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1. はじめに 

 近年、YouTube などの動画配信・共有サービスを通して、主にエンターテインメントコ

ンテンツを発信する「YouTuber」と呼ばれる者たちが、若年層を中心に人気を博している。

その中でも、生身の人間の姿ではなく、CG やイラストを元にした 3D あるいは 2D モデル

によって表現されたキャラクター・アバターの姿を通して動画配信をおこなう者は「バー

チャル YouTuber1」（VTuber とも）と呼ばれ、2016 年末の「キズナアイ」の登場を皮切り

に、昨今のネット界隈の新文化現象として一世を風靡するまでになっている。 

 しかし、これらの VTuber に対して、氏名権、肖像権、名誉権、プライバシー権などの

人格権を侵害するような、名称の冒用、なりすまし、誹謗中傷、正体の暴露などの事例が

ネット上ですでに生じている。また、VTuberは、CG やイラストを元にしたキャラクター・

アバターという表象を伴っていることから、そうした「著作物」としての面に対する、著

作権侵害（許諾の範囲を超える二次創作など）や、著作者人格権侵害（性的な描写へと改

変する同一性保持権侵害など）にも常にさらされている2。 

 本稿は、そうした侵害からの法的保護を図る前提として、VTuber の人格権および著作者

人格権を捉える視座を理論化しようとするものである。VTuber は、単なる人間（自然人）

とも、はたまたアニメのキャラクターとも異なり、人間（自然人）とキャラクターを媒介

する主体という特殊な存在様式を持っている。それゆえ、これまでの法理論では説明でき

ない／しにくい、新たな法理論的課題を VTuber は提起している。VTuber もその一つであ

る、世界のデジタル・ネットワーク化に伴って登場しつつある新たな主体・人間像に対し

て、有効な法理論を模索、構築することが本研究の目標である。 

 

2. バーチャル YouTuber とは 

 そもそも、バーチャル YouTuber（VTuber）とは何か。それを法的にどのように捉えるべ

きか。他領域における VTuber 研究から得られた知見も踏まえつつ、VTuber の類型化をお

こない、法的地位の定位を試みる。 

VTuber は、一見するところキャラクター・アバターの表象を伴ってはいるが、それは実

在する人間（いわゆる「中の人3」）が（デジタルな）「衣装」をまとっているようなもので、

VTuber と言っても畢竟ただの人間（自然人）に尽きるものであるとすれば、VTuber も、

                                                   
† 静岡大学学術院情報学領域准教授 harata@inf.shizuoka.ac.jp 
1 なお、同種の活動をしていながらも、「バーチャル YouTuber」との呼称を避け、別の呼称を使用する者

もいるが、本稿ではそれらの総称として「バーチャル YouTuber」「VTuber」の語を用いる。 
2 さらに、VTuber のパフォーマンスを著作権法上の「実演」に当たると評価することが可能であれば、

実演家としての権利（実演家人格権含む）が侵害されることもあり得る。ただし、本稿では紙幅の都合か

ら、その検討は省く。 
3 VTuber 界隈では、「魂」ともしばしば呼ばれる。 
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法的には従来の YouTuber と変わりがない。VTuber に対する人格権侵害も、YouTuber や芸

能人、アイドルなどに対する人格権侵害と同列に考えることができよう。他方、VTuber

動画の配信・視聴を、アニメ風のキャラクターが動いている動画を配信・視聴するのと同

質の体験であると考えるならば、それは結局、これまでのアニメ・CG 作品と本質的には

変わりがなく、そこに表象されるものが著作物・コンテンツとしての法的保護を受けるに

とどまることになる。 

実際に VTuber 動画群を視聴すると、一口に VTuber と言っても、その存在様式・活動様

式は多様であることが分かる。あえて単純に二極化して捉えれば、①あくまで生身の人間

（YouTuber）がキャラクター・アバターの表象（「ガワ」とも呼ばれる）をまとって／借り

て動画配信をおこなっているというタイプと、②キャラクターこそが VTuber の本体であ

って、生身の人間がその背後にいてキャラクターを操作しているわけではない（いわゆる

「中の人」はいない）という設定（あくまで建前ではあろうが）を持つタイプとがある4。 

ここで、メディア／コミュニケーション研究、美学などの観点から、VTuber 独特の鑑賞

実践を分析・理論化しているナンバ（難波）の論稿5を参照する。ナンバ（難波）は、「パ

ーソン（person）」「メディアペルソナ（media persona(e)）」「フィクショナルキャラクタ

（fictional character）」という 3つの概念を導入する。「パーソン」とは、実際の人間のこと

であり、「メディアペルソナ」とは、メディアを介して観察されるパーソンの姿、「フィク

ショナルキャラクタ」とは、パーソンがアバターとして用いる画像としてのキャラクター

を指す。そして、VTuber は、「パーソンのペルソナとして」鑑賞される場合と、「キャラク

ターのペルソナとして」鑑賞される場合の 2 つのタイプに大きく分けられるとする。前者

の「パーソンのペルソナとして」鑑賞される場合とは、本稿前述の①におおむね対応し、

そこでは生身の人間が（キャラクター・アバターの表象を介してはいるが）メディアに表

出される姿が、鑑賞の対象になっている。そして鑑賞者は、VTuberのキャラクター表象の

奥に、生身の人間（パーソン）を見透かすことになる。一方、後者の「キャラクターのペ

ルソナとして」鑑賞される場合とは、前述の②におおむね対応し、CG やイラストを元に

したキャラクター・アバターの表象を通して、「キャラクター6」がメディアに表出される

姿を鑑賞することになる。VTuber のキャラクター表象の奥に存在が仮定されるのはあくま

で「キャラクター」であり、背後に生身の人間がいるわけではない（「中の人はいない」）

                                                   
4 なお、Wikipedia でも、「バーチャル YouTuber」とは「YouTuber として動画配信・投稿を行うコンピュ

ータグラフィックスのキャラクター（アバター）、またキャラクター（アバター）を用いて動画投稿・配

信を行う人」と現在説明されており、この 2 タイプが明確に区別されている。前者が本稿の②、後者が本

稿の①に対応する。「バーチャル YouTuber - Wikipedia」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%ABYouTuber

（2019 年 9 月 2 日確認）参照。 
5 ナンバユウキ「バーチャルユーチューバの三つの身体：パーソン・ペルソナ・キャラクタ」Lichtung 

Criticism（2018 年 5 月 19 日）http://lichtung.hateblo.jp/entry/2018/05/19/バーチャルユーチューバの三つの身

体：パーソン（2019 年 9 月 2 日確認）、難波優輝「バーチャル YouTuber の三つの身体：パーソン、ペル

ソナ、キャラクタ」ユリイカ 50 巻 9 号（2018）。 
6 松永伸司「キャラクタは重なり合う」フィルカル 1 巻 2 号（2016）、同「俳優、着ぐるみ、VTuber」9bit

（2018 年 5 月 22 日）http://9bit.99ing.net/Entry/87/（2019 年 9 月 2 日確認）は、「虚構世界内の存在者」と

してのキャラクターを「D（ダイエジェティック）キャラクター」、画像としてのキャラクターあるいは D

キャラクターを演じるキャラクターを「P（パフォーミング）キャラクター」と分けて捉えている。VTuber

のキャラクターは、マンガやアニメのキャラクターがそこで「生きている」ような物語世界を一般には持

たないと言える。 
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という設定を受け入れることも伴う。 

 

3. バーチャル YouTuber の人格権および著作者人格権 

 仮に、①を「パーソン（準拠）型」、②を「キャラクター（準拠）型」の VTuber と呼ぶ

ことにし、2 つのタイプの VTuber それぞれについて、その人格権7および著作者人格権を

どのように基礎づけることができるか、典型的な侵害事例8を想定しつつ、検討する。前述

の通り、実際の VTuber は「パーソン」と「キャラクター」を二極とする座標軸上のどこ

かに位置しているため、個々の VTuber が、「パーソン」と「キャラクター」のいずれに準

拠する性質が強いかを事実認定した上で、妥当な法理論を適用していくことになろう。 

 

3.1 パーソン型 VTuber 

3.1.1 人格権 

 パーソン型の VTuber は、あくまで人間（自然人）が、キャラクター・アバターの表象

を衣装のようにまとって、動画配信などの活動をおこなっているものである。したがって、

その VTuber としての活動（発言やふるまい）に関して、誹謗中傷・名誉毀損・ハラスメ

ント9などの人格権侵害がおこなわれた場合、その侵害の矛先は、表面的にはキャラクター

としての VTuber に向けられているとしても、結果的には「中の人」「パーソン」である人

間（自然人）に帰着・帰属することになると言える。キャラクターが傷つけられることは、

自分自身の人格が傷つけられる10ことと直結しているからである。したがって、この場合、

VTuber の「中の人」が自らの人格権を行使して法的保護を受けることが可能である。侵害

者の側も、このタイプの VTuber に対する攻撃は、「中の人」への攻撃とほぼ一致すること

を了解しているはずである。 

 なお、この議論は、俳優が作品において役（悪役）を演じ、その役に対して非難がなさ

れた場合、それを俳優本人への非難と同視することが妥当かという問題と対比して捉える

ことができる。この場合、役に対する非難と、その役を演じる俳優本人（の技量など）へ

の非難とを区別して捉えることが可能である。対して、パーソン型 VTuber の場合、個々

の VTuber により程度の差はあるが、キャラクターへの非難と、パーソン自身への非難と

を切り離すことが困難である。 

 また、ゆるキャラのツイートなどに対して、暴言を返す（ディス11）という事例とも対

比できる。ゆるキャラのツイートは、実際には、実在の人間である担当者（「中の人」）が

                                                   
7 本稿では、名誉権などの個別の人格権には必ずしも該当しない一般的人格権をも含めて考える。五十嵐

清『人格権法概説』（有斐閣、2003）12-13 頁参照。また、権利の侵害には至らない人格的利益の侵害も

射程に含める。 
8 本稿では、VTuber の炎上事例を念頭に、人格権・著作者人格権の侵害を主に念頭に置くが、著作（財

産）権や、パブリシティ権（判例法上、人格権に由来するとされているが、財産的利益に対する権利であ

る）の侵害を同時に伴うことも多い。 
9 特にセクシュアル・ハラスメントが深刻な問題である。あくまでキャラクター・アバターに対して性的

な発言や接触が向けられたとしても、パーソン自らの性的領域が侵されたように感じられると言う。 
10 なお、単に主観的に「傷ついた」だけで法的救済が得られるかという問題がある。例えば、名誉毀損

が認定されるには、名誉感情の侵害ではなく、社会的評価の低下を必要とする。しかし、近年「人格権の

主観化」が進み、被害者の不快感や精神的苦痛も当然法的保護を受けることが前提となっているという。

木村和成「近時の裁判例にみる「人格権」概念の諸相」立命 363・364 号（2015）参照。 
11 「disrespect」に由来し、非難・侮蔑することを「ディスる」ともスラングで言う。 
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発言内容を考案して発信しているものであろうが、ゆるキャラのツイートに対して非難が

なされたとしても、「中の人」への非難とは切り離すことができる。ただし、攻撃者が、キ

ャラではなく「中の人」を攻撃する意図を持って「キャラディス」を繰り返すような場合

は別であろう。 

 

3.1.2 著作者人格権 

 次に、キャラクターの表象に対する改変を伴う形での、VTuber への侵害を考える。CG

やイラストを元にした 3Dあるいは2Dモデルとして表象されるキャラクター著作物として

の VTuber に対して、例えば、二次創作などにより性的な姿に改変されたり12、当該 VTuber

のキャラ（性格）にそぐわない／不適切な発言をする姿が描写されたりした場合、キャラ

クターへの侵害をパーソンへの侵害と同視し得るパーソン型 VTuber においては、まずそ

の「中の人」の人格権侵害が成立し得る13。さらに、キャラクター表象の著作者としても、

VTuber は、著作権（複製権・翻案権）および著作者人格権（同一性保持権14）を行使して

法的保護を受けることが可能である。 

 ただし、この点、VTuber のイラストやモデルは、VTuber の「中の人」本人が制作した

ものではなく、別の個人・法人の著作物である場合も多い。イラストやモデルの制作をプ

ロに委託することもあるし、制作技術を持たない者でも手軽に VTuber になれるよう、汎

用ツール・アバターを提供するなど技術面でサポートする企業も増えている。なお、その

ように、他者に VTuber の表象に関わる部分（著作物）の制作を代行させたとしても、そ

の著作権の譲渡を受ければ、VTuber の「中の人」本人が、VTuber キャラクターに対する

著作権を持つことはもちろん可能である。しかし、著作者人格権に関しては、著作者から

譲渡を受けることができないので、この部分については、著作者たる業者等に留保される

という点が問題になり得る。生身の人間ならば、当然自身の支配下にあるその容姿・外貌

に対する権利を他者に預けているようなものだからである15。 

 しかしながら、VTuber の表象に対する権利の帰属については、さらに VTuber 特有の考

慮要素もある。VTuber のキャラクター表象の多くは、静止画のような静態的なものではな

く、人間のような動きを伴うものである。その動きは、VTuber の「中の人」の実際の身体

の動作を、モーションキャプチャーやフェイストラッキング、リップシンクなどの技術に

よりデータとして取得して生成しているものが多い16。すなわち、「中の人」本人の動作に

                                                   
12 実在の人間の場合において、いわゆるアイコラ（アイドルコラージュ）により、自身のヌード写真が

捏造された場合に受ける侵害に類似する。ちなみに、これが名誉毀損に当たるか、別種の人格権侵害に当

たるかは、曽我部真裕「「自己像の同一性に対する権利」について」法学論叢 167 巻 6 号（2010）23 頁以

下参照。 
13 藤田祥平「虚構世界のキャラクターの人権と VTuberの人権にかんする覚書」ユリイカ 50巻 9号（2018）

221-222 頁も、レイプや拷問の描写につき同旨の主張をする。 
14 そもそも、単純に著作物を改変することを以て同一性保持権の侵害と捉えてよいか、近年異説も提起

されている。金子敏哉「同一性保持権侵害の要件としての「著作物の改変」：改変を認識できれば「改変」

にあたらない説」中山信弘＝金子敏哉編『しなやかな著作権制度に向けて：コンテンツと著作権法の役割』

（信山社、2017）参照。 
15 これは、MMORPG などのオンラインゲーム、「Second Life」などのオンライン仮想世界、ブログや SNS

などのソーシャルアカウント上で使用している自身のアバター・アイコンが、いかに自身のアイデンティ

ティと深く結びついていようとも、自身の著作物ではない場合に生じる問題と同類である。 
16 このように、アバターの動き（あるいは声）を自身が作出しているという点を重視すれば、VTuber あ
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よって、キャラクターの表象がリアルタイムでその都度生成されており、そのようにして

生み出された部分は、「中の人」が新たに創作したものと解する余地もないわけではない。

基本のイラストやモデルは、それを制作した者の著作物であるといえども、それを元に、

トラッキング技術を使用して自身の動作をトレースさせることによって新たに与えたキャ

ラクターの表象は、自身の著作物である（著作権法上の二次的著作物に当たる）と言える

のではないか。VTuber は、そのキャラクターの動きやしぐさの個性によっても魅力を獲得

するものなので、たとえ同一のイラストやモデルを用いたとしても、その動きを決定する

VTuber の「中の人」が異なれば、別人として扱われ得るであろう17。もっとも、他人には

真似できない、この自身固有の動き（の表象）の技術的創出が、著作権法上の「創作性」

の要件を満たすかという論点は残る。 

 

3.2 キャラクター型 VTuber 

3.2.1 人格権 

 「中の人」の存在をうかがわせず、キャラクター自体が VTuber として活動しているか

のようにふるまうキャラクター型 VTuber においては、パーソン型とは異なり、キャラク

ターに対する誹謗中傷等を、「中の人」「パーソン」に対する人格権侵害と直接結びつける

ことは難しくなる。「中の人」はいないという設定を持ち、「中の人」とキャラクターが人

格的に切り離されていると、「中の人」の人格権を以て、キャラクターへの侵害に対抗する

ことができない。あくまで侵害の矛先は、キャラクターに対して向けられるにとどまり、

「中の人」には侵害が帰属するに及んでいないからである。 

もっとも、「中の人」の存在が前景化されていないとしても、VTuber のキャラクター表

象を作る自然人は何らかの形で存在しているはずであるから、キャラクターが攻撃を受け

ることによって、間接的に、背後にいる者の人格権も侵害されることはあり得る。しかし、

キャラクター型 VTuber における「中の人」「パーソン」は、キャラクターとは別人格であ

り、あくまでキャラクター（の声や動き）を「作る」というスタンスであり続けるならば、

それは、VTuber ではない従来のマンガやアニメのキャラクターに対して「キャラディス」

がおこなわれた場合、その著作者が、自ら生み出した「我が子」のようなキャラクターを

けなされて傷つくという事態とさほど相違はないことになる。 

 むしろ、キャラクター型 VTuber への「人格」攻撃については、「中の人」「パーソン」

の人格権を以て対抗・カバーしようとするより、端的にキャラクター自身が「人格主体」

として「人格権」を持つと捉える方がよほど自然であるとも言える。つまり、キズナアイ

が「キャラディス」を受けた場合、「中の人」の人格が傷つけられているとするより、キズ

ナアイ本人の「人格」（もちろん仮想的な／仮託したものであろうが）が傷つけられている

と捉え、それを保護する法律構成が必要とも言える18。現状、キャラクター・アバターに

                                                                                                                                                     
るいは「VRChat」におけるアバターは、オンラインゲームなどにおいて自己の分身として用いる従来の

アバターよりも、自己との同一化の深度が高いと言える。 
17 ただし、VTuber のアバターモデルの無料配布もおこなわれており、それを利用した「なりすまし」の

危険もある。なお、ネット上でのなりすましに対抗するものとして、中澤佑一「アイデンティティ権の理

論と活用」『情報ネットワーク法学会第 17 回研究大会個別報告予稿集』（2017）は、「アイデンティティ権」

という新しい権利を提唱している。 
18 なぜそのような法律構成が必要かと言えば、VTuber あるいは一般にキャラクターコンテンツは、「中の
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対する侵害によって、キャラクター・アバターとの間に精神的紐帯を結んでいる実在の人

間の人格権が侵害されたとする法律構成は可能であるが、法的に「人」として扱われては

いないキャラクターそのものの人格権が侵害されたとすることはできない。立法論として

は、キャラクターを「法人」化する19ことによって、法人の人格権（名誉権など）を認め

るという手法がかろうじて考えられる。 

 

3.2.2 著作者人格権 

 キャラクターは自ら人格権を持たないが、著作物としてのキャラクターに対しては、そ

の著作者が著作権および著作者人格権を獲得する。VTuber のキャラクター表象（著作物）

に対して改変がおこなわれた場合、著作権・著作者人格権の侵害になり得ることは、前述

のパーソン型と変わりはない。しかし、キャラクター型の場合、その侵害を受けたキャラ

クター表象と、「中の人」「パーソン」との人格的結びつきが弱いので（あくまでキャラク

ターコンテンツとしての性格が強いため）、著作権・著作者人格権の侵害に加えて「中の人」

の人格権侵害を伴うことは少ない。皆無ではないとしても、パーソン型よりは侵害の程度

は低く見積もられる。その点、VTuberではない従来のマンガやアニメのキャラクターに対

して改変がおこなわれた場合とさほど相違はないことになる。 

 ただし、原著作物には見られない、キャラクターの性的な姿を描くという典型的な改変20

について、従来のマンガやアニメのキャラクターに対するものと、キャラクター型 VTuber

（代表的なのがキズナアイ）に対するものとでは、全く同一の事態とも言えない。VTuber

の場合は、マンガやアニメのキャラクターとは異なり、「中の人」「パーソン」の身体性と

連動した表象を持っているため、それが改変されることによって、たとえあくまでキャラ

を演じる／キャラに仕えるサポーターに過ぎない「中の人」であっても、自己の身体が侵

されたかのような感覚を覚えることもないとは言えない。VTuber について、マンガやアニ

メのキャラクター以上に、二次創作が許諾される範囲が制限されやすいとしたら、キャラ

クター表象への改変が、単なる著作物としての著作権・著作者人格権の侵害に尽きるもの

ではなく、「中の人」「パーソン」の人格にも干渉することが加味されているからであると

考えられる21。 

                                                                                                                                                     
人」あるいは権利者（いわゆる「公式」）側からも毀損されることがしばしばだからである（「キズナアイ

分裂炎上事件」や、「けものフレンズ 2 炎上事件」、実写化による「原作レイプ」など）。したがって、む

しろ「公式」からキャラクターを守る必要さえあり、それを可能にする法律構成を原田・後掲注（19）が

展開している。 
19 原田伸一朗「キャラクターの法的地位：「キャラクターのパブリシティ権」試論」情報ネットワーク・

ローレビュー17 巻（2019）参照。 
20 ときめきメモリアルアダルトアニメ事件（東京地判平成 11 年 8 月 30 日判時 1696 号 145 頁）が代表的

な先例である。 
21 パーソン型とキャラクター型の中間に位置づけられると思われる「輝夜月」について、AO「輝夜月と

仮想世界に！」ユリイカ 50 巻 9 号（2018）38 頁は、「輝夜月本人が不快に思うことはやめてほしい」と

二次創作に注文を付けている。この要請は、従来のマンガやアニメのキャラクターの場合よりも強いだろ

う。また、キズナアイの二次創作に関しては、「本キャラクターの名誉・品位（ママ）傷つける行為をし

ないこと」などといった規約が公表されている。「キズナアイ ライセンス条項」http://kizunaai.com/terms/

（2019 年 9 月 2 日確認）参照。 


