁）。 

? ．重豪、笑左衛門に琉球産物の品目の拡大のため水野忠成に働きかけよと命じる。 

? ．笑左衛門、水野の元家老の土方縫之助に、土方流で働きかける。 

? ．土方、笑左衛門に「将軍家斉の父の官位昇進」を持ち出す。 

? ．重豪の朝廷への働きかけにより、将軍家斉の父、准大臣に任じられる。 

? ．琉球産物、10 品目が追加。 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって（甲１原告陳述書(1)２０～２１頁）、従って、原告の創作的

な表現である。 

(ｲ)、そして、被告番組３は、上記シークエンスについて、次の通り、原告小説３と

同様のストーリーを採用している。 

 原告小説３ 被告番組３ 

?  
(1)、働きかける相手は筆頭老中の水野忠
成だ（１１１頁１３行目） 

（重豪）「水野（注：忠成）のところ
につてはある。笑左衛門、お主を続
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(2)重豪はいった。 
「そちの仕事は、出羽（水野）の屋敷に
日参して、品数を増やしてもらうよう、
働きかけること。仕事はそれだけ。たや
すいことだ。」 
（１１２頁２～３行目） 

料掛に命じる。水野のところに行っ
て、品数の増加を働きかけよ」 
（８頁２５～２６行目） 
 

?  土方はこのときはすでに隠居していて、
向島の別墅（別荘）に住まっていた。調
所は水野の役宅ではなく、向島の土方の
別墅を訪ねた。 
（１１４頁後ろから２～１行目） 

だが、笑左衛門のアプローチは違っ
た。・・・将軍家斉の側近、水野忠成
の元家老、土方縫殿助の才能に注目
した。 
（９頁４～５行目） 

?  (1)、（土方）「かねて主人出羽守（水野）
は、上様（家斉）も一位様がご息災のう
ちに親孝行をしてさしあげたいと思っ
ておられるに違いない、と申している」 
（１１７頁１３～１４行目） 
(2)、（土方）「一位様（治済）が一位にふ
さわしい官職にお昇りまいらせられれ
ば、上様もことのほかお喜びになるだろ
うとも……」 
・・・ 
（土方）「あいにく出羽守やそれがしに
は京につてがござらぬ」 
・・・ 
（調所）「そのことなら、お安い御用か
と存じます。島津家はかねて京とは昵懇
の間柄。このたび郁姫様も近衛家へ入輿
あらせられます。京へはいかようにもお
口添えできるかと……。さりながら、い
ちおうは大御隠居様にはかってみませ
ぬと確かなことは申し上げられませぬ。
また明日伺ってよろしゅうございます
か？」 
（１１８頁２～１１行目） 

（土方）「この男は（注：調所のこと）
薩摩の男。うまく使えば治済様の官
位をあげられるかもしれない。島津
家は京都と昵懇の間柄だ」 
土方は将軍徳川家斉が、父である治
済に親孝行ができるよう、官職をあ
げてもらえないかと相談を持ちかけ
る。 
（９頁１１～１４行目） 

?  八月七日、一橋穆翁（治済）は准大臣に
任ぜられた。・・・なるほど、それに水
野が一働きしたからなのだと、誰彼はな
っとくした（１２２頁１１～１３行目） 

結果、重豪の取り計らいにより治済
は准大臣となり、その手柄は水野の
ものになったという。 
（９頁１４～１５行目） 

?  調所は重豪の前にかしこまった。 文政八年、笑左衛門は土方とコネク
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「あらたに十品目を認めていただきま
した」 
「合計十六品目か？」 
「さようでございます。詳しくはこれ
に」 
（１１９頁１～４行目） 

ションを持ったことにより、貿易の
品数は十品目追加され、十六品目と
なった。 
（９頁１６～１７行目） 

 

③．シークエンス３ 

(ｱ)、原告は、「重豪の利子の踏み倒し（２回目）」について、原告小説３で次のスト

ーリーに基づくシークエンスを創作した（甲４．１２５～１４７頁）。 

? ．重豪、利払いの停止を決める。 

? ．重豪、「つなぎ資金の確保」に悩むが、担当を笑左衛門に命じる。 

? 、笑左衛門、出雲屋孫兵衛と出会い、つなぎ資金を確保。 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって（甲１原告陳述書(1)２１～２２頁）。従って、原告の創作的

な表現である。 

(ｲ)、そして、被告番組３は、上記シークエンスについて、次の通り、原告小説３と

同様のストーリーを採用している。 

 原告小説３ 被告番組３ 
?  「｢棄捐｣――。 

所帯を立て直すにはもう一度棄捐を
やり、借金を踏み倒して一からでなおす 
（１２５頁６～７行目） 

（重豪）「藩を立て直すには、あの手
しかない」 
借金の踏み倒しである。 
（１０頁２～３行目） 

?  しかしそれにはつなぎの資金、およそ
｢十万両｣――が必要だ。 
・・・ 
「人」――。 
 誰にやらせるか・・・。  
調所以外に顔が浮かんでこない。 
・・・ 
（重豪）「国元から笑左を呼び戻せ」 
（１２５頁 9 行目～１２６頁末行） 

そのためには、およそ一年分のつな
ぎの資金を集めなくてはならない
が、・・・ 
（重豪）｢誰にやらせるか。奴しかお
らんか｣ 
笑左衛門である。 
 

（１０頁３～６行目） 

?  (1)、出雲屋孫兵衛は調所がたずねてくる (1)、そんなとき、笑左衛門の前に救
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のを待っていた。調所が大坂の両替屋を
まわりはじめたこの二カ月の間、調所が
くるのを今日か明日かと待ちかまえて
いた。 
（１４１頁９～１１行目） 
 
(2)、出雲屋はいった。 
｢二万両、ご用立てましょう｣ 
（１４７頁６行目） 

世主があらわれる。大坂の両替屋、
出雲屋孫兵衛である。 
（１０頁９～１０行目） 
 
(2)、薩摩特産の黒砂糖に目をつけた
出雲屋孫兵衛は、二万両の融資をお
こない、 
（１０頁１１～１２行目） 

 

④．シークエンス４ 

(ｱ)、原告は、「笑左衛門と孫兵衛の第二会社設立、事業の引継ぎ」について、原告

小説３で次のストーリーに基づくシークエンスを創作した（甲４．１８６頁）。 

? ．笑左衛門と孫兵衛、再建策の１つとして、新たに第二会社設立、事業を引継ぐ。 

? ．笑左衛門と孫兵衛、、薩摩藩を整理会社とし、そこに借金を凍結させる。 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって（甲１原告陳述書(1)２２頁）。従って、原告の創作的な表現

である。 

(ｲ)、そして、被告番組３は、上記シークエンスについて、次の通り、原告小説３と

同様のストーリーを採用している。 

 原告小説３ 被告番組３ 
?  あらたに第二会社（島津家）を設立し、

第二会社が事業を引き継ぐ――。 
 
（１８６頁９～１０行目） 

笑左衛門と孫兵衛たちが考えた再建
案の一つは、新たに第二会社、島津
家を設立し、事業をおこなうこと。 
（１３頁１０～１４行目） 

?  薩摩藩を整理会社にし、そこへ借金を凍
結する 
（１８６頁後ろから７行目） 

薩摩藩を整理会社とし、借金を凍結
させた。 
（１６頁５～６行目） 

 

⑤．シークエンス５ 

(ｱ)、原告は、「笑左衛門の自害」について、原告小説３で次のストーリーに基づく
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シークエンスを創作した（甲４．２８５～３１６頁）。 

? ．斉興、斉彬に家督を継がせると、財政は破綻する。家督を譲りたくないと考え

る。 

? ．斉彬、早く家督を継ぎたいため、幕府に薩摩の密貿易情報を流す。 

? ．老中首座の阿部、薩摩の密貿易を追及。 

? ．笑左衛門、密貿易の責任を取り、自ら命を絶つ。 

このシークエンスは史料に基づいたものではなく、もっぱら原告自身の推理・構

想によるものであって（甲１原告陳述書(1)２２～２３頁）。従って、原告の創作的

な表現である。 

(ｲ)、そして、被告番組３は、上記シークエンスについて、次の通り、原告小説３と

同様のストーリーを採用している。 

 原告小説３ 被告番組３ 
?  (1)、斉興は当分斉彬に家督をゆずる気が

なかった 
（２８５頁３行目） 
(2)．家督をゆずれば（斉彬は）きっとや
りたいことをやるだろう。これまでこつ
こつ貯めてきた金を、うわばみが呑み干
すようにひと呑みに呑み干してしまう
だろう。そしてもとの貧乏にもどる―
―。 
（２８５頁１１～１３行目） 
(3)、斉彬を（鹿児島から）おくりだした
あと、斉興は由良との間の子、幼名又二
郎、一門の重富家へ養子にやった忠教
（ただゆき）、のちの久光を家老座上席
にすえ、琉球・海防担当の名代（藩主代
理）とした。 
（２９８頁４～５行目） 

斉彬に家督を継がせると、財政は破
綻する。家督を譲りたくない斉興は、
側室由良との子、久光に藩政を任せ
ようとした。 
（１６頁１４～１６行目） 

?  （注：斉彬の大叔父黒田斉溥が斉彬に） 
「伊勢守（阿部）に一働きしていただく。
琉球への派遣人員の齟齬と、昆布の 
密買、 材料はこれだけあれば十分」 

驚くことに、早く家督を継ぎたい斉
彬が幕閣に手をまわし、密貿易の情
報を流していたのだ。 
（１６頁１７～１８行目） 
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（３１６頁 ～ 行目） 
?  ３１０～３１６頁とりわけ、 

調所は阿部の意図を計りかね、沈黙をつ
づけた。阿部は追い打ちをかけるよ 
うにいった。 
「そちの不始末は大隅（斉興）の不始末
でもある。ばあいによっては大隅に評定
所へきてもらうやもしれぬ」 
 あっ、と調所は声にならぬ声を肚の中
であげた。阿部は辞めろといっている 
のではない。死ね！ といっている。 
（３１３頁最後の行～３１４頁４行目） 

そんなとき、薩摩藩の密貿易を幕府
の老中、阿部正弘が追及。 
（１６頁１７行目） 

?  (1)、（注：斉興の台詞）家督をゆずれば
（斉彬は）きっとやりたいことをやるだ
ろう。これまでこつこつ貯めてきた金
を、うわばみが呑み干すようにひと呑み
に呑み干してしまうだろう。そしてもと
の貧乏にもどる――。 
（２８５頁後ろから１１～１３行目） 
(2)、家臣として累が主君大隅、斉興にお
よばないようにするには、斉興は知らな
かったということにしなければならな
い。ということは、調所が海産物密買の
責任をとって、みずから命をたたねばな
らない。 
（３１４頁５～７行目） 

そして悲劇が起きる。 
（笑左衛門）｢わしが、責任を取るほ
かないか｣ 
斉彬に苦労して貯めた金を無駄に

されたくない。斉興を隠居させるわ
けにはいかない。笑左衛門は密貿易
の責任を取り、自ら毒を盛った。 
（１６頁１９～２２行目） 

 

(4)、類似性２（エピソードの翻案） 

ア、前述の通り、テレビ番組が小説中のエピソードのストーリーを無断翻案した場

合、上記②の両作品の類似性とは次のようになる。 

「両作品のエピソードについて、ストーリーの同一性が維持されていること」 

イ、本件のエピソードの翻案 

(ｱ)、重豪の隠居のエピソードについて、両作品は次の通り、類似している。 

原告小説３ 被告番組３ 
公の席では舅の重豪が聟家斉にひれ伏さ 公の席になると舅が婿にひれ伏すことに
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なければならない（１４頁８行目）。 
・・・気を利かせて隠居し・・・（１４頁
後ろから５行目） 

なってしまう。・・・気を利かせて隠居し
たのだ。 
（５頁６～８行目） 

(ｲ)、笑左衛門の改名のエピソードについて、両作品は次の通り、類似している。 

原告小説３ 被告番組３ 
（重豪）「そのほう、本日より名を笑悦と
あらためよ」。・・・調所はやや面長の顔
にいつも笑みをたやさない、あいきょう
のある、ひょうきんな貌をしていた（９
頁後ろから６～１行目） 

（重豪）｢よし、お主、今日から名を笑左
衛門とせよ｣ 
その表情がいつも笑っているかのように
見えたことから、改名を命じられたのだ。 
（５頁２４～２７行目） 

(ｳ)、薩摩藩士の平均石高のエピソードについて、両作品は次の通り、類似している。 

原告小説３ 被告番組３ 
士卒の数は端数を切り、二十万人としよ
う（兵士およそ２０万人に該当）。二十万
人の中には士卒の家族も含まれている。
実高は三十五万石である。八公二民だか
ら公のとり分は二十八万石。二十八石の
うち、島津家や藩庁のとり分がおよそ四
割で十一・二万石。家臣のとり分は六割
で十六・八万石。この少ない禄（米）の
うちから、重出米などといって、藩庁は
毎年一割三分くらいを税金のように吐き
ださせた（そこから役所に一割三分くら
いを納めていたために該当）。差引十四・
六万石。二十万人にたいして十四・六万
石。一人（一家族）あたり平均およそ七
斗三升（〇・七三石）。一石を切っている。
米だけを食べるとして、人間一人年間の
消費量はおよそ一石である・・・ 
（２４頁後ろから６行目～２５頁３行
目） 

薩摩藩の石高は三十五万石。年貢は八公
二民のため、ほかの藩より高い。公の取
り分は二十八万石。うち家臣の取り分は
十六.八万石。そこから役所に一割三分ぐ
らいを納めていたため、兵士およそ二十
万人の一人あたりは〇.七三石。年間平均
消費量、一石およそ百五十キログラムを
下回っていた。 
（８頁１７～２０行目） 

 

(5)、類似性３（部分複製） 

被告番組３の以下の各記述は、原告小説３のまとまりのある創作的な外面形式を

そのまま利用したもので、いずれも部分複製に該当する。 
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原告小説３ 被告番組３ 
ア、むこう十年の間に、五十万両をそなえ
よ。・・・次に公儀（注：幕府）への納金お
よび非常の手当のため、五十万両とは別に相
応の額をたくわえよ。・・・これまでの借用
証文、すべてとり戻せ。・・・朱印状をつか
わそう 
（１９７頁後ろから７行目～１９８頁後ろ
から３行目） 

重豪は笑左衛門に一通の朱印状を渡
した。そこには、「借用証文を取り返
せ」「五十万両を備蓄せよ」「幕府へ
の上納金や非常用の手当を準備せよ」
という三カ条が書かれていた。 
（２頁１１～１３行目） 

イ、貧乏になるように、貧乏になるように、
と幕府はあの手この手を使って大名の財力
を弱めた。 
 参勤交代もその一つだ。近距離は半年交
代、遠距離は一年交代。行列を仕立てての往
復には巨額の費用がかかった。 
 参勤交代による、半年おき、あるいは隔年
の江戸住まいもそうだ。国元との二重生活で
生活費が余分にかかるだけではない。 
（１１頁４～９行目） 

（注：借金がふくらんだ）原因の一つ
に、藩の経済力をそぐ幕藩体制による
二つの政策があった。 
一つは参勤交代。江戸への往復費用。
国元との二重生活が支出を増やして
いった。 
（４頁１５～１８行目） 

ウ、公の席では舅の重豪が婿家斉にひれ伏さ
なければならない・・・気を利かせて隠居
し・・・ 
（１４頁８～後ろから５行目） 

公の席になると舅が婿にひれ伏すこ
とになってしまう。・・・気を利かせ
て隠居したのだ。 
（５頁６～８行目） 

エ、白壁がいたるところはげ落ちていて 
（１０７頁後ろから２行目）、 
・・・衣服など金目のものも早くに売りつく
し、全員が痩せこけたからだに、すりきれた
衣服をまとっていた。 
（１０８頁後ろから６～５行目）。 
・・・夏ともなると・・・草は伸びほうだい
に伸びるのだと・・・ 
（１０８頁後ろから４～３行目） 

両替屋からの融資がストップしたこ
とにより、野垂れ死に寸前の薩摩藩。
江戸の藩邸の壁ははげおち、夏にもな
ると草は伸び放題。衣服や金目のもの
は売りつくされ、人々は痩せこけた体
に擦り切れた服を着ていた。 
（８頁１４～１６行目） 

オ、精選した菜種子はこぼれ落ちないよう、
紙袋につめ、さらに俵で包むというように、
荷づくりを変えさせた。ちょっとした工夫
だ。薩摩の菜種子はすぐに大坂市場の極上品
となった 

精選した菜種がこぼれ落ちないよう
に紙袋に詰め、俵で包む工夫をするな
ど、調整作業を改善。結果、大坂市場
の極上品となった。 
（１３頁２２～２３行目）  
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（２０１頁１～２行目） 
カ、（重豪）そのほうに気づかなかったのは、
おれの一生の不覚だった。・・・そのほうを
最後の最後まで使えぬとみた。役や権限もだ
しおしみした。灯台下暗しというが、まった
くそのとおりじゃ。ゆるせ」 
（２０６頁５～６行目） 

（重豪）「そのほうに気づかなかった
のはわしの一生の不覚だった。おろか
なことに、そのほうを最後の最後まで
使えぬとみた。ゆるせ。」 
（１５頁２７～２８行目） 

 

第７、被告の無断改変行為 

１、被告は、被告番組制作にあたって、以上の通り、原告小説を無断使用したが、

その際、その表現を以下の通り改変した（アンダーラインが改変箇所）。これらはい

ずれも、著作権法上、著作者である原告が有する同一性保持権の侵害行為に該当す

る。 

２、被告番組１ 

(1)、幕府の剰余金について 

 被告は、原告小説１からの無断使用にあたって、数字は間違えていないのに、剰

余金を、どんな資料にも登場したことのない表現「貯蓄金」と改変した（甲１原告

陳述書(1)８頁）。 

原告小説１ 被告番組１ 
明和七年（１７７０年）の剰余金は三百万両
である。 
２６３頁 5 行目） 

当時三百万両あった貯蓄金はどんど
ん切り崩されていき、財政は逼迫して
いく一方だった。 
（１５頁２９～３０行目） 

この時点での剰余金は二百十万両だった。十
六年で九十万両がきえていた。 
（２６３頁６行目） 

二百十万両まで減っていた幕府の貯
蓄金は一気に九十万両となった。 
（１７頁１～３行目） 

結果はどうだったか。天明八年（一七八八年）
末の剰余金は八十万両だった。文化十三年
（一八一六年）末には六十五万両と、逆に十
五万両を減らしていた。 
（３２９頁最後の３～２行目） 

しかし、定信の必死の財政緊縮策にも
かかわらず、幕府の貯蓄金は結果的に
増えるどころか六十五万両にまで減
ったのである。 
（１７頁２８～２９行目） 
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(2)、幕府の変則的課税の矛盾について 

古来、租税徴収権が誰にあるかは統治の根本問題である。この点、原告は江戸幕

府が、天領という幕府の「支配地以外で租税徴収権をもたず」、にもかかわらず、「天

下の政治をとりしきっている」という統治について、「幕府の変則的課税の矛盾」と

表現した。ところが、被告は、これを次の通り、「年貢制度の限界」と意味不明な表

現に言い換えた（甲１原告陳述書(1)８頁）。これは明らかな改変である。 

原告小説１ 被告番組１ 
宝永の国役金令を手にした田沼は、はからず
も、支配地以外で租税徴収権をもたずに天下
の政治をとりしきっているという、幕府の変
則的課税の矛盾に気づいた。 
 
（２４７頁１～３行目） 

田沼はその年貢制度に限界を感じて
いました。 
幕府は日本全土の年貢徴収権を有し
ていたわけではない。幕府が徴収でき
るのは各地に点在する天領と呼ばれ
る直轄領からのみ。そのほかの地域は
幕府への忠誠と引き換えに、諸大名に
（年貢の徴収は）任されていた。 
これが徳川幕府の政治体制の根幹、

年貢制度であった。 
（１６頁５～１０行目） 

 

(3)、新御用金令について 

 田沼が発令した天明六年六月の法令に名前がなかったので、原告は「新御用金令」

と仮称をつけたのに対し、被告は貸金会所が現在の中央銀行にあたるとして、中央

銀行の設立という意味の「貸金会所令」と言い換えた。しかし、銀行券（(通貨・紙

幣)を発行し、市中銀行を相手に資金を貸し出す業務を行う中央銀行は江戸時代には

存在せず、中央銀行の設立という意味で「貸金会所令」と命名したのは間違いであ

る。この意味で、被告の上記行為は改変に該当する（甲１原告陳述書(1)９頁）。 

原告小説１ 被告番組１ 
田沼は実質的な総理だ。水野の反対を押し切
り、大目付に命じて新御用金令を発令させ
た。天明六年六月二十九日のことである。 
（２５５頁後ろから５～４行目） 

天明六年六月、幕府は貸金会所令を発
令。貸金会所とは現在の中央銀行にあ
たるもの。 
（１６頁１６～１７行目） 
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水野は敵にまわっている。家治の心はもう田
沼に届かない。そんなやり取りがあって、そ
の日二十四日、水野は新御用金令等の中止を
発表した。 
（２７４頁６～７行目） 

そして、貸金会所令は田沼が欠席して
いた会議で突如廃案となる。 
 
（１７頁７～８行目） 

新御用金の廃止が令せられたのは八月二十
四日である。八月二十九日はまだ廃止令が大
坂に届いていなかった。その日大坂は北組、
南組、天満組の三郷とも「間口銀」と称した
新御用金を集めおえていた。 
（２８９頁後ろから５～３行目） 

皮肉なことに、貸金会所令が廃案にさ
れた直後、貸金会所に金が届いたとい
う。 
 
（１７頁２１～２２行目） 

 

３、被告番組２ 

(1)、阿部と海防掛の保守派（勘定奉行勘定吟味役）の関係 

 勘定奉行勘定吟味グループ本人たちが意識して派閥を作り、阿部がトップの座に

座ったのではなく、海防掛への諮問に対して保守派（勘定奉行勘定吟味役）はつね

に阿部寄りの答申を出す中で、このグループはいつしか阿部に歩調を合わせるよう

になった。この微妙な関係を、原告は海防掛（の勘定奉行勘定吟味役）が「伊勢守

（阿部）の意に沿うように歩調を合わせてている」と表現した。ところが、被告は、

これを「海防掛はエリート老中阿部の息がかかった者だった」とこの微妙さを消し

去った。この意味で、被告の上記行為は改変に該当する（甲１原告陳述書(1)１４頁）。 

原告小説２ 被告番組２ 
しかしいずれにしろ伊勢守（阿部）は交易を
非とするこちこちの攘夷鎖国論者で、海防掛
勘定奉行勘定吟味役が伊勢守の意に沿うよ
うに歩調を合わせている、というのははっき
り分かる。 
（６５頁３～５行目） 
海防掛のうち審議機関として機能している
のは海防掛勘定奉行勘定吟味役だけである。
それも伊勢守に歩調を合わせるという形で
機能しているにすぎない。 
（１１２頁後ろから８～７行目） 

実は海防掛の役人は皆、エリート老中
阿部の息のかかった者だった。 
 
（９頁１８～１９行目） 
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(2)、孝明天皇の返事の評価について 

孝明天皇の返事は「もう一度聞け」というものであって、「不許可」ではない。

しかし、既に「諸大名の赤心、意見は聞いた。それも二度にわたって聞いた。ほと

んどが賛成だった。」のだから、にもかかわらず「もう一度聞け」というのは、取り

方、見方によっては「不許可」を言っているにひとしいように読める。この微妙さ

を原告は「差し戻し、取りようによっては不許可ともとれる」と表現した。ところ

が、被告は、これを「差し戻し、つまり不許可だった」とこの微妙さを消し去った。

この意味で、被告の上記行為は改変に該当する（甲１原告陳述書(1)１７頁）。 

原告小説２ 被告番組２ 
イ、諸大名の赤心、意見は聞いた。それも二
度にわたって聞いた。ほとんどが賛成だっ
た。・・・それなのにもう一度聞けといって
いる。無理難題だ。差し戻し、取りようによ
っては不許可ともとれる。 
（５７２頁３～５行目） 

朝廷からの返事は、御三家以下諸大名
の意見を聞いてから裁断せよ、差し戻
し、つまり不許可だった 
 
（１１頁１１～１３行目） 

 

４、被告番組３ 

(1)、笑左衛門の改名について 

 茶坊主のこの時点で、笑左衛門が「笑悦」と改名したのが事実であって、原告は

その通りに記述したのに対し、被告はこれを「笑左衛門」に改名と変更した。茶坊

主の身分で、侍の名前である「笑左衛門」はあり得ず、被告の上記行為は改変に該

当する（甲１原告陳述書(1)１９頁）。 

原告小説３ 被告番組３ 
（重豪）「そのほう、本日より名を笑悦とあ
らためよ」。・・・調所はやや面長の顔にいつ
も笑みをたやさない、あいきょうのある、ひ
ょうきんな貌をしていた。 
 
（９頁後ろから６～１行目） 

（重豪）｢よし、お主、今日から名を
笑左衛門とせよ｣ 
その表情がいつも笑っているかのよ
うに見えたことから、改名を命じられ
たのだ。 
（５頁２４～２７行目） 
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５、氏名表示権の侵害 

また、本件番組はいずれも原作者として原告の氏名を表示せず、著作権法上、原

告が有する氏名表示権の侵害行為に該当する。 

 

第８、被告の無断利用行為４（被告番組４と同５について） 

 第３で前述した通り、被告番組４は被告番組１の二次著作物であり、被告番組５

は被告番組３の二次著作物である。従って、被告番組４及び被告番組５もまた原告

小説１及び原告小説３に対して第４と第６で述べたような著作権侵害をするもの

である。 

 

第９、被告との交渉の経緯 

１、被告からの連絡 

２０１１年春、被告会社のディレクター桜井律から原告に電話があり、「田沼意

次」をとりあげたいのでテレビに出て欲しいと依頼があった。原告は伊豆に住んで

おり面倒なのと、またこの種の申し込みはこれまでたいてい断ってきたので、今回

も断った。すると、同人が「では、原告小説１を参考にしたいのですが、よろしい

ですか」と言うので、「それはよろしいが、どんな企画でどんなふうに使用されるの

か、文書にして送ってくれませんか」と尋ねると、「そうさせていただきます」とい

う返事だった。しかし、その後、上記文書は届かず、同人からは連絡がないまま日

が過ぎた。 

２、再び被告からの連絡 

 ２０１２年１月１０日、今度は、被告会社のディレクター小松知有より原告に電

話があり、「番組で調所笑左衛門をとりあげますので、原告小説３を参考にさせても

らっていいでしょうか」と依頼があった。「参考ですから」と言うので、原告は「そ

れはいいですよ」と返事をした。そのとき、原告は以前にも同様の電話があったこ
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とを思い出し、同人に「しばらく前に、ある方から田沼意次について云々と電話が

ありましたが、あれはお宅の会社の方ですか」と尋ねた。すると、「そうです」と答

え、それで原告が「あれはどうなったんですか」とさらに尋ねると「すでに放映さ

れております」と答えた。そこで、原告は「原告小説１を参考にするという話でし

たが、それはどうなったんですか」と念のため質すと同人は「本人から連絡させま

す」と回答した。 

翌日、同人より原告にファックスが４枚届いた（甲１３）。続けて、被告番組１の

担当ディレクター桜井律より原告に対する釈明書（甲１３の５枚目）がファックス

で送られてきた。それによれば、原告小説１は「多く参考にさせていただいた本の

一つ」で、参考にしたのは「番組中の、１、田沼が云々、２、息子・意知が云々、

３、田沼晩年の云々」の３箇所ということだった。実は、「３、田沼晩年の云々は原

告小説１からの引用ではなく、正確には２点ということになり、それなら問題ない

だろうと、同人の釈明を鵜呑みにした原告はそう判断し、了承した。 

他方、被告会社の小松から原告に対する要望として「このほか、引用させていた

だきたい箇所が出てきましたら、早急にご連絡させていただきます」（甲１３の３枚

目）とあり、原告としては電話をかけてこられるのが面倒かつ迷惑なので、以下の

通り、回答した。 

「余白を借りて回答させていただきます。お申し越しの件、了承しました。田沼の

件も諒とします。追加についてはわたしに問い合わせることなく自由にしてくださ

い」（甲１３の４枚目） 

 むろん、この回答は、基本的には引用許可を求められた４点および「引用させて

いただきたい箇所が出てきた点」についての許可であって、、それ以上でもそれ以下

でもない。つまり、これ以外にも冒頭から結末までの数多くの無断使用を認めたわ

けではない。また、「田沼の件も諒とします」の記述も、被告の上記釈明書を「諒」 

としたのであって、これまたこれ以外にも冒頭から結末までの数多くの無断使用を

認めたわけではない。 
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３、三たび被告からの連絡 

２０１２年７月初め、またしても被告会社の東加奈子と名乗る女性から原告に電

話があり「被告番組２制作にあたって原告小説２を参考にさせていただきたい」旨

の依頼があり、原告は「どうぞ」と返事をした途端、原告より先に、ガチャンと電

話を切ってしまった。 

４、初めて原告からの連絡 

同人の無礼な対応に怒りを覚えた原告が被告に電話したところ、上役の八幡麻衣

子氏が応対にでて、被告番組２は既に制作済みで、放映の日も決まっていることを

初めて知った。そのとき、以前約束していた被告番組１も被告番組３のビデオも送

られていないことに気がついた原告は、これほど馬鹿にした話はないと思い、即座

に「放映禁止の仮処分をかける」と言い、電話を切った。 

５、初めて被告からの訪問 

すると、その翌日か翌々日の早朝、被告会社の八幡麻衣子から原告に電話があり、

「近くにきています、釈明とお詫びにお宅に伺いたい」と依頼があった。長期入院

していた妻が帰宅中で朝早くに来られるのは迷惑だった原告は「来ないでもらいた

い、被告番組２の制作にあたって原告小説２を参考にする件については、了承しま

す」と回答し、帰ってもらった。 

 その後、被告から原告宛てに、被告番組１～３のビデオ３本およびその二次著作

物である被告番組４及び同５のビデオ２本、合計５本が、被告会社の八幡麻衣子、

小松知有及び東可奈子連名の「テープを送る件」という表題の書面（甲１５）を同

封の上送られてきた。 

上記書面には、どさくさに紛れて、被告番組４及び同５についての「ご検討の程

よろしくお願いします」という著作物使用の許可の申請なのかただの告知なのかよ

く分からない文言が盛り込まれていた。結局、許可の申請は正式には求められなか

った。 

６、被告番組の吟味検討 
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原告はこれまでにも何度か経験があり、今回も、被告により相当部分が盗用され

ているのではないかと予感を覚え、その場合には、原告としても動かざるをえず、

それにエネルギーを消耗するのが辛いという思いがあって、を見るのをずっと避け

ていたが、２０１２年１１月７日、こわごわ観た。その結果、相当部分の盗用どこ

ろか、３本が３本とも、原告小説の丸写しで、正直腰を抜かしそうになった。解説

者を一人ないし二人登場させて巧妙にカムフラージュしているものの、肝心の本題

部分のストーリーは最初から最後まで原告小説をそっくりなぞったことを知り、す

ぐさま被告会社の八幡宛てにに電話をして、「代表者の謝罪を要求する」と伝えたと

ころ、同人は「検討させてください」と回答した。 

１1 月１０日、同人より原告に「役員から謝罪文を送ると電話があり、翌々日、

執行役員の中谷直哉の謝罪文が送られてきた（甲１６）。しかし、その内容は通りい

っぺんのものにすぎず、その証拠に､以後、原告宅に一度も謝罪に来なかった。 

７、原告の了承の錯誤無効 

 原告が被告番組３のビデオを詳しく検討したところ、被告が原告に了承を求めた

４点以外に、冒頭から最後まで、徹頭徹尾、原告小説３を無断利用していることが

判明した。 

これらの被告の不実・不正は論外であり、凡そこのような事態を想定していなか

った原告が被告に回答した「お申し越しの件、了承しました。田沼の件も諒としま

す。追加についてはわたしに問い合わせることなく自由にしてください」（甲１１の

４枚目）という原告の了承は、もとより錯誤により無効である。 

また、被告番組でも明らかな通り、被告は方々へロケに行っている。であれば、

原告の住まいの伊豆は東京から２時間。近くはないがそう遠くもない。なぜ了解を

求めに来なかったのか。それは、被告会社の桜井、小松、東の三人が三人ともそっ

くり無断使用しているという疚しい気持ちがあったからとしか考えられない。 

８、小括 

以上の通り、被告は初めから原告小説に依拠して無断使用した事実を自ら熟知し
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ており、にもかかわらず、厚顔無恥にもこれを隠し通そうと画策したものである。

これは、独立系番組制作会社の草分け的存在であり歴史に名を残した被告会社の名

誉に自ら泥を塗るにひとしい不誠実極まりない最低の態度と言わざるを得ない。 

 

第９、翻案権侵害に基づく差止請求 

以上の通り、被告は、原告の有する翻案権を侵害する被告番組を２０１１年８月

（被告番組１）、２０１２年３月（被告番組３）、同年７月（被告番組２）同年８月

（被告番組４）、及び同年９月（被告番組５）放送し、今後、再放送、インターネッ

トによる動画配信、ＤＶＤにより複製販売する可能性がある。 

よって、請求の趣旨第１項及び第２項に記載の通りの判決を求める。 

 

第１０、原告の損害 

１、翻案権及び複製権侵害について 

原告は、故意による無断の翻案行為及び複製行為に対して、原則として、原告

の通常の原作使用料（１５０万円。二次的著作物はその半額）の３倍をペナルテ

ィとして請求する扱いであり、今回もそれに倣い下記の通り計算し、よって、被

告は、著作権法１１４条３項により、翻案権及び複製権侵害に基づく財産的損害

の賠償として、下記の計算に基づく金１８００万円を支払う義務がある。 

被告番組１～３：１５０万円×３×３＝１３５０万円 

二次的著作物である被告番組４～５：１５０万円×１／２×２×３＝４５０万円 

２、著作権侵害及び著作者人格権侵害による慰謝料 

一般に、人格権・財産権の侵害により不法行為責任を負う者は、非財産的損害

についても賠償しなければならない（慰謝料。民法７１０条）。以上からも明らか

な通り、被告の著作権侵害（翻案権侵害及び複製権侵害）及び著作者人格権の侵

害（同一性保持権の侵害及び氏名表示権の侵害）によって、原告は筆舌に尽くし

難い苦痛と屈辱を経験した。これにより被った著しい精神的苦痛を慰謝するため
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には、その慰謝料は１０００万円を下ることはない。 

２、損害（弁護士賠償） 

第８、被告との交渉の経緯で前述した通り、被告は、当初から無断使用の事実を

熟知しながら、全面的開き直りに出て、原告を煙に巻いて逃げ通そうという態度に

終始し、紛争解決に向けて誠意のカケラも示さなかった。 

そのため、本来なら訴訟前の話合いで速やかに解決するところ、本件提訴を余儀

なくされ、そのため、訴訟遂行のための弁護士費用の支出を余儀なくされた。 

 その数字は、本訴訟が通常の民事裁判と異なり、著作権の専門的領域にわたるた

め、前記賠償金額とも照らし合わせ、本訴訟追行に関する弁護士費用は少なくとも

金４００万円を下らない。 

３、よって、原告は被告に対し、請求の趣旨第３項に記載の通り、前記損害合計金

３２００万円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済に至るまで民法所定の年

５分の割合による遅延損害金の支払を求める。 

以 上  

証拠方法 

追って提出する。 

添付書類 

          １、訴訟委任状                         １通 

          １、会社の代表者事項証明書                １通 

 

         ２０１３年 ６月１２日 

 

                          原告訴訟代理人 

                                弁護士        柳    原      敏    夫 

 

東京地方裁判所民事部 御中 
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当事者目録 

 

〒413-0232 

 静岡県伊東市・・・・・・ 

                             原   告         佐  藤   雅  美 

                                                     

〒100-0006 

東京都千代田区有楽町１丁目７番１号 有楽町電気ビルヂング北館５階512区 

       武藤綜合法律事務所 （送達場所） 

                 電話  ０３（６２６８）５８８０ 

                 ＦＡＸ ０３（６２６８）５８８１ 

              上記訴訟代理人弁護士    柳    原    敏    夫     

 

〒150-0001 

  東京都渋谷区神宮前５丁目５３番６７号 

                         被   告    株式会社 テレビマンユニオン                                     

上記代表者代表取締役  加  藤   義  人  

 

以 上 
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放送番組目録  

(1)、番組１ 

題 名    THEナンバー２～歴史を動かした陰の主役たち～２０「田沼意次」 

著 者    被 告 

放送日    ２０１１年８月１５日 

 

(２)、番組２ 

題 名    THEナンバー２～歴史を動かした陰の主役たち～６７「堀田正睦」 

著 者    被 告 

放送日    ２０１２年７月１９日 

 

(3)、番組３ 

題 名   THEナンバー２～歴史を動かした陰の主役たち～４８「調所笑左衛門」 

著 者    被 告 

放送日    ２０１２年３月５日 

 

(4)、番組４ 

題 名    THE ナンバー２～歴史を動かした陰の主役たち～６９「田沼意次＆

松平定信」 

著 者    被 告 

放送日    ２０１２年８月２日 

 

(5)、番組５ 

題 名    THE ナンバー２～歴史を動かした陰の主役たち～７５「保科正之＆

調所笑左衛門」 

著 者    被 告 
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放送日    ２０１２年９月１３日 

以 上 
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小説目録  

(1)、小説１ 

題 名     田沼意次 主殿の税 

著 者     原 告 

発行者     光行淳子 

発行所     株式会社 学陽書房 

発行日     ２００３年５月２０日（初版） 

 

(1)、小説２ 

題 名     開国 愚直の宰相・堀田正睦 

著 者     原 告 

発行者     野間佐和子 

発行所     株式会社 講談社 

発行日     １９９７年１１月１５日（初版） 

 

(1)、小説３ 

題 名     調所笑左衛門 薩摩藩経済官僚 

著 者     原 告 

発行者     光行淳子 

発行所     株式会社 学陽書房 

発行日     ２００１年７月１９日（初版） 

以 上 

                                  

 

 


