


 

「著作権ビジネスの理論と実践 Ⅳ」発刊にあたって 

 

早稲田大学大学院法務研究科（ロースクール）では、2009年度から日本音楽著作

権協会(JASRAC)の寄付講座として、春学期には２年生、３年生の正規授業「著作権

法特殊講義」を、また秋学期にはロースクール生に限らず広く一般の著作権に興味を

持つ方々が誰でも参加できる連続公開講座を無料で、実施してきた。そして、春学期

の講義内容は2009年度が「著作権ビジネスの理論と実践」、2010年度が「著作権

ビジネスの理論と実践Ⅱ」として既に発刊されており、また秋学期の講義内容は

2009年度が「著作権侵害をめぐる喫緊の検討課題」、2010年度が「著作権侵害を

めぐる喫緊の検討課題Ⅱ」として、また、2011年度は春学期と秋学期の講義内容を

一冊に纏めて「著作権ビジネスの理論と実践Ⅲ」として既に公刊されている。 

本書はJASRAC寄付講座の報告書として通巻６冊目に当たり、2012年度の春学

期と秋学期の講義内容を一冊に纏めて「著作権ビジネスの理論と実践Ⅳ」として発行

するものである。 

春学期の全14回の講義内容は、目次により一目瞭然である通り、著作権法に通暁

する講師が、これまた著作権法の各分野で活躍する研究者や実務家を招聘して実施し

た、早稲田大学ロースクールの授業の正規の登録生を対象としたものである。一方で

秋学期は、早稲田大学大学院法務研究科といった教育研究機関が、ロースクール生に

限らず広く一般の著作権に興味を持つ方々が誰でも参加できる５回ほどの連続公開講

座として、著作権ビジネスや著作権侵害の諸相を知ったうえで、そこに含まれている

法的問題点を明らかにし、さらにはその解決の方向性をも示そうといった意欲的なも

のとして構成されたものである。 

毎回の講義は大学の教授や講師の企画のもとに、各担当者が最も興味を持った、著

作権侵害といった切り口からテーマを選択したうえで、単独であるいは最も相応しい

ゲストを招聘した共同講義形式で、その場で問題点を抽出して解決策を見出していく

といった構成を採用している。さらに、秋学期には、正規授業では困難であろう、外

国の著作権法をも対象とすることとし、201２年度は、わが国ばかりでなく、米国か

らも著名な学者や連邦裁判所判事を招聘して、幅広で多角的視点に立つシンポジウム

を連続的に実施した。 

本書は、このように201２年度の春学期・秋学期の講義の内容をそのまま紙版とし

て、参加者だけではなく、広く読者にお知らせし、役立たせて頂こうというものであ

る。 



情報のデジタル化時代にあって、著作権法が著作権の保護と著作物の利用といった

両極からの要求に十分に対応できなくなっているのではないかという指摘がある。旧

態依然な著作権法は現代の情報の洪水の中で沈没してしまっているのではないか、と

か、著作権法は憂鬱状態にあるといった指摘もある。しかし、そのような指摘に賛同

しているだけでは何事も始まらないし、何も起こらない。人間が産み出した新しい情

報を、有効適切に、生活の場で、社会で、そしてビジネスで活用していくためには、

これまた人間の知恵の結集が必要なのである。その意味で本書は、「著作権法ビジネス

の理論と実践」というテーマの下に、早稲田大学大学院法務研究科（ロースクール）

に結集した知恵の成果である。 

多くの読者を得て、本書が有効に活用されることを強く望んでいる。 

 

 

201４年３月31日 

早稲田大学大学院法務研究科教授 高林 龍 
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第１回 ガイダンス 
 

講師：上野 達弘（立教大学法学部教授） 
 

 

著作権法概説 

１ 概説 

２ 著作権法の改革案（リフォーム） 

３ 著作権法の将来像と政策形成 

４ 著作権侵害訴訟の実務 

５ 映画に関する著作権法上の問題 

６ 文藝著作物をめぐる諸問題 

７ 私的録音録画補償金制度再考 

８ インターネットを巡る著作権法上の諸問題 

９ パロディと表現の自由 

10 音楽に関する著作権法上の問題 

11 著作権侵害による損害の算定方法について 

12 放送に関する著作権法上の問題 

13 日本人の知らない著作権 

14 東アジア比較著作権法 

 

 

著作権法概説 

 

１ 概説 

上野： 始める前にお伺いしたいのですけれども、著作

権法を皆さんは勉強されたのでしょうか？はい、大体半

分ぐらいの方がすでに何らかの形で履修済みか同時履

修ということになるようですね。 

 こういう形式の授業も中々簡単ではありませんで、これ

から取り上げるテーマを見ますと、かなり応用的なものが

多いものですから、いきなりこのようなことを話されてもよ

く分からないという方もいらっしゃるかと思います。 

 そこで、今日はこれからの講義でそれぞれの先生方が

話されるテーマについて、予め知っておくと話が分かり

易くなるだろうということをお話したいと思います。これに

よって、この半年間皆さんが受講し易くなるようにしたい

と考えています。 

 ただ、この担当の方にメールを出してどんなお話をさ

れますかという風にお聞きしても、テーマしか教えてくだ

さらない方も居られてですね、多分まだ決まっていない

とか今思案中とか構想中とかいらっしゃると思いますので、

具体的に中身が分からない方もいらっしゃるのですけれ

ども、その先生がお書きになられたものとか担当なさった

事件などを見て多分こんな話をするのではないかと想像

いたしまして、皆さんにはこの文献を読んでおいたら勉

強になるのではないかと、そんなご案内を今日はしたい

と考えている次第です。 

 来週から今日を含めて全 14 回ということで、様々なテ

ーマが取り上げられることになっております。先程ご案内

があったように、再来週は著作権法学会という学会があり

ます。それに皆さんを連れて行くということになり恐縮で

すが、一緒に出させていただいて、そのための予習を来

週やりたいと考えています。 

後はかなり個別のテーマでして、弁護士さんあり、裁

判官の先生あり、学者ありといったようなゲストを、担当者

が連れてこられたり連れてこられなかったりする訳です

けれども、来て色々なテーマを取り扱うということになっ

ております。 

 そこで、これから少しそれぞれのテーマについて立ち

入ってお話をしていきたいと思います。ただ今日全てお

話するということは出来ないのですが、皆さんが今後受

ける前に少し予習をしていただければと思います。 

 そうすればより前向きにこの授業に臨んでご発言もし易

いのではないかと思います。 

 

２ 著作権法の改革案（リフォーム） 

上野： それでは、まず次回の「著作権法の改革案」とい

うテーマについてお話をしたいと思います。これは先程

申しました著作権法学会のシンポジウムのテーマです。 

 当初どんなテーマでシンポジウムをすべきか、というこ

とを考える役割が回ってきまして、今回は「著作権法の将

来像と政策形成」というものにした訳です。とりわけ田村

善之先生にまずお願いをしたしまして、他のメンバーは

こういうのはどうでしょうか、ということでご了承をいただい

てメンバーを決めました。 

 その内容は後でお話しする訳ですけれども、このシン

ポジウムに登壇する予定である私と、弁護士の石新先生

に来週お出でいただきまして、その前座といいますか、

こんなことを議論し、こんなことがポイントになるということ

をお話ししたいと思う訳です。 

 著作権法は今大きな問題を抱えていると言われていま

す。著作権法なんて勉強したことがなくても、そういった

問題意識を持っている人は多いと思います。 

 著作権は今少々強過ぎるのではないかと、そんな議論

がよくなされています。特にインターネットの世界になっ

て様々な情報発信が自由にできるようになり、技術が発

展して今までは出来なかった情報の発信ということが非

常に手軽に出来るようになってきた、そんなときに著作権

というものがどうも足を引っ張る、新しいビジネスや新しい

表現をしようと思っても著作権というものが足枷になって

そうした活動を阻害してしまうということがあるのではない

か、ということです。 

 著作権制度というものは百年以上前に出来たものです

が、それはもう古いのではないか、時代遅れなのではな

いか、ということが言われています。日本の著作権は何

故こんなに強いのかという本まで最近出ています。では

そういう問題に対してどう考えるべきか、ということです。 

 これはもしかしたら著作権法を勉強される前の方には、
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もう改革なのかということで少し面食らうかもしれませんけ

れども。しかし一般の人でもこういう問題は議論している、

そういう問題です。ですから却って最初に取り上げるの

に良いのではないかという風にも思います。 

 シンポジウムのテーマとしましては大きく 2 つのものを

取り上げる予定でおります。1 つ目は著作権法の将来像、

2 つ目は政策形成というものです。1 つ目の著作権法の

将来像というのは今お話ししたように、デジタルネットワ

ーク時代において著作権法というのは今のままで良いの

だろうか、本当に時代に適合しているのだろうか、技術の

発展に追いついていないのではないか、そんな問題に

応えようとするものです。 

 ここには様々な論点が含まれます。例えば著作権、イ

ンターネット時代において情報発信できるようになってい

る、YouTube を見たり、あるいはツイッターを見たり、Face 

bookとかを見たりしても沢山の著作物が貼り付けられたり

しています。これらを厳密に考えるとそれぞれ皆著作権

侵害になってしまうということになります。 

 でもそんなことで、じゃあ著作権侵害だから出来ないと

いうことになってしまって、却って我々の文化的な生活と

いうものが乏しくなってしまいはしないだろうかということ

があります。特に最近、著作権というのは保護期間が延

長されたりしていつまでも著作権がずっと残っているとい

うことがよくあります。日本では著作権というのは著作者

の死後50年で消滅するということになっていますが、アメ

リカやヨーロッパを含めた多くの先進国においては、著

作者の死後70年というように延長されています。 

 日本でもこの延長問題がずっと以前から議論されてい

ます。しかしそれに反対する声もかなり多くあって、今は

まだ 50年のままです。著作権の保護期間が延びるとどう

いうことが起きるかと言うと、使いたくても使えないというこ

とが起きます。例えば、クラッシック音楽を演奏される方

はよく分かると思いますが、バッハやモーツアルトの曲を

演奏するは自由です。だけどまだ最近亡くなったばかり

の著作者の作品を使うときは著作権の処理が必要になり

ます。それが死後50年経ったり70年経ったりすると一体

どこに著作権があるのか分からないというものが沢山増

えてきます。勿論、有名な作品であれば、どこに著作権

があるのかということはハッキリします。 

 あるいは音楽であれば音楽著作権協会とかに管理され

ていたりするからいいのですが、どこに著作権があるか

わからないという著作物、これを孤児著作物、アメリカで

はオーファン・ワークス（Orphan Works）と言いますが、要

するに孤児になって親が居ない、誰が著作権を持ってい

るから分からないという著作物というのが多くなっていると

指摘されています。そんな著作物であっても著作権があ

る以上は無断で利用できないため、怖いから使うのは止

めておこうということになる訳です。 

 日本の制度ではそういうときに、文化庁長官に裁定を貰

って強制的なライセンスを得るということも出来ることには

なっていますが、まだその制度は不十分で、こうした孤

児著作物というものが大量に出てきます。インターネット

時代において著作権が強過ぎるということは問題ではな

いか、ということが議論されている訳です。 

 特に最近日本では著作権侵害罪の厳罰化が進んでお

ります。現在、著作権侵害罪は懲役 10 年以下ということ

になっています。これは窃盗の量刑に合わせたのだとい

う説明もなされていますけれども、これは政治主導で決

められたという声さえあります。 

 私は去年までドイツに居ましたけれども、ドイツでは著

作権侵害罪は 3 年以下です。ですから日本は世界でも

非常に強い罰則を持っていると言われています。先程ご

紹介した『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』1と

いう本は専らこの厳罰化、刑事罰の点を問題にしている

ところです。その指摘が正しいかは検討の余地があると

ころですけれども、今の時代に合っていないのではない

かという指摘が強いことは確かです。 

 そんな中、様々な形で著作権をリフォーム（改革）すべ

きではないかという議論が出ています。アメリカでは著作

権リフォームという議論が数年前からなされています。こ

れは著作権に関してはベルヌ条約という国際条約によっ

てある一定の水準を保たなければならないことになって

いるのですが、それを差し当たりナシにして、あるべき著

作権制度というものはどういうものなのだろうということを

考えようとするものです。 

 日本でも例えば著作権は登録なしに権利が発生する

無方式主義を採っている訳ですが、一定の登録主義を

採用する方が良いのではないかという議論もあります。

次々回登場する野□祐子先生もそんな提言をしていらっ

しゃいます。 

 そうすると著作権制度というのは長い目で見て、今は条

約があるから出来なくても、これからどういう制度としてあ

るべきなのだろうかということが問題となります。他方では、

いや今の著作権制度が根本的に問題だという訳ではな

いと、それは解釈やマイナーチェンジによってクリアでき

るのだという意見もあります。 

 高林先生の『標準著作権法』では「著作権法を勇気づ

ける教科書」と書かれていますが、これは東大の中山信

弘先生が『著作権法』の教科書で「著作権法の憂鬱」とい

う章を書かれていて、著作権法はもう時代に適応してい

ないということを言っているけれども、高林先生はそんな

ことはないのではないかということをお書きになっていた

りします。 

 そういったことで著作権法が時代に適合しているのかと

いうことが問題となる、これが第1点目の論点であります。

そして 2 つ目に、著作権に関する政策形成というものが

併せて問題となります。最近著作権が何故強くなってしま

ったのか、というときによく言われるものの一つが審議会

です。審議会のメンバーが偏っているから変な著作権法

                                                                 
1 山田奨治『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』人文書院（2011年） 
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になってしまったというのです。とりわけ権利者団体の意

見が通り易いと言われていたりもする訳です。 

 逆に、審議会においては一般のユーザー側の意見と

いうのが通り難いのではないかとも言われます。確かに、

権利者団体というのはありますが、ユーザー団体というの

はあまり存在しないのですね。最近立ち上げようとしてい

るところもあります。団体になれば意見を届けることはや

り易いのですが、ユーザーの声をどうやって著作権制度

に反映させるかというのが難しいのです。 

 だから放っておくと権利者が権利を強化する方向にば

かり進んでしまうのではないかと、こういう指摘がなされて

いる訳です。田村先生などもそういう指摘をされています。

再来週報告される京俊介先生という政治過程論の学者も

そういうことを本にして出版されました。 

 そこでは中々刺激的なタイトルが多いのですけれども、

「官庁・利益集団・政権党の戦略的相互作用」といった論

文を書かれていて、著作権法の政治過程、立法過程を

研究しておられる方であります。 

 そういう風に政策形成をするというときに、立法に委ね

ておいて良いのであろうかと、立法に委ねておくとロビイ

ストの影響を受けて権利は強くなる方向に行ってしまい

がちであるとそのような指摘がなされています。そうであ

れば立法に期待をするのではなくて司法に期待すべき

で、司法、裁判所というのはロビイストの影響を受け難い

というのです。これについて「ロビイング耐性が強い」とい

う表現がなされています。 

 よって、司法は、ユーザーのことも権利者のことも考え

てバランスよく判断をするはずである、出来るはずで、従

って権利を弱める方向については立法ではなくむしろ司

法にその役割を分担させるべきだと、このような議論を田

村先生などがしておられる訳なのです。 

 このように、立法と司法の役割分担というようなことを通

じて、あるべき著作権政策というのを実現しようという考え

なのです。だから第 1の論点というのはどういう著作権法

を作ったらいいのか、という話なのですけれども、それを

どうやって実現したらいいのかというのがこの第2番目の

論点になります。 

 それは立法だけじゃないかもしれない。司法によって

実現するということもある訳です。そこではクリエイティ

ブ・コモンズとか Think Cとか、お聞きになったことがある

方、あるいは非常に詳しい方も居られるのではないかと

思いますけれども、著作権をあまり強化し過ぎないでユ

ーザーの権利をどれだけ守るかということを考える傾向

のあるNGOがありますけれども、そうしたものの役割など

にも注目が集まっている訳です。 

 森・濱田松本法律事務所の弁護士である野□祐子先生

がクリエイティブ・コモンズの常務理事もされておられま

すのでその辺りのお話もしていただくということになって

いる訳であります。 

 このように著作権に関する政策形成をどのように実現

するかというのが第2のテーマということになります。 

 

３ 著作権法の将来像と政策形成 

上野： ということで、来週議論をしていれば再来週の学

会に行っても理解し易くなるし、コミットし易くなるのでは

ないかと考えた次第であります。参考文献としては、北海

道大学の田村善之先生が第二東京弁護士会で報告なさ

ったときの講演録である「デジタル化時代の著作権制度」

が割と読みやすいかと思います。 

 ただ1年経ちますとこの業界では少し情報が古くなって

参ります。例えばロクラクⅡとかまねき TV とかそういった

事件の説明がある訳ですけれども、この直後くらいに最

高裁判決が出ましたので2、若干その点は気を付ける必

要があります。 

 ということでありまして、皆様には来週までにこれを読ん

で来ていただければと思います。もしご関心があれば、

参考文献として挙げたものをまたどれかピックアップして

お読みになると面白いのではないかなと思います。そし

て再来週の学会にもよいのではないかと思います。 

 では再来週の学会についてですけれども、注意点があ

りますので、お気を付けいただければと思います。レポ

ートを出さなければならないということのようです。場所で

すけれども、一橋記念講堂とあって、一橋大学はかつて

千代田区の一ツ橋にあったのですが、今はちょっと離れ

た所にあります。そのちょっと離れた所に行ってしまう人

が3年に1人ぐらい居られるのでお気を付けください。竹

橋駅の近くですのでご確認いただければと思います。 

 実は、著作権法学会は今年が 50 周年です。私は古い

資料とか読むのが好きなのですが、最近、著作権法学会

設立記念セミナーという本を読んでいたら、正に 50 年前

に設立されたということが分かりました。設立当時のメン

バーは 30 人ぐらいで非常に少ないのですが、今は 500

人ぐらいいます。 

 そのときのメンバーでまだご健在という方が 4名ほどお

られます。その 1人が阿部浩二先生でもう 85歳ぐらいで

すけれども、今でもかくしゃくとして非常に鋭い方ですし、

今度も面白い話をされると思います。しかも元著作権審

議会会長ということですから、今回のテーマにも関係する

所もある訳です。 

 

４ 著作権侵害訴訟の実務 

上野： それではその次に参りまして、第4回は高林龍先

生ご担当で著作権侵害訴訟の実務というタイトルでいた

だいております。このときには知的財産高等裁判所の東

海林保判事を招聘いたしまして、訴訟や和解に関してお

話を伺うという風に聞いております。 

 詳しくはよく分かりませんが、著作権法訴訟ということや

和解ということで概論的なお話をされるのかなと思いまし

                                                                 
2 最一小判平23・1・20民集65・1・399〈ロクラクⅡ事件：上告審〉、最三小判

平23・1・18民集65・1・121〈まねきTV事件：上告審〉参照 
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たので、参考文献と致しまして高林先生と三村先生が 3

年前にこの特殊講義でされた講義録「著作権侵害訴訟

の実務上の問題点」を挙げさせていただきます。 

 また、東海林判事がご担当になられた事件が幾つかあ

りますので、これも知っておくと面白いのではないかと思

いますのでご紹介したいと思います。 

 東海林判事は、かつて東京地裁におられて色々な所

に移っておられるのですが、現在は知財高裁です。最近

の事件は、例えばChupa Chups事件3というのは、これは

実は商標法の事件なのですが、楽天が訴えられまして、

ショッピングモールの責任が問題になりました。個々の小

売のお店が沢山あるのですけれども、そこで海賊版みた

いな偽ブランド商品なんかを売っていることがあるので

す。そうすると勿論販売している本人は商標権侵害という

ことで責任を負いますが、そういう場を提供しているという

人も何らかの責任を負うべきか、ということが問題となる訳

です。 

 リアルの世界でも青空市とかあると思いますが、インタ

ーネット上のショッピングモールの責任は海外でもよく問

題になっています。地裁も高裁も結論としては責任を否

定した訳ですけれども、高裁は一定の場合には責任を

負うと述べた判決として注目されています。 

 これは商標法の事件ということで、今回は関係ないかも

しれませんが、最近書かれたということでご紹介しておき

ました。 

 あと、小型USBメモリ事件4というのは台湾の会社にソニ

ーが訴えられたという事件です。これは国際私法の問題

になりまして、どちらの国の著作権が問題になるのか、台

湾で行っている行為だから台湾の著作権の問題だという

ことになると台湾の著作権法に拠るのかといったことが問

題となります。また、不正競争防止法なども問題になって

います。 

 それから暁の脱走事件5というのがあります。これは上

訴してひっくり返されたものです。通勤大学法律コース事

件も理屈を変更されたということはあるのですけれども、

暁の脱走事件は結論まで変わってしまい破棄差戻しな

ので、東海林判事も言いたい事があるかも知れません。 

 最高裁判決が今年の 1月 17日なので、もしかしたらそ

んなお話もされるかと思い、ご紹介した次第であります。 

 地裁時代はずっと髙部眞規子判事、これも知財の世界

で非常に有名な判事で今は知財高裁におられますけれ

ども、東海林判事は髙部判事の陪席をしておられました

ので、髙部先生が今年お書きになられた『実務詳説著作

権訴訟』6という本もご紹介しておきましょう。これはかなり

実務向けで、訴状の書き方とかそういう所から書いてある

非常に実務的な本であります。結構値段がするのですが、

良い本だと思います。 

                                                                 
3 知財高判平24・2・14〈Chupa Chups事件：控訴審〉 
4 東京地判平23・3・2〈小型USBメモリ事件〉 
5 最判平24・1・17〈暁の脱走事件〉 
6 髙部真規子『実務詳説著作権訴訟』金融財政事情研究会（2012年） 

 という訳でありまして、第 4 回は東海林先生にお話を頂

くということになっております。 

 

５ 映画に関する著作権法上の問題 

上野： さて続きまして、今度は前田哲男弁護士によりま

す第 5 回、映画に関する著作権法上の問題というものに

ついてお話をしたいと思います。私に与えられた情報は

このタイトルだけでして、後は想像するしかないのですけ

れども、映画に関する著作権法上の問題というと、多分こ

うだろうなと想定されることがありますので、ここで 4 点お

話をしたいと思います。いずれにしても基礎知識として

重要だと思いますので、簡単にお話しておきます。 

 1つ目に映画に関する問題と言うと、まず何が「映画」か、

ということが問題になります。映画と言ったら劇場でやっ

ている劇場用映画ではないかとイメージするのですが、

実は著作権法上では 2条 3項における「映画の著作物」

の定義が結構広いのです。「映画の効果に類似する視

覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、か

つ、物に固定されている著作物を含む」とされています。 

 だから、例えばテレビ番組とかテレビドラマとかゲーム

なども含まれる、と言われているのですね。 

 ここには要件が 3 つ出てきます。著作物性がなければ

いけない、それから映画の効果に類似しなければいけ

ないということで、動画的要素が必要ということになり、写

真や静止画はダメなのです。 

 これにより、ゲームの著作物というのは映画の著作物だ

ということに判例上なっているのです。しかし、静止画ば

っかりのヤツはダメなのです。過去の裁判例でも「三国

Ⅲ事件」7は静止画が多過ぎる、ということで映画の著作

物にならないとされました。それから「猟奇の檻事件」とい

うのも静止画が多過ぎるということで映画ではないという

ことになりました。映画かどうかというのは、権利の内容や

帰属など、効果が変わってくるものですから重要になっ

てきます。  

 最後に固定性ということで、生放送されて消えてしまう

場合には映画に該当しません。もっとも、この固定性の

要件は無くてもいいのではないかという議論もありますが、

一応現行法ではこの 3つが要件になっています。 

 2つ目に映画の著作者は誰かということです。普通に考

えると、劇場用映画の監督さんじゃないかと思いますよ

ね。実際、監督は映画の著作者になります。ですが、昔

は色々と議論があって、金を出しているのは映画会社な

ので会社が著作者だという考えもありました。 

 確かに映画に携わっている人ってものすごく沢山いる

のです。現場に行ったら照明さんだカメラさんだ何だと、

助監督なんてほとんど使い走りみたいな人もいると。俳

優とかエキストラを権利者に含めたら大変なことになるじ

ゃないかと。例えば、二次利用なんかについて 1 人でも

嫌だと言ったらこの映画が使えなくなってしまうと、そうい

                                                                 
7 東京高判平11・3・18判時1684・112〈三國志Ⅲ事件：控訴審〉 



第１回 ガイダンス 

- 7 - 

う問題があるのです。 

 そうすると、じゃあ誰を映画の著作者にしましょうかとい

うことが問題になるので、16 条という条文を置いている訳

です。これは、「映画の著作物の全体的形成に創作的に

寄与した者とする」と規定しています。 

 まあ監督、プロデューサー、ディレクター、撮影監督、

映画監督といったように、監督という名前が付くぐらいの

人を著作者と呼んでいます。カメラマンというだけだった

らダメかもしれなくて、これは指示によって撮影している

だけだということになります。 

 ということで誰が著作者かということが時々問題になりま

す。例えば、宇宙戦艦ヤマトに関する事件もありました。

松本零士さんという漫画家が著作者かと思ったら、この裁

判では、アニメのプロデューサーと言われていた西崎さ

んが著作者だったということになっています。8 

 誰が著作者かというのは肩書きで決まるのではなくて、

実際に創作活動、クリエイティブな活動をしたのは誰な

のかということで決まるのです。著作者かどうかで大きく

権利関係が変わってきますから、これが揉め事になるこ

とがよくある訳です。これが 2 番目の論点の映画の著作

者は誰かということです。 

 それから、3 番目に映画の著作権は誰に帰属するのか

という問題があります。これは普通に考えれば自分が作

ったものは自分のもので、自分が作った著作物について

は著作者が著作者の権利を持つのだとそれは当然のこ

となのですけれども、映画だけは特殊な事情があるとい

うことで 29条を設けまして著作権が勝手に映画会社に帰

属してしまいます。 

 これは契約とかも要らないのです。映画の製作に参加

しますよっていう風に約束しただけで、映画会社に自動

的に著作権が帰属してしまう。この帰属のことを「法定帰

属」と言っていて、法定的に移転しているのか原始帰属

しているのかちょっと分からない状態になっているので

すけれども、一般には移転すると考えられています。 

 つまり、監督が映画を撮影した。でもそれは映画会社

の発意と責任において行われたという場合は、その映画

が完成したときには著作権が自動的に映画会社に移っ

てしまいます。監督は何を持っているかというと著作権を

持っていないから、あと著作者人格権という人格権だけ

持っているのですね。 

 人格権というのがあれば、監督名はちゃんと載せてくだ

さいねとか、変な色に変えないでくださいねとか、そうい

うことは多少言えるかもしれないけれども、財産権として

の著作権というのは無くなってしまうので、未だに監督協

会はこれに反対しています。監督協会が自分で映画作

って DVDで映画監督は映画の著作者であり、著作権者

であるという映画DVDを作って、29条は憲法違反だと今

でも主張しています。そういう論争のある規定が設けられ

ており、それがどこまで適用されるのかといったことを巡

                                                                 
8 東京地判平14・3・25判時1789・141〈宇宙戦艦ヤマト著作者事件〉 

って様々な事件があったりします。 

 4 番目は保護期間です。映画の保護期間というのは死

亡時起算主義じゃないのです。普通の著作物は著作者

の死後 50 年です。しかし、映画の場合は死後じゃなくて、

公表後 70年としています。最近までは 50年だったので

すが、ここだけ 70年にしたのです。 

 確かに、死後50年と公表後50年というのは長さが同じ

ではないですよね。公表してすぐ死亡してしまえば同じ

ですけれども、公表して 20 年間生き残ったら、本来なら

あと 20 年間保護期間を獲得できたのに損することになり

ますから、映画の場合は公表後 70 年にしましょうというこ

とになった訳です。 

 ですが、この 70年にしたということ自体もさることながら、

昔の著作物で著作権が今切れそうなのは旧法時代の著

作物なのです。だからチャップリンだとか「風と共に去り

ぬ」だとか、そういった旧法時代の映画の著作物の著作

権がいつ切れるのかということで、訴訟が沢山あります。 

 よく駅などで 500円映画DVD とか売っているじゃない

ですか。何故あんなに安く売れるのかと言ったら著作権

が切れているからということも関係するようです。ある意味

では良いことかも知れませんけれども、権利者にとって

は十分でないという場合もあるかもしれません。 

 公表後 70 年に改正しましたが、改正時にすでに著作

権が消滅してしまったものはもう復活しないのです。他方、

旧法では映画の保護期間は公表後何年ではなくて死後

起算していたのです。今でもヨーロッパとかでは映画に

ついても死亡時起算主義です。旧法は死後 38 年でした

ので、公表後70年とか50年経ってもう著作権が消滅して

いるように見えるのだけれども、監督の死後まだ 38 年経

っていないものは著作権が残っていると判断されること

がある訳なのですね。最近のチャップリン事件9ではその

ような判断がされたところです。そういったことでこの点が

問題になるのではないかとご紹介致しました。 

 なお、前田哲男先生は言うまでもなくこの著作権に関し

て非常に有名な弁護士さんであります。7 ページ目にご

担当になられた事件をご紹介しておりますけれども、最

近では「Shall we ダンス？」事件10、これは映画の振付け

に参加した振付師がその映画が未だに角川で使われて

いるということで訴えた事件です。 

 著作権分野では去年から今年にかけて非常に多くの最

高裁判決が出たという年でもあります。去年3つ出たのは

北朝鮮事件、それからロクラクⅡ事件、それからまねき

TV事件の3つです。3つとも放送事業者が訴えたり訴え

られたりしている事件なのですけれども、高裁段階では 3

つとも敗訴していたのです。それが最高裁で 2 つとも勝

ったという、その全ての事件を担当されているのがこの前

田哲男弁護士です。この事件の結論については勿論、

賛否両論ありますが、非常に今ホットなテーマであります

                                                                 
9 最一小判平21・10・8判時2064・120〈チャップリン事件：上告審〉 
10 東京地判平24・2・28〈「Shall we ダンス？」事件〉 
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から、この講義の中でもロクラクⅡや、まねき TV というの

が出てくるのではないかと思います。 

 あと、中古ゲームソフト事件も最高裁判決にも関与して

いらっしゃるということですね。 

 さらに、角川の代理人もされていますので、映画関係

では角川映画事件なんかもあります。これは「時をかける

少女」とか、皆さんご存じないかもしれませんけれども、

ああいう映画の著作者は誰なのかということが問題となっ

た事件です。 

 MUSASHI 事件は、NHK が黒澤監督の弟か息子に訴

えられたという事件です。ちょっとオマージュみたいなも

のですね。黒澤明の「七人の侍」のシーンをちょっと取り

入れたドラマを放送したのですけれども、それは著作権

侵害にならないという判断でありました。 

 そういう感じで非常に色々な事件、映画に関わることも

されていらっしゃいますのでこの回も面白くなるのではな

いかなと思います。 

 

６ 文藝著作物を巡る諸問題 

上野： さて続きまして第 6 回、富岡英次先生の「文芸著

作物を巡る諸問題」であります。これはもう与えられた情

報はこれだけでありますけれども、文芸著作物に関しま

しては、富岡先生はこれまでにも何度も語っていらっしゃ

います。 

 これは高林龍編著『著作権ビジネスの理論と実践Ⅱ』11

に載っております。1 つ目は文芸著作物に関する著作権

法上の諸問題というものです。もう 1 つは文芸著作物の

引用についてということであります。富岡先生は大変有

名な弁護士さんでいらっしゃいまして、中村合同特許法

律事務所という大きな事務所におられます。中村合同の

中村というのは中村稔弁護士という詩人でも有名な弁護

士さんです。 

 中村先生はこの講義にも来てくださったことありますけ

れども、自ら詩人、著作者としての立場でこの著作権法を

議論するという方で、かなり古くから非常に有名な事件の

代理もしてこられました。「顔真卿事件」12とかはこの業界

では有名な事件ですけれども、これも中村先生が代理を

されていました。そういった形で中村先生と関わられてこ

の文芸著作物に関する関心を強められたのではないか

と思います。 

 富岡先生が最近担当された事件について、ご注目いた

だきたいのは、かつて裁判官をされておられたので、裁

判官のときにも著作権に関する事件にかなり多数関与し

ていらっしゃいます。「コヒノボリ事件」などかなり多数で

す。コヒノボリ事件は、「コヒノボリ」とか「チューリップ」とか、

あれは誰が作詞したのかということが問題になった事件

です13。 

                                                                 
11 高林龍編著『著作権ビジネスの理論と実践Ⅱ〔早稲田大学ロースクール

著作権法特殊講義3〕』成文堂（2011年） 
12 最判昭59・1・20民集38・1・1〈顔真卿事件〉 
13 東京地判平元・8・16無体裁集21・2・626〈コヒノボリ事件：第一審〉 

 弁護士になられてからも、「俳句添削事件」ってご存知

ですかね。これは俳句を NHK に投句したら雑誌に載っ

たのですが添削されて載ったという訳です。俳句の世界

では、松尾芭蕉の時代から、師匠が添削して出すものだ

とも言われています。でも、無断で添削して自分の名前

で掲載されたら、それはちょっと嬉しくないのではないか

と。著作者人格権の中に同一性保持権というのがありまし

て、それの侵害になるのではないかということが問題に

なった事件ですけれども、これもご担当になりました。 

 結論としては侵害にならないという判決ですけれども、

裁判所も色々と苦労しています。権利濫用とか、黙示の

同意があるとか、事実たる慣習があるとかいうことに拠っ

ていますが、そういう面白い事件、やっぱり文芸に関わる

事件に携わってこられたという訳です。 

 なお、今年の 2月 2日に「ピンク・レディ事件」という、こ

れまた最高裁判決が出ましたけれども14、これはピンク・

レディと、雑誌「女性自身」を出している出版社（光文社）

が訴訟になりました。ピンク・レディの写真を勝手に使っ

て雑誌を作って一部載せたのです。これが肖像権ないし

パブリシティ権の侵害に当たるのではないかということが

事件にあった訳ですね。 

 パブリシティ権について、最高裁判決はずっと無かっ

たのです。そんな中で出たのがこの2月2日の最高裁判

決でありまして、結果はピンク・レディが敗訴すると、パブ

リシティ権の侵害にならないというものだったのです。富

岡先生はピンク・レディ側の代理人ということですので、こ

の判決の翌日ぐらいにお会いしたらちょっと悔しそうなお

顔をしておられました。非常にお人柄のいい方でありま

すので、この日も面白いお話をお聞き出来るのではない

かなと思っております。 

 

７ 私的録音録画補償金制度再考 

上野： さて続きまして、今度は第7回に駒田泰土先生に

よりまして私的録音録画補償金制度再考というものであり

ます。この辺りからかなり各論というか応用問題に入って

くる訳ですけれども、このテーマはかなりハッキリしてい

ます。私的録音録画補償金制度というものについて議論

するということになります。 

 こんなのは知らないという方もいらっしゃるかもしれま

せんけれども、関わったことがない人は多分いないと思

います。例えば今はちょっと無いかもしれないけれども、

MD とか CD-R とかそういうものを買いますと知らない内

に補償金を払っているのです。著作権料と言っても良い

かもしれませんが払っています。 

 最近はちょっとMD使わないよ、ということであまり話が

伝わらないのかもしれませんけれども。要するにデジタ

ル録音または録画する機器または媒体を購入致しますと、

その定価に予め一定の著作権の補償金というものが上

乗せされて販売されているのです。それは多分パッケー

                                                                 
14 最判平24・2・2〈ピンク・レディ事件：上告審〉 
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ジのどこかに書いてあります。でも多くの人はそれに気

が付かないで買っています。 

 ヨーロッパではもうちょっとハッキリしています。私この

間パリで iPod touchを買ったのです。そしたらレシートに

8 ユーロとかが計上されていて、私的録音補償金って書

かれているのですよ。1000円ぐらいですかね。日本では

iPod は制度の対象に今なっていないので補償金は取ら

れていません。 

 しかし、今デジタル録音するのはiPodのようなハードデ

ィスク内蔵型の機器なのだから、これも対象にすべきで

はないかという議論をずっと審議会でもしたのですけれ

ども、反対者も多くて実現しませんでした。ですから対象

になっているのは DAT とか、今あまり使わないものが多

いです。 

 DVD なんかでも、データ用とか録画用とか書いてあっ

て、データ用の方が安いのです。中身は実は全く同じも

のらしいのですが、録画用の方が綺麗に録画できるのか

なと思ってしまいますよね。何が違うかと言うと、録画用と

いうのはテレビ番組を録画するのだから著作物や実演や

レコードを私的録画するということで、録画するときには

ちょっとずつお金を払わなければいけないということなの

です。 

 私的複製については、日本法に 30 条という規定があり

ます。ただ、テレビ番組を録画するとか、買って来た CD

をパソコンにコピーするとか、人の本をコピー機で文献を

コピーするとか、これは私的使用を目的とする以上は適

法なのです。ですけれども、どんな場合でも完全に自由

という訳ではない。それが 30条2項なのです。 

 30条2項によれば一定の場合は私的複製をしてもいい

けど補償金を払いなさいと。一定の場合というのがデジタ

ルの録画と録音です。デジタルというのは質が劣化しな

いということがありますのでアナログとは違うのです。昔

はレコード借りて来てカセットテープにコピーしていまし

たよ、僕らも。そうしたら 3 回もコピーしたらほとんど聴け

ないぐらいの音質になります。その意味でデジタルコピ

ーというのは特殊であると。従ってデジタルの録音・録画

を行う者は私的複製をしてもいいけど補償金を払いなさ

いと。ただ録音する度に払うのでは面倒なので、録音で

きる機械やメディアを買うときに最初に一括して補償金を

払って、後は一切関知しないということになっています。 

 所詮は 10 円とか少額ですが、そうやって広く浅く集め

てそれを権利者に分配しようと、こういう発想ですね。 

 元々ドイツで始まりまして、今でもヨーロッパの国では

多くの国が採用しています。ですけれどもこの制度に対

する批判というか、不満というか非常に強いものがありま

す。特にメーカー側は、事実上ユーザーに補償金を支

払わせているのではなくて、メーカー側が自ら負担して

いることになっているのではいかという声が強いです。経

産省もそれをサポート致しまして、この制度は言わば死

に体になりかかっていると言ってよいかと思います。 

 皆さんデジタル録音何にしますかといったら iPod みた

いなものとパソコンですよね。私なんかCD買ったら全部

パソコンに入れますよ。後は CD をわざわざ入れないで

すね。そうすると一番デジタル録音しているのはパソコン

であり、あるいは iPodとかそういう電子機器ですね。 

 ところが、パソコンを買った人がみんな音楽を録音する

かと言ったら、する人もいれば、しない人の方もいる、し

ない人の方が多いかもしれない。する人は目茶苦茶する

かもしれない。そうすると一律に補償金を取ると取り過ぎ

になってしまうかもしれないので、そういう汎用品からは

取っていないのです。確実に録音するだろうっていう

MD とか CD-R とかだけは取っているのです。そういう媒

体についても、自分は録音しませんでしたと言うと返還請

求ができるようになっているのです。本当はペイしないか

ら意味がないですけれども。 

 このように、パソコンから補償金を取っていない。iPod 

touchからも iPodからも取っていないという風になると、今

現在行われているデジタル録音からはほとんど取れてい

ません。 

 それから録画の方も訴訟になり、大変なことになってお

ります。去年の12月22日に知財高裁の判決が出ました15。

要するに地デジになったらデジタル放送ですから、デジ

タル放送されてきたものをデジタル録音するということな

のです。デジタル放送になったらダビング 10 とかいって

元々コピーの数が限られているのです。そうであれば、

もう予め権利者は複製回数をコントロールできているの

ではないか、そうであれば補償金は払う必要がないとい

う訳です。補償金制度というのはアナログ放送の時代の

ものであって、アナログチューナーを持っているのであ

れば良いけれども、アナログチューナーを含まない

DVD 録画機については補償金を払う必要がないという

話になり、実際に支払わなかったのです。 

 メーカーというのは、法律上は「協力義務」を負うだけな

のです。では「協力」とは何を意味するのかが具体的に

書いていない。今までは、購入者から補償金を徴収して

権利者団体に払っていた、ところがそれをしなくなってし

まったのです。それでちゃんと協力しろと、協力しない場

合は不法行為になるから補償金相当額を払えという風に

SARVH（サーブ）という録画補償金の団体が東芝を訴え

た訳であります。ところが一審も二審も負けたのです。 

 協力義務といっても、協力の仕方は色々あるので、補

償金を自ら払わなければいけないとか、代理徴収しなけ

ればならないということにはならないと言ったのが地裁で

あり、高裁は協力義務としては場合によっては払わなけ

ればいけないけれど、アナログチューナー非搭載 DVD

録画機器というのは指定機器に当たらないという風に言

いました。私から見ればこの問題を解決することは、もう

解釈論では無理ではないかと思いますね。審議会でも

発言しましたけれども、この問題をいくら解釈で協力の意

                                                                 
15 知財高判平23・12・22〈SARVH対東芝事件：控訴審〉 
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味を詰めても、最早何とか制度改正をしなければならな

いと思います。 

 一方では、私的複製というのはすべからく常に全部自

由なのだ、何も払わなくてもいいという考えからこの制度

を無くしてしまうという考えもあろうかと思います。しかし

他方、それで本当にいいのだろうか。ヨーロッパに居ると

「えっ、日本って iPod 買っても補償金払わなくてもいい

の？」って驚かれるのです。私は、「それどころかハード

ディスクにもコピー機にも補償金を課していませんよ」と

言うと「ええっ！？」と言われる。 

 ドイツでは、例えば、皆さんが本をコピーしたりする紙

のコピー機にも補償金が課されています。要するに複製

機器一般について補償金を課しているというのが元々の

ドイツの制度です。 

 日本はそれを取り入れたのですが、かなり狭くしたので

す。デジタルの複製であり、かつ録音録画に限定した。

しかも指定機器媒体に限られます。そういうことが今問題

を引き起こしているということです。 

 ということで、現在、この補償金制度をどう見直すべきか、

ということが問題になっていますので、そのことを駒田先

生が取り上げるのだろうなと、そんな風に思います。 

 

８ インターネットを巡る著作権法上の諸問題 

上野： ということで、かなり時間が無くなって参りました。

後は簡単に行きたいと思います。次に奥邨弘司先生によ

りましてインターネットを巡る著作権法上の諸問題というこ

とについてお話をいただきます。奥邨先生は元々パナソ

ニックの法務に居られて、その後アメリカに行ってその後

日本で学者になられた方ですけれども、技術のことにも

詳しい大変素晴らしい方です。最近クラウド問題に関す

るシンポジウムなんかがあると必ず呼ばれていらっしゃ

います。 

 お話になるキーワードをお聞きしましたところ、２ちゃん

ねる、P2P ファイル交換、動画投稿共有サイト、ダウンロ

ード違法化、クラウド、電子書籍というものを頂きました。

この中からこれまでに裁判例としてあったものなどをちょ

っとご紹介しておきたいと思います。 

 1 つ目は「罪に濡れたふたり」事件と呼ばれているもの

です16。これは２ちゃんねるの管理人が訴えられた事件

です。北川みゆきさんという漫画家が書いた文章が無断

でアップされたので、これに対して削除請求がなされた

のです。しかし、２ちゃんねるは、場を提供しているだけ

であって、自分は書いた本人ではないから責任を負うか

というのが論点であります。一審は２ちゃんねるの主張を

認めたのですけれども、控訴審では原告側の請求を認

めて差止と損害賠償の請求を肯定したというものです。 

 2 つ目のファイルローグ事件は P2P ファイル交換に関

するものであります。Winny とか WinMX とか皆さん詳し

い方もいらっしゃると思いますけれども、ファイル交換ソ

                                                                 
16 東京高判平17・3・3判時1893・126〈「罪に濡れたふたり」事件：控訴審〉 

フトによって欲しいファイルを手に入れるということが出来

るという世の中ではある訳ですけれども、ファイルをネット

で共有にすることは侵害です。そうすると、そうしたファイ

ル交換サービスを提供するということは他人の侵害行為

を幇助していることになるとも評価できる訳であります。 

 そうすると、そういうファイル交換サービスを提供してい

る者がどういう責任を負うべきか、ということが問題となり

ます。このファイルローグ事件におきましては中央サー

バがあるようなファイル交換サービスだったのですけれ

ど、結論としては自ら著作権の侵害の主体になるのだと

いう風に判断された訳であります。 

 これについても折角技術が発展してこんな便利なサー

ビスが出て来たのに、そんなサービスを提供することや、

違法に使われるかもしれないようなサービスを提供する

ことが著作権侵害になり兼ねないとすると、そういうサー

ビスが提供できなくなってしまってよいかということも論点

となります。 

 その意味では次のTVブレイク事件というのもその 1つ

でありまして、これは YouTube のような動画投稿サイトで

す17。たしかに違法なムービーが多いかもしれませんけ

れども、動画投稿サイトはあくまでも投稿サイトなので自

分で発信している訳では本当はないはずですね。クレ

ームがあれば場合によっては削除するのでしょうけれど

も、それがない限りは放っておくというようなものだとしま

すと、これはただ「場」の提供をしているだけだとも言い

難いところがあります。TVブレイク事件におきましては結

果としてその侵害行為を管理支配しているとか利益を得

ているといったようなことを認定致しまして、自ら送信の主

体でもあるという風に認定したものであります。これをどう

捉えるべきか、ということが問題となります。 

 最近ではこのようにインターネットを利用した新しいサ

ービスが次々と著作権侵害に当たると判断されることが

増えておりまして、これでは新しい技術を活用したサー

ビスが出来難くなるのではないかと、そういう問題提起が

行われているところであります。 

 次に、ダウンロード違法化はさっきの私的複製という 30

条に係わる問題です。30条 1項というのは、私的複製は

自由ですよということを規定しているのですが、1号、2号、

3号というのがありまして、この 3つの号のいずれかに当

たる場合はいくら私的使用目的であっても許されないと

いうことになります。 

 今回問題にしたいのが3号というものです。これは違法

サイトだと知っていてダウンロードする場合というのを対

象にしています。著作権侵害になるような自動公衆送信

を受信して行うデジタル方式の録音録画を知りながら行う

ということです。ダウンロードなので閲覧しているだけだ

ったら大丈夫です。だからYouTubeとか色々な違法動画

とかありますが、見るだけなら適法です。 

 ちょっと前まではそれをダウンロードして保存しても適

                                                                 
17 知財高判平22・9・8判時2115・102〈ＴＶブレイク事件：控訴審〉 
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法だったのですけれど、今は違法配信だと知りながらダ

ウンロードして保存しますとそれは複製権の侵害になっ

てしまいます。いくらこれは自分が見るためだけの私的

使用目的だと言っても30条1項3号によって違法になっ

てしまう訳なのです。これがダウンロード違法化です。 

 数年前にこのような規定が作られた訳ですけれども、今、

議員立法で動いているのはこのダウンロード違法化をさ

らに刑罰の対象にしようという訳です。ダウンロード犯罪

化とも呼ばれていますけれども、そういう動きがあります。

現状はこの 30条1項3号に当たる場合は著作権侵害に

はなるけれど刑事罰の対象からは除外されているので

す。 

 いくら著作権侵害とはいえ、それは私的なダウンロード

だから民事的には著作権侵害でも刑事罰は課さないと

いうことにしていたのですけれども、これも対象にすべき

だという議論になっている訳で、それで良いのかというこ

とです。 

 それから後、クラウドサービスという問題です。クラウド

って何なのかというと、ハッキリしないところがあると思う

のですけれども、例えばロッカーサービスみたいなのが

その典型といえましょう。私も例えば Dropbox とか使って

います。要するにストレージサービスみたいなもので、ハ

ードディスクをインターネット上で借りて、そこに自分のデ

ータを保存しておくというものです。そうすると、もし自分

の元にあるデータが消えたりしても大丈夫ですし、常に

一番新しいファイルにアクセスできて、どこでも作業がで

きますから便利なのです。そういうところに自分が書いた

文書ファイルとかを保存するなら良いけれども、CD から

コピーした音楽ファイルを沢山そこに入れておくというこ

とになるとそれも適法で良いのかということが起こります。 

 それは適法で良いではないかと思いたいところなので

すが、ここに紹介しているMYUTA事件という平成19年

の地裁判決は、音楽ファイルを保存できるサーバを提供

するというサービスが問題となりました18。ここに保存した

音楽ファイルは自分しか見られないのです。自分が保存

したものは自分しか見られないということになっている、

正にDropboxとかと同じストレージサービスです。ただ音

楽に限定しているとか色々な特徴はあるのですけれども、

そういったサービスがこの判決では著作権侵害に当たる

という風に言われているのです。 

 このときにも色々と議論がありましたけれども、今になっ

てこのクラウドコンピューティングっていうものが話題にな

ってくると、あの判決通りにいったら様々なクラウドコンピ

ューティング・サービスというものが違法になってしまうで

はないかということが議論されています。ですので、この

日もMYUTA事件の是非というものは問題になるのでは

ないかと思いますので、お読みになっていけば予習に

なるのではないかと思います。 

 

                                                                 
18 東京地判平19・5・25判時1979・100〈MYUTA事件〉 

９ パロディと表現の自由 

上野： それから続きまして、パロディと表現の自由という

ことで、私がまた第 9 回目に登場致します。外国に行くと

結構パロディとかあって、アメリカなんかパロディの訴訟

が沢山あります。プリティウーマンの曲をちょっと変えて

歌詞も変えちゃってというのが適法になっています。 

 勿論、人の作品を勝手に使うというのは著作権侵害で

す。だけれどもそれを使って色々なものを批判するとか

社会を批判するとかそういう表現もある訳です。それはパ

ロディとして許されるべきではないかという議論がありま

す。アメリカやフランスなんかだと広く認められています。

ドイツでも認められているものがあります。 

 日本ではパロディなんか無いと言われながら、考えて

みたら昔から俳句だとかも結構パロディの要素があるとも

言われます。それから最近だとMAD動画とか YouTube

に面白いのが色々とあるではないですか。面白いと思わ

ない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、「ヒットラ

ー総統が○○について語るようです」というやつとか、他

人の映画を勝手に使って吹き替えをやるというのは著作

権侵害ですよね、普通に考えたら。 

 だけどそれが著作権侵害だということになると、そういう

表現が一切出来なくなってしまう。許諾を得てやれば良

いではないかといっても普通は許諾が得られないです

から、それで良いのかと。それが許される余地があっても

良いのではないかという議論がなされています。 

 これはただの学説じゃなくて審議会でもそういう議論を

しているのです。去年公表された報告書にもこの問題を

議論すべきだとされていて、ちょうどこの 3カ月、4カ月ぐ

らい文化庁で研究会がありまして私が座長をしてまずは

外国のことを色々調べました。 

 では、日本はどうするかが問題になります。同人誌とい

うのもパロディの一種かもしれない。それが黙認されてい

るということかも知れない訳です。そういう著作権制度の

緩やかな領域というのがあるのではないのかと、あるべ

きではないのかということでそんなことを議論してみたい

なと思う訳です。 

 このときには明治大学の金子先生をお呼びして議論し

たいと考えています。2週間ほど前にロンドンで一緒に日

本法セミナーをやりまして、私も権利制限についてしゃ

べったのですけれども、彼はパロディについて英語で講

演されました。この講義でも本当に同人誌のことをしゃべ

って良いのですかって、一昨日聞かれたのですけれど

も、ひょっとしたら皆さんが引いてしまうかもしれないので、

様子を見ながらお話の内容を決めたいと思います（笑）。 

 

10 音楽に関する著作権法上の問題 

上野： それから続きまして今度は第 10 回で、安藤和宏

先生の「音楽に関する著作権法上の問題」というもので

す。キーワードは、カバーソングと編曲権、替え歌と同一

性保持権、詩曲と結合箸作物、113条6項のみなし侵害と
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CM音楽、楽曲の著作権侵害ということです。 

 平成 14年の東京高裁の「記念樹事件」は、音楽の類似

性が問題となった事件です。こういうのは日本ではあまり

多くありません。音楽を流して比較してみたり、とかもされ

ると思います。安藤先生は、お話も非常に上手な方でい

らっしゃいますので、面白いと思います。 

 

11 著作権侵害による損害の算定方法について 

上野： それから第11回、富岡先生で著作権侵害の損害

額の算定ということです。これは実務上非常によく問題に

なります。著作権侵害を認めさせるというのも勿論大変で

すけれども、その損害額というのは中々明確でありませ

ん。有体物の場合は、例えば私の時計が壊れたとしたら、

とりあえず差額で考えれば損害の算定はそれほど困難

ではありません。 

 けれども著作権の場合、積極的損害はないのです。私

が例えば曲について著作権を持っていたとして、何者か

が無断で歌っても別に著作権は無くなりません。侵害行

為があっても、私が歌うのも出版することは可能です。損

害があるとしたら逸失利益です。要するに本来であれば

私が売って得られるはずだったCDの売上げが減ったで

はないかということなのです。 

 では逸失利益を算定しましょう、ということですけれども、

この逸失利益の算定がまた難しい。たとえ売上げが落ち

ていたとしても、そこには様々な事情があって、偶々あな

たの曲はもう時代遅れになって売れなくなったのかもし

れないですし、侵害行為によって引き起こされた損害と

いうのはどこまでなのかという算定がすごく難しい。 

 そこで著作権法は114条という規定を設けまして損害額

を推定等できる規定を設けています。1項、2項、3項とい

う一応 3 つの方法があるのです。これをご存知の方も勿

論いらっしゃると思うのですけれども、こういうものは私よ

りも実務の先生方の方がよくご存知だと思いますのでお

話をお聞きしたいと思います。 

 過去の裁判例でも幾つか問題になったものがありまし

て、特に例えば「東京リーガルマインド（LEC）事件」があ

ります19。LEC というのは、何故かよく著作権侵害で訴え

られてしまうところなのですけれど、この事件でも高田馬

場西校という、なんかここにも近そうですけれどもその学

校の中の 146 台にソフトをインストールしてしまって、そ

れ自体の著作権侵害は明らかでしたが、損害がいくらな

のかが問題となったのですね。 LEC は侵害を指摘され

てから 136 台分買ったのです。それで、正規品を買った

から損害は無くなったと主張したのですけれども、それ

で損害が無くなるのだったら言われてから買えば良いと

いうことになってしまいます。このように違法複製が発覚

した後、正規品を購入した場合の損害額はいくらかとか、

そのときに払う損害額というのは小売価格を前提にする

のかとか色々な問題があります。 

                                                                 
19 東京地判平13・5・16判時1749・19〈東京リーガルマインド事件〉 

 後どうしても損害額がハッキリしないときは、民訴法にも

あるのですが、著作権法にも114条の5という規定があり

ます。これは、裁判所が裁量で相当な損害額を認定でき

るという規定です。先程の TV ブレイク事件なんかも、あ

れだって動画投稿サイトですからあの何万、何百万とい

う動画の内どれだけが違法かなんて分からないのです

が、それを全部立証しなければいけないというのは訴訟

経済上無駄です。だから原告は 2割って主張しているけ

れども、大体これは 5％という所かなと認定しています。

それしか仕方ないというところもありますが、その是非を

ここで議論するのではないかと思います。 

 

12 放送に関する著作権法上の問題 

上野： それから「放送に関する著作権法上の問題」とい

うテーマで前田先生がいらっしゃいます。ここで多分、放

送局の話が出て来るのではないかということで、さっきの

まねき TV 事件とかロクラクⅡ事件っていう、去年出たば

かりの最高裁判決を取り上げると思われます。前田先生

は、極めて優秀な先生でありながら、非常に謙虚なお人

柄でいらっしゃいまして、この日も面白い話が伺えるので

はないかと思います。 

 

13 日本人の知らない著作権 

上野： それから第 13回は日本人の知らない著作権と書

いていますけれども、高林先生と高林先生のお弟子さん

である小川明子先生にお出でいただきまして、いわゆる

追及権というものについてご講演していただくということ

になっております。追及権というものを小川先生はずっと

研究してこられて博士号を取得され、最近集英社からも

新書を出されました。 

 これは日本にはない制度です。だけれどもヨーロッパ

では指令によって設けなければならない制度になって

います。追及権とは何かと言うと、画家が絵を売ると、画

家というのは絵を売った後はもう終わりなのですね。著作

権はあるのですけれども、画集が出るというのはよっぽど

のことがない限りない訳です。 

 絵が展示されるということについて展示権があるのです

が、著作権法上、所有者は自由に展示できてしまうので

す。だから展示することについて画家はお金をもらえま

せん。そうするとどうなるかと言うと、絵の値段がドンドン

上がって、最初に売ったときは 20万円で、今は 1億円で

売られているということはよくあります。 

 そうするとオークションで1億円とか2億円とかで売られ

たと言っているのに画家には1銭も入ってこないとこれは

おかしいのではないのかと。音楽家であればカラオケで

歌われた、コンサートで歌われたというと、歌われる度に

ちょこちょこ対価が入って来るでしょう。画家の場合は何

にも無いのです。そこで追及権というのを作るべきじゃな

いか。追及権というのは、そういう風に転売されるときに

その価格の 5％とかを受け取れる利益分配を受けること 
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のできる権利なのです。 

 これをフランスやドイツに倣って作るべきじゃないかと

いうことを小川先生はおっしゃっていまして、これは私も

検討して良いのではないかなと思います。日本ではオー

クションというものがハッキリ無いと言われていてうまくい

かないという説もあるのですけれども、検討すべき課題

ではないかと思います。 

 

14 東アジア比較著作権法 

上野： 最後に駒田先生にもう一度お出でいただいて

「東アジア比較著作権法」というテーマを頂いています。

これは何をお話になるか分からないです。電話しようかと

も思ったのですけれども、本人も現在検討中かもしれま

せん。 

 ただ、高林先生を中心に早稲田でやっていらっしゃる

RCLIP という研究所が、かねてからアジア諸国の判例デ

ータベースを作っていらっしゃいます。要するに、タイと

かインドネシアとか中国とか台湾とかそういう国の判例デ

ータベースを英語で作っていますので、参考にしていた

だければと思います（http://rclip.jp/db/search_form.php）。 

 そういう訳で、少々時間を過ぎてしまったのですけれど

も、何かご質問ご意見等ありますでしょうか？こうして欲し

いとかありましたら、私の方から他の先生にお伝えします。

ではまた何か要望などあれば忌憚なくお聞かせください。

では来週またお会いしましょう。どうもお疲れ様でした。 
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Ⅰ 概 論 

 

上野： 皆さんこんにちは。今日第 2回目のテーマは「著

作権法のリフォーム」というものです。来週著作権法学会

が開かれるということでその内容を予習しておこうという

訳です。 

 本日のゲストとしてお迎えいたしましたのは弁護士の石

新智規先生です。どうぞよろしくお願いいたします。石新

先生にお話をお伺いする前に私の方から 15 分から 20

分ぐらいで学会の大体の内容をお話しして、それで石新

先生のお話を十分にお聞きしたいと思っております。  

 

１ テーマ 

上野： 最近特にネットの住人などによって著作権という

ものが強過ぎるという声がよく上がっているようです。これ

は何故そういう話になるのでしょう。 

 そして強過ぎるとすればどうして強過ぎてしまうのかと

いうこと、著作権法はどのようなプロセスによって出来上

がっているのかということが大きな課題になっています。

来週行うこの著作権法学会では、著作権法の将来像とそ

れをどのように形成していくかという政策形成について議

論するという訳です。 

 ですからテーマとしましては大きく2つあります。1つ目

はデジタル・ネットワーク時代において適合する著作権

法の将来像はどういうものなのかという点です。著作権制

度というのは 1800 年代にベルヌ条約というのが出来て、

そのときの制度を基本的に維持しています。著作権があ

れば自由に著作物を利用することが出来ません。金を払

えば利用できるという訳でもありません。許諾を得なけれ

ば使えないというのが原則となります。 

 しかし、このような有り方というのは様々な技術発展を

経た今、本当に適合的なのでしょうかということが問題と

なっています。従来は自動的に著作権が発生するという

無方式主義を採っていましたけれども、もしかしたら特許

みたいに出願登録により権利が発生するという制度の方

が望ましいかもしれないという声もある訳です。 

 ではこの現代において著作権法はどうあるべきか、とい

うことが議論されています。このことは実際にアメリカやヨ

ーロッパにおいても議論されていることです。 

 

２ シンポジウムの内容 

上野： そこで、今回の学会シンポジウムの午前中は石

新先生と私に依りまして著作権法の将来像を巡る様々な

議論をご紹介したいと考えている訳であります。 

 午後はどちらかと言いますと著作権法に関する政策形

成ということになります。著作権法を作っているのは勿論

立法であり国会あるいは役所な訳ですけれども、そのメ

カニズムは簡単ではありません。著作権が強過ぎるとす

れば何故著作権が強過ぎるようになってしまうのかという

ところで様々な議論があります。 

 最近田村先生は政治学的な研究もなさっていまして、

著作権法の政策形成のメカニズムについて色々と論文

を書いていらっしゃいます。皆さんには先週お渡しした

論文をお読みいただいたと思いますので、その中でも
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様々なことが論じられているのをご存知だと思います。 

 田村先生も色々と指摘をされていますけれども、著作

権の構造的課題が出てくるその背景には、例えば組織

化され難い利益は反映され難いというようなことを指摘さ

れています。ユーザーの利益というのはユーザー団体と

いうのが一般的には無いために、そういうユーザーの利

益というのが著作権法の政策過程に反映され難いという

指摘をされています。他方では権利者というのは権利者

団体というのを作ることが出来ますし仕事である以上、運

動に飽きることもありませんから、政策形成に自らの利益

を反映させ易いということがあります。 

 ですから著作権法というのがついつい権利を強化する

方向に進んでしまうのだという指摘であります。しかしデ

ジタル化時代において他人の著作物を利用する機会も

増え、実際に権利者も多様になった今、従来の著作権制

度はそぐわないのではないかというような指摘をされて

いる訳であります。 

 そうであれば田村先生に依りますと、立法を変えていく

ことも大事だけれども司法の役割を重視されるというとこ

ろであります。立法がどうしても著作権を強める方向に行

きがちであるということからすれば、著作権をバランスよく

運用するのに期待するのが司法ということになる訳です。

現在権利制限規定というのはかなり厳格なのですけれど

も、実際皆さんがお読みになったような事件でも、例えば

「雪月花事件」1とか出ていましたけれども、ああいう判決

の解釈によって著作権を一定程度制約するということが

実際になされている訳であります。そうしたことを根拠とし

まして司法と立法との役割分担ということを論じるというの

が田村説だと言うことが出来ます。来週の学会でも正にこ

ういったことの是非を議論するということが 1 つのテーマ

になります。 

 来週の報告の中では同じようなテーマを扱う先生の中

に京先生というのがいらっしゃいます。京俊介先生は非

常に若い、まだ去年就職されたばかりぐらいの先生なの

ですが、政治過程論の学者でありまして大阪大学で博士

課程を出て本を出されました。正に著作権法が作られて

いくそのメカニズムを研究しようとされた方です。 

 京先生のご著書の前書きを読むだけでも成程こういうこ

とをお考えなのかということが分かると思います。何を言

っているかということを一言で申し上げますと、先程著作

権法というのは権利者団体の圧力によって権利が強まる

方向にいっているというような指摘があったと。これは田

村先生もおっしゃっている訳ですけれども、政治過程論

の学者から見るとそれは本当にそうなのだろうかと、やや

それは単純化し過ぎなのではないかというところがあるよ

うです。確かにユーザーの中にも、著作権法が強すぎる

のは何故かと言うと、これは例えば著作権に係わってい

る文化庁の役人とかが退職後に関係団体に天下りをした

りしているじゃないかとか、そんなことがまことしやかに言

                                                                 
1 東京高判平14・2・18判時1786・136〈雪月花事件：控訴審〉 

われたりしている訳です。だからついつい権利を強めよ

うという方向に立法するのだという指摘があります。しかし、

本当にそうなのだろうかという疑問から出発していらっし

ゃいます。利益集団である権利者団体というのは確かに

アクターとして影響しているのは確かですけれども、官僚

というものが果たして利益集団の利益のためだけに行動

するのだろうかということを指摘されています。 

 またこの政治家というものが 3 番目のアクターとして関

わってくる訳ですけれども、著作権というのはこの京先生

によるとロー・セイリアンス（low-salience）という分野だと言

うのです。ロー・セイリアンスというのは、要するに著作権

というイシューは選挙の争点にならないというのです。例

えば原発がどうかとか、何とかの民営化というと、これは

争点になるのですけれども、著作権制度を何とかしようと

いう話になるとそれは別にあまり関心持たない。 

 あまり関心を持たないという意味でこれはロー・セイリア

ンスだという風におっしゃっている訳ですけれども、その

ようなロー・セイリアンスになり易い政策分野というものが

ある。そのうちの 1 つが著作権だという訳です。普通あま

り政治かも関心を持たない、そういうものについて一体ど

ういうプロセスで誰の影響で政策が成り立って行き立法

が為されていくのかというのを分析されたのです。 

 だから京先生の研究テーマというのは一応著作権法の

立法過程を研究している訳ですけれども、それを通して

政治家があまり関心を持たないようなロー・セイリアンスと

呼ばれるものについての、どういう誰の意思や利益がど

のように反映されているのかという研究に広がっていると

いうことが出てきます。 

 その内容につきましては来週お聞きいただければと思

うのですけれども、3 つのアクター、即ち利益集団と官僚

と政治家の間で様々な思考がなされていると指摘なさっ

ているようです。 

 このようなモデルに対する批判というのもありまして、田

村先生も論文の中では京先生の批判をしておられます

ので、そういう論争が来週は見られるのではないかなと

思っております。 

 また文化庁関係者とか権利者団体関係者とかもいらっ

しゃっていると思いますので、そういう人たちがどういう反

応をするかというのも興味深いです。そういう意味では来

週の学会はちょっと荒れるのではないかという期待を私

はしています（笑）。 

 午後に登壇されるのは野口祐子先生です。野口祐子

先生の論文として今日はジュリストの「複雑化する情報流

通とクリエイティブ･コモンズの挑戦」2をご紹介します。野

口先生の問題関心も、予てから著作権法というのはもう旧

態依然ではないかということです。 

 この論文もかなり刺激的な内容ですけれども、やはりベ

ルヌ条約は 19 世紀の末に出来たような著作権法の形が

                                                                 
2 野口祐子「複雑化する情報流通とクリエイティブ･コモンズの挑戦」ジュリ

スト 1425・2 
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いまだに妥当することはないと。当時は複製ということを

中心とした出版ビジネスを守るための著作権法だったの

ですけれども、今やインターネット時代になって誰でもが

著作物を創作し発信し、沢山の利用者がいるという中で

著作権というものが非常に足枷になっていることが多い

のではないかという訳であります。 

 特に著作権者が誰か分からないというオーファン・ワー

クス（Orphan Works）と言われる孤児著作物の利用をどの

ように確保するのかということが問題とされている訳であり

ます。本当はこの条約というのを変えなければいけない

というお考えなのだと思います。しかし条約というのは全

会一致ということで、一致しないと改正できないのですね。

なので、このベルヌ条約を改めるということはほぼ、少な

くとも中期的には不可能だと思います。 

 そうだとすると何が出来るかということで野口先生がさ

れているのがクリエイティブ･コモンズというものです。こ

れは勿論アメリカに端を発する運動なのですけれども、

野口先生が日本で常務理事をなさっています。これはご

存知の方も多いと思いますけれども、例えば自分の著作

物、ホームページなんかにマークを付けるのです。例え

ばジュリストの5ページ目の所にマークが4つぐらい載っ

ていますけれども、例えば自由に使って良い、ただし自

分の名前を書いて欲しい、自由に使って良いけれども改

変してはいけないとか、自由に使って良いけれども非営

利だけにして欲しいとか、そういったマークを付ける訳で

す。ここで共通しているのは基本的には自由に使って良

いということなのです。 

 従来の著作権制度というのは原則禁止ということで、許

諾を得ないと使えないというものだった訳ですけれども、

クリエイティブ･コモンズというのは出来るだけこういうマ

ークを使って著作権者の意思を表示できるようにしようと。

自由に利用できるというのを原則にしていこうという運動

と言うことが出来ます。 

 これによって他人の著作物をより利用し易くして、新た

な創作を生み出して行こうという考え方と位置付けること

ができます。ただ、このクリエイティブ･コモンズの動きと

いうのも限界がない訳ではないということも野口先生は指

摘されています。未来の著作権法はもっと柔軟性のある

ものが作られるべきだという主張をされています。そうい

う意味ではこの野口先生も著作権法の将来像と現行法上

NGO として何が出来るのかというようなことを来週お話に

なるという風に思います。 

 

３ 補足 

上野： そんな訳で、こういう学会の内容になるだろうとい

うことなのですけれども、いくつか最近の話題を補足した

いと思います。ちょうど来週この学会が開かれるというの

は、これは一応私が考える前に椙山先生のアイデアでリ

フォームをやろうということで石新先生にまずお声をかけ

てそこから決まったのですけれども、その後その政策形

成を取り上げたというのは非常にタイミングが良かったと

思います。 

 それはちょうど今著作権法の改正案が国会に上がって

います。去年、すでに審議会の答申が終わっておりまし

て、本当は立法提案が為されるはずだったのですけれ

ども、震災の影響で今年に延びてしまいました。やっと閣

議決定が 3 月に出されて国会で審議がなされることにな

っています。今日のニュースでこの改正法案が今国会で

可決成立する可能性が高まったという風な記事が出てい

ます。解散しなければということなのですけれども、消費

税のために解散してしまうかもしれない。そうしたらまた

来年ということになりますけれども。 

 ただ今日の新聞の中に注目すべきは、違法ダウンロー

ドに罰則を付けるという修正がなされたという報道なので

す。これは審議会ではむしろ反対でした。つまり、例えば

YouTubeか何かで違法にアップされている動画を見るだ

けなら良いのですが、ダウンロードする、つまり保存する

と、違法サイトだと知っている限りにおいて、いくら私的使

用目的だといっても複製権の侵害になる訳なのですね。

これまでは、私的使用目的ですからそういうダウンロード

がたとえ著作権侵害であっても罰則は課さないという風

にしていたのですけれども、それを罰則の対象にすると

いう修正が最終的になされたようです。 

 文化庁が出した法案というのは、普通はそのまま通るの

ですけれども、このように議員が修正を加えることがあり

ます。このダウンロード刑罰化ということに関しては、自民

党も民主党も部会を作ってこれまで検討をしていました。

何故そのような検討が始まったのかと言うと、一説による

とレコード会社等がプレッシャーをかけていたとも言われ

ております。 

 それは立法ではよくある話なのかもしれませんけれど

も、それに反対するという声も強い中、審議会での議論も

経ないで最終的に国会で決まっていくということは如何

なものか、ということは、ちょうど来週のこの学会の中でも

議論の対象になるのではないかという風に思います。 

 それからこの改正の法案の中には去年から目指されて

いたものが勿論含まれています。それは権利制限規定

を柔軟化しようというものなのですね。日本版フェアユー

スとか言われるものなのですけれども、例えば私的複製

は許されるとか学校教育の目的の複製は許されるといっ

た権利を制限する規定が沢山あるのですけれども、もう

少し柔軟な規定を設けるべきだということで 5 年ぐらいに

亘って審議会で議論しています。 

 去年の 1月に報告書を公表して、A、B、Cという類型に

ついては著作権が及ばないように規定を設けましょう。そ

の方がもっと自由に利用できる領域が拡がって良いでし

ょうという報告書を出したのです。その後に震災があって

延びてしまい、1 年経ってみるとどうも風向きが変わって

文化庁が出した法案というものは最初の答申の A、B、C

というものから比べると随分縮小されたものになってしま 
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ったと言われております。 

 どうも最終的な立法過程で当初提案したはずの A、B、

C というのが縮小されてしまったようで、そこにどのような

ものが影響したのかが問題となります。文化庁が作成し

た法案は内閣法制局が最終的に審査することになって

います。勿論法制局は法令間の整合性を保つとか重要

な役割を果たしているのですけれども、例えばこんな規

定はダメでしょうと言って修正してしまうならば、審議会で

決めたことについて最終的に内閣法制局が拒否権を持

っているかのようになってしまいはしないかと指摘されて

います。 

 それは仕方がないかも知れないけれども、もし内閣法

制局が法案修正をするなら、可能な限り、このような理由

で責任を持って修正したことを明らかにすべきではない

かという声もあります。現状のように、誰がどのような理由

で修正したか分からないというのは如何なものだろうかと

言う訳です。このように立法過程というのは様々な課題が

あるようです。 

 もう一つ、私は先月ヨーロッパに行っておりまして、その

ときにちょうど選挙があったのです。ザールラント州という

小さい州です。CDU というのはキリスト教系の保守的な

政党で、そこと SPD という社会民主党とを 2 つ合わせれ

ば過半数行くというので、大連立という訳なのですけれど

も、注目は Piratenが得票率7.5%という部分です。これは

海賊党です。スウェーデンで始まった政党なのですけれ

ども、見る見る世界に広がっている。日本には無いので

すけれども韓国には有るみたいです。 

 これはインターネット上の自由、特に著作権を主張して

いる政党です。昨日のニュースでも「ドイツの海賊党支持

率 3 位に躍進、泡沫から台風の目に」とあります。実際

7.5％を得票しますと4議席になります。4議席だけじゃ何

にもならないかもしれませんけれども、そういう意味では

何かが変わってきているのです。 

 さっきの京先生は著作権というのは選挙の争点にはな

らないという、ロー・セイリアンスだと言っていたのですけ

れども、最近は変わっているかもしれないということです。

それがもしかしたら来週議論されるかもしれません。 

 ちょっと長くなりましたけれども、私からの話は以上と致

しまして、石新先生にお話をしていただきたいと思いま

す。先生よろしくお願いいたします。 

 

Ⅱ 米国における著作権リフォーム 

 

石新： 初めまして弁護士の石新と申します。今日はよろ

しくお願いいたします。 

 自己紹介を兼ねて最初に少し自分のことをお話させて

いただきます。私は 96 年に早稲田大学の法学部を卒業

し、その後早稲田大学大学院法学研究科において刑事

訴訟法を研究しておりました。当時は司法試験に合格し

たら検事になろうと思っていましたので刑事訴訟ばかりを

研究していたのですが、合格後の司法修習を経て色々と

人と出会い少しずつ考えが変わりました。今もそうなのか

もしれませんけれども、私が司法修習生になった頃は検

察官がすごく人気がありました。私は天邪鬼なところがあ

って人気のある所には行かないというタイプだったもの

ですから、興味が無くなってしまって、弁護士か裁判官と

いうところだったのですけれども、ご縁があって先程の上

野先生のお話にも出て来た椙山敬士先生の事務所から

内定を戴き、椙山先生の下で弁護士を始めることが出来

ました。 

 そのおかげで、と言っても自分にとって良かったことか

どうかはまだ分からないのですけれども、著作権法に携

わることになったということです。その後弁護士となって 6

年目にカリフォルニア大学のバークレー校という所に留

学する機会を得まして、そこで後ほど少しお話をします

パメラ・サミュエルソンというアメリカではかなり有名な著

作権法の先生の下で学ぶことになりました。海賊党まで

は行かないと思うのですけれども、彼女はリベラルな思

想の持ち主で著作権者の皆さんにはあまり好かれてい

ない印象でした。これも後で少しお話ししますが、アメリ

カの著作権法を巡る利益の対立というのは大体ハリウッド

対シリコンバレーという感じなのですけれども、バークレ

ーは明らかにシリコンバレーに近い所にあります。地理

的な理由だけではないと思いますけれども、彼女はシリ

コンバレーの企業には強く支持されている研究者でした。

その彼女の元で3年ほど勉強する、勿論勉強だけではな

かったのですけれども、とにかく勉強する機会を得た後、

2010年に帰ってきまして、今現在は虎ノ門総合法律事務

所という所に居ります。比較的著作権法や知財関係の案

件を多く扱っています。 

 来週の学会での報告については、椙山先生から最初

にお声がけをいただきました。私が留学していた2007年

頃、パメラ・サミュエルソン教授は「著作権リフォーム」とい

うセミナーを持っており、私はこれに参加しました。日本

では聞いたことのないとても刺激的なセミナーでした。丁

度その頃、椙山先生がバークレー校に来られ、パメラ・サ

ミュエルソン教授を交えて著作権についての議論をした

のですが、その際にリフォームについての議論も含まれ

ていました。それを日本に輸入したという訳ではないと思

いますけれども、椙山先生は帰国後に「著作権リフォー

ム」をテーマに著作権情報センターで講演されました。

それが、「現行著作権法の主要課題と『著作権リフォー

ム』論」3というものです。私の知る限り、椙山先生がバー

クレーから戻られ「著作権リフォーム」をテーマに講演さ

れた以後、色々な所で「著作権リフォーム」「著作権法改

正」という話を聞くようになったと思います。以上のような

経緯から、今回、私が「米国の著作権リフォーム」につい

て学会で報告をする機会を戴いたということです。 

                                                                 
3 椙山敬士「講演録：現行著作権法の主要課題と『著作権リフォーム』論」コ

ピライト 2008年8月号（著作権情報センター） 
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 では具体的に中身に入らせていただきたいと思います。

上野先生の方からどういう方がこの講義を受講されてい

るのかを伺いました。すでに著作権法を勉強されている

方もいらっしゃれば、全くというか初学者の方もいらっし

ゃるということなので、現状も分からないままいきなり改革

案についてお話するというのも唐突だと思います。最初

に少し噛み砕いて、なぜ今リフォームが必要なのかとい

うことについて、お話させていただきたいと思います。 

 Copyright は英語の単語そのままですけれども、コピー

する権利ということで「複製権」のことを意味します。ご案

内の方も多いかと思うのですけれども、コピーライトという

発想はアメリカの発想、アングロサクソン系の発想であっ

て、上野先生が留学されたヨーロッパでは著作者の権利、

Author’s right という語が著作権を意味します。その複製

する権利、コピーする権利というものが何で必要になっ

たのか、著作権は何故生まれてきたのか。起源について

は若干争いも出て来ているようですけれども、世界で最

初の著作権法と一般的に言われているイギリスの Statute 

of Anne、アン法と呼ばれているものが 1709年に出来上

がっています。 

 私が留学していたのが 2007年から 2010年ですけれど

も、ちょうど 2009年から 2010年にかけて、アン法が出来

てから300年ということで、アメリカでもイギリスでも300歳

になった著作権法について議論されるシンポジウムが数

多く催されていました。そのことがリフォームという話に繋

がったという時的な要素も、当時アメリカでリフォーム論

が盛り上がっていた背景にはあったようです。 

 そもそもアン法により著作権をコントロールする法律が

必要になったのは何故なのかということですけれども、先

程の上野先生のお話に出版社ということがありましたが、

当時は出版社が基本的な利害関係の当事者でありまし

た。その後、複製技術の発展に伴って誰もが出版する能

力を持つようになりました。そのため、無断で複製、コピ

ーするということについて規制を及ぼす必要が生じてき

たということです。歴史的にみれば、要するにテクノロジ

ーの発展に押される形で著作権法が生まれたということ

になります。 

 では、我が国の著作権法はどのように出来ているのか。

まず冒頭の著作権法 1 条、皆さんもうお読みなっている

かと思うのですけれども、この読み方も色々と論者によっ

て、海賊党なのか、権利者なのか、どちら側のサイドに立

っているかにより、読み方が随分違うと思います。とはい

え、条文を見ますと、著作権法が著作者の権利だけを保

護すれば良いということであれば不要と思える文言が、

確かに入っていると思うのです。1 条には、「著作者等の

権利の保護」を図るだけではなくて、その際に「これらの

文化的所産の公正な利用に留意しつつ」と、そういうこと

に気を付けながら権利の保護を図らなければいけないと

規定されています。そもそも目的としては権利者の保護

を図ることだけを目的とすることも出来たはずだと思うの

ですけれども、「権利の保護を図り、もつて文化の発展に

寄与することを目的とする」ということで、文化の発展への

寄与が著作権法の目的だと、ハッキリ我が国の著作権法

は書いている訳です。 

 ちなみにアメリカでは憲法において連邦議会が著作権、

特許権をコントロールする権限を有しているということが

書かれています。アメリカ憲法では、“To Promote the 

Progress of Science and Useful Arts”ということで、最初に

目的から始まります。「学問」と「技芸」と訳すのが一般的

だと思うのですが、「学問と技芸の進展をプロモートする

ために、アメリカ憲法は著作権というものを付与する権限

を議会に付与する」ということを明記している訳です。 

 先程申し上げた世界最初の著作権法であるアン法の

正式名称は、“An Act for the Encouragement of Learning”

から始まる長いものです。これが正式な法律名称ですけ

れども、この法律というのは“for the Encouragement of 

Learning”ということで、「学問の奨励のため」ということを

明記しています。 

 こう並べてみますと日本の著作権法、アメリカ憲法、そ

れから世界最初の著作権法と言われているアン法それ

ぞれが、著作者の権利―いわゆる独占権になりますけ

れども―を保護することだけを目的に明記するのではな

く、むしろその権利の保護を通じて学問の奨励なり文化

の発展なり、さらにそのもう一つ上のものがあるのではな

いかということを明記しているのです。 

 ここで申し上げたいのは、著作権法というのは著作者

の権利を保護するためだけのものではないのではない

かということです。その場合何を考えるのかということにな

りますと、このタイトルにも掲げましたけれども、独占権と

利用権のバランス、利用する側の自由ということ。利用に

ついては、利用する自由をあまりに強く主張していくと海

賊党になってしまう訳ですけれども。 

 バランスをどう捉えていくか、どこに調和点を見出すか

といったところで、論者によって色々と争いがある、これ

は自分の専攻が刑訴法だったからではないですけれど

も、皆さん刑訴法を勉強されるときは当然に捜査の必要

性が一方にあって他方に人権保障ということがあります。

その調和点をどこに見出すかということで、色々な論点

についての解釈が分かれてくると思うのですけれども、

それと似たようなところがあるのではないかと思います。

独占権の保護と利用のバランスの取り方で解釈が変わる

という点です。 

 その点について慎重に考えると、現行の著作権法はい

ささかアンバランスではないかというのが私の意見です。 

 先程の上野先生のお話で「強過ぎる著作権」という言葉

がありましたけれども、著作権の効力が強いのか、弱い

のかを議論をする場合にどうしても避けて通れないのが、

著作権とテクノロジーとの関係です。皆さんご案内の通り、

現在はテクノロジーやインターネットが発展して著作物の

利用形態が様々なものになっております。 
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 私が学生の頃から比べても著作物の利用形態は随分と

変わっている訳ですが、まずアナログ形態の著作物だけ

だったものがデジタル形態の著作物が現れ、それからイ

ンターネットが普及し、著作物がインターネット上にデジ

タルの形態で簡単に置かれる環境が生まれました。 

 それからさらに個々のユーザーの手元にあるタブレット

によって、自宅でデスクトップのパソコン上で見るというこ

とでなく、歩きながらなど外部に居ながらどこででも著作

物を享受できるというスペースシフティング―場所をシフ

トするということです―が可能になってきているという状

況です。 

 著作権とテクノロジーの歴史ですけれども、やはり複製

技術の発展からアン法が必要になったということにも象

徴されるように、基本的には衝突することになります。テ

クノロジーはユーザーが自由に著作物を利用することを

可能にする、テクノロジーが発展すればするほど、著作

権者はそれを益々コントロールしたいと思う、自分の独占

権を拡張させて著作物をコントロールしたいという欲求が

他方に生まれますので、どうしてもそこに衝突が生まれる

ということになります。 

 日本もそうかもしれませんけれども、私に課された課題

がアメリカ著作権法の話なので、アメリカの著作権につい

て申し上げますと、歴史的に見てもテクノロジーと著作権

の衝突によって判例が形成され、議論が進展していると

いうことは言えるのではないかと思います。  

 ご覧いただいたように 80年代に、大きな判決―アメリカ

に皆さんが将来留学されて著作権法の授業を取ることが

あれば必ず学ぶ 1984年のソニー判決―が下されました。

ソニーがビデオテープをアメリカで販売していたのです

けれども、ビデオテープによってテレビ番組を録画して、

それを後で見るタイムシフトが可能となります。先程のス

ペースシフトと比べるとこれはタイムシフティングと呼びま

すけれども、この裁判ではタイムシフティングすることの

合法性が問題とされました。 

 日本には私的複製は自由だということを定める規定が

著作権法 30 条にある訳ですけれども、日本と違ってアメ

リカは私的複製が合法だという明文規定を有しておりま

せん。そのため、一般的な権利制限規定、即ちフェアユ

ース規定によってビデオテープを用いてユーザーがテ

レビ番組をコピーする行為が合法になるのかということ自

体が著作権法上明確ではなくて裁判になりました。 

 これに対しては 1984年に結論が出た訳ですけれども、

9 人の判事で構成される連邦最高裁はフェアユースの肯

定意見5人に対し、否定意見が4人という僅差でタイムシ

フティングはフェアユースであるとして、ソニーを勝訴さ

せました。この判断は二段階ありまして、ユーザーがビ

デオテープでコピーする行為がまず違法なのかどうかと

いうのが 1つの論点。次に、ソニーは自らコピーしている

訳ではなくて、ユーザーの皆さんがビデオテープで著作

物（テレビ番組）をコピーすることに供する装置を提供し

ているということで、アメリカの著作権法上の概念である

寄与侵害となるかどうかというのがもう 1つの論点です。 

 寄与侵害とは、日本法で言えば刑法における「幇助」の

ような感じかと思うのですけれども、ソニーは間接的な侵

害責任を問われたのです。結局タイムシフティング自体

がフェアユースということで、1 つ目の論点であるユーザ

ーの行為が合法だということになりましたので、2 つ目の

論点であるソニーのビデオテープの販売行為自体も合

法となりました。このように、僅差ではありながらもフェア

ユースを肯定し、ソニーの侵害責任を否定する判決が出

たおかげで、ソニーはその後もビデオテープをアメリカ

国内で流通させることが出来たのです。 

 90年代に入ってきますと今度はコンピュータプログラム

というものが登場してきまして、コンピュータプログラムを

巡る裁判例がアメリカでは多数出てきます。2000 年代に

入りますと、実際に使われている方が皆さんの中にもい

らっしゃるかもしれませんが、ファイル・シェアリング技術

が広まった結果、ナップスター事件に始まり最後は 2005

年のグロックスター事件の連邦最高裁判決至るまで、ファ

イル・シェアリング技術による著作権侵害が大きな争点と

されました。 

 それから 2000年代後半に入ってきますと、サーチエン

ジンによって生じるサムネイル表示が著作権侵害なのか

どうか。それから 2 年ほど前まで話題になっていました

Google Book Search Project―グーグルがミシガン大学、

ハーバード大学、カリフォルニア大学等提携して、大学

の図書館にある書籍を全てスキャンして、オンライン検索

できる状態にするというプロジェクト。このプロジェクトが

著作権侵害ではないかということで、Authors Guildとは著

作者の団体ですけれども、Authors Guildが訴訟を提起し

て、途中で和解案が出され、長い間和解をするのかしな

いのかが話題になりました。結局、和解が成立せずに今

現在も訴訟が継続していますけれども、そういう問題点が

2000 年代に入って半ばから後半にかけて続きました。日

本でもそうですけれども、著作物が個人によって無許諾

でアップされるという環境を提供する YouTube が、米国

では著作権侵害を助長しているということで訴訟の相手

になり、今YouTubeを巡る著作権侵害訴訟が継続中だと

思いますけれども、そういう形で技術、テクノロジーの発

展に伴ってどうしても衝突する著作権の紛争というのが

続いてきています。それに伴って新しい判例が生まれて

くるという状態が30年ぐらい続いており、日本も恐らくまと

めてみれば同じではないかと思っていますけれども、特

にアメリカでは、著作権とテクノロジーが衝突した結果、

判例なり著作権法の歴史が形成されてきているということ

は申し上げられると思います。 

 そして、2007年頃から著作権リフォームという話がアメリ

カで出てきているのですけれども、では何故リフォーム

なのかということなのです。今まで、お話してきたこととも

う少し関連しますけれども、今のアメリカの著作権法は
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1976年に制定されたので、1976年法と言います。現行の

日本の著作権法も近い時期に制定されたと思います。 

 その前が1909年法になります。1909年法との違いにつ

いては後で少し言及しますけれども、現行のアメリカ著作

権法である 1976 年法は、アメリカが当時まだ加盟してい

なかったベルヌ条約に加盟することを念頭に置いて

1909年法の改正作業に入ったという一面に加えて、1960

年代から 70年にかけて、その頃のテクノロジーの発展を

考慮してリフォームするという意識で制定されたという背

景もあります。 

 1976 年法とは言いますけれども、実際に法律として制

定されたのが 1976 年ですので、改正作業自体はもっと

前から行われております。1960 年代後半から 70 年代初

頭にかけてその当時のテクノロジーを前提に作られてい

る法律だということで、当然インターネットも想定されてい

ませんし、ファイル・シェアリングなどについても考慮して

いません。 

 コンピュータプログラムすら念頭に置かれていない時

代だったと思うのですけれども、そういう時代に制定され

た法律が骨格になっている現行法は、部分的な改正を

重ね、制定から既に 40年近く経っているのです。先程申

し上げたように 30 年以上著作権とテクノロジーの衝突に

よって多くの判例を作ってきている米国ですので、そろ

そろ全面改正しても良い時期ではないかということにな

ってくる訳です。 

 それから、テクノロジーとの衝突でお話ししたように、背

景にあるのがデジタル技術の急速過ぎると言ってもいい

発展です。また、デジタル技術が可能にしたと言ってい

いと思いますけれども、アン法の頃はユーザー（個人）が

自分から著作物を発信するということはまず無く、出版者

というものがプレーヤーの中心に居た訳ですけれども、

現在では、皆さん自身ユーザーのポジションにいらっし

ゃいますけれども、それと同時にいつでも自分から著作

物を発信することが可能です。 

 ブログをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけれ

ども、ブログに書かれているご自身の文章などはそれ自

体著作物ですし、それを勝手に誰かがコピーして使って

いるとすればそれは著作権侵害ということなので、ユー

ザーであると同時に自分自身が著作者であるという時代

になっています。ところが、著作権法はそういったことを

あまり意識していません。 

 それから著作権法が身近なものになったということ、デ

ジタル技術の発展によってコピーというものが本当に容

易になったということには争いがなくて、簡単にオンライ

ン上にあるものについてコピーを作ることが出来てしまう

ため、個人的には違法ではないと思っているけれども、

著作権法を適用するとそれは違法じゃないかということが

多々生じてきます。 

 例えば一番分かり易い例としていつも申し上げるので

すけれども、法律事務所でお客さんがいらっしゃいまし

て、著作権法上の法解釈が争点になっているとき、上野

先生の教科書にクライアントに対し回答するのにちょうど

良い説明が載っているということで、私が事務所の図書

室にある上野先生の本を持って来て該当箇所をコピーし

て、それをお客さんに「こんな風に上野先生が言ってい

るから大丈夫ですよ」と提供するときのコピーする行為自

体は、厳密に申し上げると著作権侵害になるんだろうと

思います。 

 何故なら、私がコピーする行為は私的複製に入らない

法律事務所の営利活動になりますし、クライアントと私が

家庭的な環境の中にいるという訳ではなく、友人といった

そういう狭いサークルの関係にある訳でもないというとこ

ろから、厳密に解釈すると、そのクライアントに対し上野

先生の教科書の一部のコピーを提供するために私がコ

ピーする行為自体が著作権侵害になるはずなのです。 

 ただ恐らくは多くの方、私だけじゃないと思うのですけ

れども、皆さんそういう形で他人の著作物を利用している

という現実があるのではないか、つまり、コピーが容易に

なってきているということから、法律解釈上の違法な行為

と一般のユーザーが違法だと認識してそれを止めておこ

うという感覚とが乖離してきている状態があるのではない

でしょうか。 

 後で検索していただければと思うのが、ジョン・テラニア

ンさんというアメリカの若い研究者の方の面白い論文で

す。タイトルが「Infringing Nation」という、侵害だらけの国

のようなニュアンスだと思うのですけれども、著作権法を

一生真面目に守ってこのデジタル・テクノロジーの時代

を生きていくと日々の生活は違法なことだらけということ

を細々と書かかれて、著作権法のリフォームの必要性を

説かれている論文なのですけれども、中々面白いので

興味がある方はまた後でご覧いただければと思います。 

 以上のような背景から、著作権リフォームが必要ではな

いかという議論が、私が留学していた頃にアメリカで盛り

上がっていたのです。私が参加したものも含めて、具体

的にはこのような感じで著作権リフォームをテーマにした

論文集やシンポジウムがありました。パメラ・サミュエルソ

ン教授が 2007 年にユタ・ロー・レビューで書かれた著作

権リフォームに関する最初の簡潔な考察である「予備的

な考察」という論文から始まって 2010 年まで、著作権リフ

ォームをテーマにしたシンポジウムなども沢山開かれて

いました。 

 多くの研究者も論文や書籍を発表しておられ、アメリカ

でかなり有名な先生方ですけれども、Jessica Litman教授、

William Party さんは今グーグルのコピーライト・カウンセ

ルになっておられますが、元々はアメリカの著作権局で

働いておられ、その後研究者を経てグーグルのコピーラ

イト・カウンセルになったという経歴の方です。“HOW TO 

FIX COPYRIGHT”という「どのように著作権法を直すか」

をテーマとした本を出されています。 

 私が来週の学会で主に報告することになっております
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のが、私の指導教授でありましたパメラ・サミュエルソン教

授が組織されたコピーライト・プリンシプル・プロジェクト

です。彼女はその当時、私と話をする際にはコピーライ

ト・リフォーム・プロジェクトだとおっしゃっていたのですけ

れども、最終的にレポートが出された段階で拝見したとこ

ろ、コピーライト・プリンシプル・プロジェクトという名称に

なっておりました。 

 著作権法の原則についての研究です。パメラ・サミュエ

ルソン教授が主催者で、その他に十数名いらしたかと思

います。研究者だけではなく実務家も含めてプロジェクト

のメンバーが構成されています。 

 こういう研究プロジェクトについては、誰がメンバーにな

るかというのが重要だと思うのですけれども、要するに海

賊党に近い方が集まってしまえば海賊党の結論しか出

てこない訳です。このプロジェクトの場合どちらかと言うと

海賊党に近いというか、自由な利用を尊重するパメラ・サ

ミュエルソン教授に近い考えの研究者が多かったと思い

ます。しかし、実務家として参加していた方は、私が覚え

ている限りではワーナーブラザーズとかエンタメ産業の

インハウスのカウンセルの方など、むしろ権利者の側の

方がメンバーに入っていました。 

 また、権利者側の立場に立っている弁護士も結構メン

バーに入っていました。そのせいでもある訳ですけれど

も、どの論点についても皆の意見が一致するという訳で

はなく、報告書自体は論点を抽出した上で色々な意見を

紹介するというスタイルを採りつつ、ある部分では一部の

メンバーが留保したり、ある部分では異議を述べたりする

といった体裁の報告書になっています。 

 この報告書の原文はカリフォルニア大学バークレー校

のHPに PDFファイルで掲載されております。また、この

報告書は私と私の元同僚の弁護士で全文翻訳をしてお

ります。一応財団法人デジタルコンテンツ協会の報告書

に掲載され、同財団のウェブサイト上で入手できますの

で、ご興味があれば聞いていただければと思います4。 

 この報告書の構成自体は簡単に出来ており、3 つに分

かれております。最初が Guiding Principleで、どういう風

に著作権法を考えるかという原則と、こういう原則に立っ

て現代では著作権法を作らなければいけないということ

をまず確認しています。次にGood Copyrightとはどういう

ものかを確認しています。そして、そのあるべき姿から見

ると現行法の問題点はどこなのだ、ということを次のステ

ップで検討する、それから、そういう問題点をよりよい形

で解決していくためにはどのような改正なり修正なりが出

来るだろうかということについて、Recommendation（推奨）

という形で構成されております。 

 Good Copyright ということを全部書き出した訳ではない

ですけれども、簡単に申し上げるとここに提示したような

ことが書かれておりまして、冒頭では著作権法は知識や

文化の成長を促進するために著作物の創作頒布を奨励

                                                                 
4 http://www.dcaj.or.jp/project/report/pdf/2010/dc_10_02.pdf 

するものでなければならない、ということに言及されてお

ります。これは、先程ご紹介したように著作権について定

めたアメリカ憲法の内容に合致しますし、アン法の

Encouragement of Learningの精神に模するものだと思い

ます。その他に、排他的権利の及ぶ範囲が不明確だか

ら明確にするとか、先程上野先生のご紹介にありましたク

リエイティブ･コモンズなどの自由利用を促進する形のラ

イセンス・モデルについて著作権法が意識した形になる

べきではないか、ということについても言及しています。 

そして、二次的、三次的に次から次へと著作物が発展的

に作られていく場合に、後から出てくる創作者の利益や

ユーザーの利益（公益）、そういったことを踏まえた著作

権者の権利に対する制限がもっと明確に正面から検討さ

れてもいいのではないかということにも言及しています。 

 また、テクノロジーの発展と競争の促進というのは、要

するに著作権の独占と独禁法のバランスのことです。最

近色々な領域で独禁法への配慮ということを言われるか

と思うのですけれども、著作権法においてもそれが必要

だろうという提案です。 

 それからグローバル化と国際秩序との整合性の尊重。

これについてはアメリカの特殊な事情がありまして、先程

少し申し上げましたけれどもアメリカは長い間ベルヌ条約

の加盟国ではなく、20 世紀後半になってベルヌ条約に

加盟したという歴史を持っています。そのため、アメリカ

の著作権法には、国際秩序であるベルヌ条約等の元々

の加盟国―日本もそうですが―が有している著作権法と

は少し違うところがあります。そこで、そのように違うところ

をできるだけ国際水準にできるだけ合わせていくべきで

はないかということを提案しております。 

 この報告書は、25 の Recommendation（提案）を挙げて

いるのですけれども、勿論全てについて言及することも

できませんので、その中で幾つか特徴的なところだけピ

ックアップして説明させていただきます。まず提案 1、こ

れはアメリカと日本の根本的な差に係わるので面白いの

ですけれども、アメリカでは 1976 年法の制定以前、要す

るに 1909年法の著作権法の頃は著作権が保護されるた

めには著作権局に著作物として登録していなければなり

ませんでした。いわゆる方式主義と呼ばれる制度です。 

 登録されていない著作物は自由に使えるという原則な

ので、日本のデフォルトと全く逆です。日本は原則許諾

がないと使えないということですけれども、1976年法制定

以前のアメリカでは、登録されていることが確認できなけ

れば自由に使っていいという形になっていたのです。ア

メリカはそういう伝統を持っているものですから、アメリカ

の研究者・実務家の中には方式主義へ戻った方が良い

のではないかというすごく強い欲求というか、そういう思

いがあることが色々なシンポジウムで感じられました。シ

ンポジウムではフォーマリティ（方式主義）、フォーマリテ

ィと何度も同じ単語が出ており、ベルヌ条約のように無方

式主義ではなく、著作物は登録されて初めて保護される
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という方式主義に戻るべきではないかという議論がアメリ

カでは極めて強く為されていることは特徴的なことです。 

 それでは実現できるのかと言えば、要するにベルヌ条

約に入っている以上、方式主義を採る訳にいかないとい

うところは動かせませんし、ベルヌ条約が改正できるのか

と言うと、先程の上野先生のお話にありましたように全会

一致が原則だということですのであり得ないと思っていい

でしょう。実際、方式主義に完全に戻るというのは不可能

でしょうし、議論する方々も皆そういう風に思っている訳

です。 

 しかしながら、少なくとも現行法下での著作権保護期間

50年が経過した後そのままどの著作物も一斉に 70年に

延長するのではなくて、例えばディズニーなどのエンタ

ーテインメント産業が著作権による保護に興味があり、そ

の著作物を利用し続けていくインセンティブを持っている

場合にだけ、登録手数料等の費用をかけてその著作権

を保護するという形にすることは可能なのではないかと

いうことで、その方式主義の部分的な復活が提案されて

いるのです。 

 少しリフォーム論とずれるのですが、アメリカは方式主

義が大好きだということの一例だと私が思っていることを

ご紹介します。皆さんがアメリカの著作権法を勉強して日

本法と違うと思われる点、これは私も勉強して初めて知っ

たのですけれども、とても興味深いことに、アメリカでは

登録した著作物について権利者が原告となって著作権

侵害訴訟を起して勝訴した場合、被告つまり侵害した相

手方に対し、自分（原告）が弁護士を雇って訴訟を起した

際の弁護士費用まで請求できるのです。 

 著作物として登録されているか否かで、訴訟において

相手方に弁護士費用まで請求できるかどうかが違ってく

る、登録の有無によって得られる効果の差をつけている、

つまり、権利が侵害された場合に訴訟を提起してきちん

と権利を守ろうとする人には、登録していれば弁護士費

用まで請求できるようにして登録に対しインセンティブを

与えている訳です。アメリカでは方式主義ということにつ

いて伝統があるだけに著作権局も登録制度に馴染みが

あるのか、著作権法もそういう形で少し日本法とは違う作

り方になっているということは言えると思います。 

 それから提案 10 ですけれども、法定損害というお話を

どこかで聞かれたことがあると思います。法定損害も日本

とアメリカの著作権法の大きな違いの1つです。皆さんが

アメリカで自分の著作物を登録されて、それについて著

作権侵害があって裁判を起こすということになった場合、

日本ですと著作権法に損害について推定規定があって

原告側の損害賠償の立証について手助けするということ

を勉強されると思います。アメリカではさらにそれを超え

て、登録されている著作物についての侵害の場合には

原告に具体的な損害の立証を要求せずに、法定損害と

いうことで、1つの侵害について 750 ドルから 30000 ドル

の範囲で、原告による損害の具体的立証なしに裁判所

が損害額を定めることを認める法定損害賠償（Statutory 

damages）制度を設けているのですが、その金額の予想

がつかないのです。 

 この範囲内であれば裁判所の裁量で決められるため、

過大と思われるような損害賠償が裁判所により認められ

ることがあります。その結果、例えばニューヨークにある

第 2巡回区控訴審裁判所とカリフォルニアにある第 9巡

回区控訴審裁判所で法定損害賠償額の評価が全く異な

るとか、州によって損害賠償の認容額が異なるというアン

バランスな状態が生じるのです。法定損害賠償制度自体

を否定はしませんが、裁判所に法定損害についての裁

量を認めることによって不公平感を与えることがあるため、

合理的な方法でフェアな運用ができるようなガイドライン

を作るべきだというような議論がなされております。 

 こういった制度についての議論は参考になります。例

えば写真家の方から相談を受けるとします。その写真家

が 1 枚の写真について著作権を持たれている訳ですけ

れども、その写真が、ある所で無断利用されているという

ことで著作権侵害訴訟を提起したいと相談に来られまし

た。勿論訴訟はできますし、差止請求でその利用を差し

止めたいと思うのですけれども、その方に弁護士を雇っ

て著作権侵害訴訟を提起するまでのメリットがあるのかと

いう点はまた別の話になってしまいます。訴訟を提起し

て遂行すると弁護士費用の方が高く付いてしまい、結局

裁判所が認容している損害賠償額からすると裁判を提起

して時間をかけて勝ったは良いが、自分のお金を持ち出

すことになりトータルでマイナスになるという事態が実務

上は多々あります。 

 それは、裁判で実際の写真１枚の利用料相当額の賠償

しか認められないからです。やはり日本法上は填補賠償

が原則なのでそれを超えた賠償額は認容されない。しか

も懲罰的損害賠償、悪意があって侵害しているからとい

って三倍の賠償をさせる制度も日本は持っていないため、

弱いというか個人のクリエイターの方の著作権を保護す

るという意味では、日本の損害賠償制度は不十分な所も

あるのではないかという風に個人的に思っています。 

 そういうときに参考になるのがアメリカの法定損害賠償

制度で、裁判所の裁量によって本当の実害以上の金額

を法定損害として認容できるという制度も、日本で検討の

対象とする価値は十分あるのではないかという風に思い

ます。 

 提案12、これも日本法の原則論からしますと、仮処分事

件では、処分の必要性が要件となり、それが認められな

ければ差止が認められませんが、本案の裁判において

著作権侵害で差止めと損害賠償を請求する場合、著作

権侵害が認められれば原則として裁判所は求められて

いる差止請求を認容しなければいけないということになり

ます。 

 他方で、書籍のごく僅かな部分にだけ侵害が認容され

た場合に全体を差し止めることができるのかという論点を
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考えた場合に、原則差止認容だから、該当ページだけを

差し止めることは事実上不可能であることを理由に、全体

を差し止めることになる。例えば、雑誌や本、全体を差し

止めるということになりますけれども、そういうことについ

て日本法上例外は認められるのかということは 1 つの論

点になると思います。 

 下級審では権利濫用的に捉えているのかもしれません

が、数は少ないながらも一応例外的に侵害部分が僅か

な場合には全体を差し止めないという事例も出てはいる

のです。けれども、法律の建前からすると、そういう例外

を認める法的な根拠は日本法上ないと私は思います。 

 権利濫用ということで制限できるではないかということな

のですけれども、少なくとも権利者は権利の保護を求め

ることは出来る訳でありまして、結果が不当だから濫用だ

というのも、ちょっと言えないのではないかと思うのです。

そういった場合、アメリカではそもそも差止めを認める否

かについての裁量権を裁判所が持っているという考え方

が示されています。 

 特許法で有名なイーベイ判決という連邦最高裁の判決5

です。その判決では、特許侵害事件においては当然自

動的に差止めが認められるということではなくて、侵害が

認められるとしても色々な事情を考慮して差止めを認め

ない場合があるのだということが示されました。 

 そのイーベイ判決と同じような発想で、著作権侵害の差

止めについても裁量的なもの、裁判所で利益衡量を行う

ことを認める、そういう形のリフォームが必要ではないか

ということが提案されていますが、これは日本においても

十分参考になるだろうと思います。 

 提案 13にはフェアユースも含まれています。先程上野

先生のお話にもありましたけれども、日本版フェアユース

というのがここ数年話題になっていました。ついこの間著

作権法の改正案が出されましたが、フェアユース規定は

導入されませんでした。アメリカに留学したせいでもある

のですけれども、私は個人的にフェアユース規定という

のは必要だろうと思っていましたので、この間の改正案

にはガッカリしております。 

 上野先生がおそらく「日本版フェアユース」という言葉を

最初に提唱されて、議論を巻き起こされたという記憶があ

ります。私はアメリカに居ながら上野先生からも色々情報

を頂いておりました。そこで、パメラ・サミュエルソン教授

に日本近い将来日本版フェアユースという形でフェアユ

ース規定が入るかもしれない、英語で言うと very likelyぐ

らいの勢いでお話をすると、教授もそれは良い事だと言

って下さっていました。 

 その後、パメラ・サミュエルソン教授から日本の著作権

法改正は最近どうなっているのかと聞かれたので、もうす

ぐ改正案が出てくるから出たら報告しますということだけ

言ったのですけれども、この間の改正案ではフェアユー

スなんかどこかに行ってしまったような改正案になってお

                                                                 
5 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391. 

り、教授に何と説明すればいいか今困っているところな

のです。 

 反対論者の言うことは、私の理解するところでは、フェ

アユース規定というのが一般条項だから予測可能性が低

い、結果を予測できないという批判です。アメリカでも勿

論、ある利用行為がフェアユースかフェアユースじゃな

いのかということは議論になります。あるパロディがフェア

ユースなのかフェアユースじゃないのか誰に聞けばわか

るのか、というところが問題で、フェアユース自体に微妙

なところがあるのは否定できないのですね。 

 フェアユースと認められないと違法な侵害で、フェアユ

ースと認められると違法だったはずの侵害が急に適法に

なる。フェアユースかどうかで扱いが全く変わってしまう

のです。それと関連して、提案13の中においてですが、

フェアユースではなく違法な侵害だと裁判所が認定した

場合には、本来であれば差止めが認められるという話に

なる訳ですけれども、その利用態様を見ると限りなくフェ

アユースに近い、ある程度フェアユース的要素もあるで

はないかという場合には差し止めるのではなくて、使用

料（ロイヤリティ）の支払いという損害賠償だけにするとい

うような形でフェアユースと差止めとのバランスを取るとい

う形で最良なものにしていくというものです。 

 提案 17は今の話とも関係致しますので申し上げますと、

フェアユースというのは予測可能性が低いと言われてい

るので、色々と整理してみる必要があるのではないかと

いうことです。要するに 1976 年法で初めてフェアユース

規定は入ったのですが、その後 30 年以上の実績がある、

それから勿論皆さんご案内かもしれませんけれども、フ

ェアユースというのは 1840 年代だったと思うのですけれ

ども、その頃からずっとコモンロー上のルールとして運用

されてきて、1976年法で初めて立法、一般的権利制限規

定の明文規定として入ったという経過があります。そこで、

どういう場合がフェアユースかということを事案ごとにカテ

ゴライズして、今までの30年の事案の累積に基づき、もう

少し予測可能性が高める形にフェアユース規定を改正

すべきだという議論がアメリカでなされています。それを

参考に日本版フェアユースを作るということも十分可能で

はないかと思います。上野先生によると、今後も議論は

続くのではないかということですので、そちらに期待した

いと思います。アメリカではフェアユースの改正という議

論はあっても、フェアユースを廃止しろという議論はない

のですね、面白いことに。 

 大陸法のように権利制限規定だけにしろと、ハリウッド

なんかは多分そう思っていて、そっちの方がやり易いの

だろうと思うのですけれども、面白いことにアメリカという

国は表現の自由が大好きなのです。表現の自由だとか

知る権利だとか、そういったことについてはすごく寛容で

尊重しなければいけないという文化があるようで、フェア

ユースを廃止するという議論は少なくとも私は聞いたこと

がありません。逆に、アメリカでは予測可能性を高める方
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向に運用なり法制度を整えるべきだという議論になって

いますので、日本版フェアユースが向かっていく方向と

真っ向からずれているという風には思いませんし、十分

参考になるだろうと思います。 

 それから提案 21 ですけれども、これは今アメリカです

ごく話題になっているものです。先程少し上野先生のお

話にも出てきましたけれども、Orphan Works、孤児著作

物という意味ですが、著作者がどこにいるか分からない

作品についての取扱いというのが、今アメリカでもホット

な話題になっています。なぜホットなのかと言いうと、アメ

リカは孤児著作物法を作りたがっているのです。2006 年

だったと思いますが、米国著作権局がOrphan Worksリポ

ートを出しておりまして、著作者が不明のために使われ

ない状態になっている著作物が沢山あると言っています。

それを円滑に運用して活用するべきだという立場からリ

ポートまで出しているのですけれども、まだ立法まで至っ

ていないということになります。不思議なのは、日本に置

き換えてみると文化庁の著作権課が作りたいと思ってい

るのに何故かまだ立法されていないという状態なので、

まもなく出来るのではないかと私は期待しています。け

れども、まだ出来ていない、多分アメリカ時間の今日か明

日だったように記憶しているのですけれども、バークレー

校でOrphan Worksについてのシンポジウムが大々的に

開かれる予定です。2～3 週間後には当日の音声録音と

当日配布されているレジュメが恐らく入手できるだろうと

思いますので、ご興味があればしばらく経ってからご覧

いただければと思います。 

 最後に提案 25 です。これは日米著作権法の大きな違

いなのですけれども、アメリカでは著作権は Copyrightな

のです。冒頭に申し上げた通り、Author’s right ではない

という発想があります。著作者の人格とは全く無縁で、基

本的には財産権です。アメリカではお金に換算されるよ

うな権利であるという発想で著作権法が出来ていますの

で、著作者人格権に対する保護が日本法と違って不十

分なのです。 

 ベルヌ条約上は著作者人格権が当然保護されなけれ

ばいけないし、それに加盟しているアメリカが保護してい

ないというのはおかしな話なのです。しかし、アメリカ著

作権法上の規定で著作者人格権を明確に保護している

のは視聴覚著作物というごく限られた著作物だけなので

す。その他の場合には著作者の同一性に関しては、アメ

リカで言うとところの不正競争防止法、Lanham Actと言い

ますけれども、Lanham Act によって不正競争行為として

差し止められ、損害賠償の対象とされたりすることで、実

質的に保護されています。アメリカは、ベルヌ条約に加

盟する際、この点について説明したのですが、結局はあ

やふやなままとなり、政治的な解決でアメリカが加盟した

という経緯があるものですから、アメリカ著作権法では、

氏名表示権も明確には保障されていないのです。その

ため、日本法ではリフォームどころか当然のことなのです

けれども、今になって著作権リフォームの中に氏名表示

権を与えるべきだという提案がなされる状況です。 

 最後に、日本への示唆ということで詳細は学会当日お

話しするつもりなので、今日は簡単に申し上げます。上

野先生がどう考えられておられるのか詳細は存じあげな

いのですけれども、私がアメリカに居て思ったのはアメリ

カの研究者の中には本気で著作権法の全面改正を考え

ている人が居るということです。決して馬鹿にしている意

味じゃないのですけれども、本当に思っている人が結構

いまして、例えば、日本でいうと我妻民法みたいな感じ

で裁判所もすごく引用する著作権法の本の著者にメルビ

ル・ニマーという方がいるのですけれども、その息子さん

のデイビッド・ニマーという方が今UCLA とかで教えてい

らっしゃいます。彼やサミュエルソン教授、グーグルのコ

ピーライト・カウンセルのパトリーさんが著作権の全面改

正を本気で考えている方々です。 

 パトリーさんなんかは過激で、著作権はプロパティ（財

産）じゃなくてレギュレーション（規制）で、単なる規制な

のだから状況に応じて変えていけば良いということを言

われます。サミュエルソン教授は新しい著作権法をちゃ

んと創造して実現するように皆が取り組めばそれは 10年

後かも20年後かもしれないけれども出来るのだということ

をシンポジウムの中で何度も強調されていました。私は、

そういう研究者が本当に大勢居るということに新鮮な驚き

を覚えました。 

 それから私が不勉強なせいかもしれませんが、日本で

はあまり議論がないように思うのですけれども、アメリカで

は著作権法というものを他の領域との関係でもう一度再

構成しようとする立場が色々とあります。今色々な視点が

あるのですけれども、特に強いものが First Amendment

（表現の自由）、要するに憲法ですよね。憲法と著作権と

いう議論が最近は日本でも始まっているというのをお聞

きしたのですけれども、アメリカは先程も言ったように修

正第1条というものが大好きなので、著作権と修正第1条

が対立するというようなことについて色々と議論をしたり、

著作権侵害訴訟でも、このユーザーの行為を規制する

のは修正第1条に違反して憲法違反だという主張を第一

審の裁判所であるにもかかわらず平気で抗弁として出し

たりしてくるのです。 

 皆さん多分ロースクールで勉強されてお分かりだと思

いますが、我々実務家の感覚でも著作権侵害訴訟の一

審、東京地裁で著作権法上の根拠もなくこれは憲法違反

だという主張をすること自体がすでに負け筋と言います

か、負けることが保証されるという感じになると思います。

日本において著作権侵害訴訟の中で憲法論を展開する

というのは中々難しいのだろうと思うのです。米国の裁判

例を皆さんご覧になってみると分かるのですが、第一審

から当然のように修正第1条違反の議論をしているという

点で文化の違いがあります。そういう背景もあって憲法と

著作権ということをああだこうだ言っている方が米国には
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多いです。 

 それから、著作権法は著作者の権利を保護するとか、

Public Interest（公益）を保護するのだという、従来からあ

った二項対立の話から離れ、著作権法はイノベーション

ポリシーであるとかコミニュケーションポリシーであるとか、

要するにそういったポリシー（政策）だという、先程レギュ

レーションという言葉を申し上げましたけれども、これま

でとは違う大きな視点で著作権法を政策の中に位置付け

るべきだという考えも示されています。 

 イノベーションポリシーという点はシリコンバレーを後押

しするためにと言っては言い過ぎでしょうが、著作権法を

もっとフレキシブルにして使い勝手の良いような形にしな

いとイノベーションを殺してしまうというような議論で、アメ

リカでは非常に盛んにされています。それから、日本の

著作権法をご覧になれば、「著作物の利用者の権利」な

んていう章がないのはよくご存知のとおりでしょうが、この

「利用者の権利」（User’s right）ということを考えるべきでは

ないかという議論もアメリカでは盛んにされています。 

 四番目のプロパティレトリックの再検討というのは、著作

財産権というのは「財産権」と言ってはいるものの、家とか

土地とか不動産とか動産とか、そういった従来のプロパ

ティ（財産）とは根本的に違うものだという議論です。「プ

ロパティ」なる用語は単なるレトリックとして使っているの

だから、もっと現状のテクノロジーとのバランスにおいて

中身が絶対的な他の物権といった排他権みたいなものと

は違った構成をしたっていいじゃないかということです。 

 それからCollective Societyと英語で言いますけれども、

これは、JASRACさんのように権利者・クリエイターとユー

ザーの間に入って仲介する中間団体です。現実の世界

では、著作権者ではない、そういう団体が色々と活躍し

ている訳です。その役割を今見直すべきじゃないかとい

う議論もあります。 

 要するに、インターネットの発達により、ユーザーとクリ

エイター（創作者）が直接インターネットを介して、例えば

YouTubeを介して簡単に繋がることができる時代に、これ

まで著作権者とユーザーの間に入っていることによって

力を持ってきた団体に本当にそれだけ力を与えていてよ

いのか、再度見直すべきではないかという議論もありまし

た。日本ではまだまだここまでの議論はないだろうという

気がするので、今申し上げた点は日本とは大きく違うと思

います。 

 さらに日本との大きな違いは、民間のパワーがすごく強

いのですね、Amicus Brief（アミカスブリーフ）というのを

皆さんお聞きになったことがあるでしょうか。裁判所に係

属中の事件に全く関係のない第三者が継続中の事件に

おいて問題となった法律上の問題点について意見書を

出すことができる制度です。私がさっき言及した 2005 年

のグロックスター事件の連邦最高裁に係属した事件では、

20～30 の意見書がどちらの側からも出ていました。日本

だとそういうことは中々ありません。私の指導教授サミュ

エルソン教授がある一方の側からAmicus Briefを出して

いるのですが、他方、同僚であるバークレー校の別の教

授が反対側の意見を支持するAmicus Briefを出していま

した。同じロースクールから幾つも出ていることは全く珍

しいことではなく、そういった形で意見表明が沢山されて

いる。それから大学の先生がブログをお持ちになってい

て、実際に動いている事件についてタイムリーにご自身

の意見を表明されるのです。例えば、この間と言っても、

ちょっと経ちましたけれども、日本でまねき TV 事件最高

裁判決が出されました。あれだけ大きな事件になりますと、

きっとアメリカだったら判決が出る前に色々な知的財産

法の学者がああでもないこうでもないと言って議論をして、

Amicus Briefを出すことは勿論、それ以外の場でも、ウェ

ブ上でも、シンポジウムにおける公開討論でも本当にや

っていただろうなと思います。日本はそんなところが見受

けられなくて、訴訟当事者のどちらかが意見書を出す際

に、依頼された研究者の方が出すといった消極的な形の

ものに過ぎません。そういったところも全然違います。意

見表明を遠慮会釈なくするような文化があると思います。 

 それから、それをさらに後押しするのですけれども、

EFF、エレクトリック・フロンティア・ファンデーション（電子

フロンティア財団）の略ですけれども、EFF とか Public 

Knowledge（パブリックナレッジ）、Creative Commons（クリ

エイティブ・コモンズ）といった民間団体、非営利団体で、

ユーザーの権利、個人の権利を守るために動いている

団体が多数存在します。 

 それからフェアユースのベスト・プラクティス・ガイドライ

ンは、先程申し上げたようにフェアユースというのが一般

規定であるために誰に聞けばこれがいいのか悪いのか

というのが分からないという批判に関係します。厳密には

分からないのですけれども、分からないと放置しておくの

ではなくて、例えばフィルム制作者の団体が学者や実務

家を含む自分達の検討委員会を作り、フィルム制作をす

る上でどの程度だったら無承諾で他人の著作物を使っ

ていいかといったことを議論してガイドラインを自分たち

で作るという例です。 

 以上のように、日本と違って、民間がとにかく活躍して

いるという気がします。 

 私はアメリカに留学して影響を受けてしまったので、少

し差っ引いてお聞きいただければと思うのですけれども、

このアメリカの例を参考に、日本版のコピーライト・プリン

シプル・プロジェクトというのをやってみるのも面白いの

ではないかと思っています。 

 そういう意味でアメリカというのはすごく参考になる。例

えば著作権保護期間の延長の話、アメリカはミッキーマウ

スのためにすでに 20 年長くした訳です。それでどうなっ

たのか、こういう具体的な不都合が生じているという議論

が出されてきているところなのです。  

 また、フェアユースを導入しようというときに、何十年も

先行して導入され、フェアユースの判例も多数集積して
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いるアメリカについて研究することには十分意味がある

だろうと思います。 

 それから先程も申し上げた修正第 1 条、憲法と著作権

の関係です。私も法学部を出てから随分経ってしまった

のですが、少なくとも私の理解ですと日本国憲法というの

はアメリカ憲法の影響を強く受けている。今でも少なくとも

覚えているのは政教分離違反における違憲審査基準で

す。皆さん勉強されていると思います。目的効果基準と

いう基準はレーモンテストと言ったのではないかと思うの

ですが、ああいう基準もアメリカに留学してみますと、た

だ翻訳しただけではないかと言うぐらいにアメリカのケー

スブックの中にその起源を見出すことができます。日本

の憲法学は、アメリカ憲法の議論を日本国憲法に当ては

めてきているというところもあると思います。 

 そういう背景に照らせば、米国でされている憲法と著作

権の議論というのは日本国憲法と日本の著作権法の関

係についてパラレルに、そのままズバリでは妥当しない

かもしれませんけれども、同じように検証してみる価値は

十分あるのではないかという気がしています。 

 さらに、司法の役割です。学会の当日後半で議論され

る予定の立法過程論です。要するに裁判所の役割と立

法府の役割をどう分配するかという議論なのですけれど

も、私の見るところ、アメリカの場合フェアユース規定でグ

レーな行為は救う、救って、救った後に問題があるのだと

すれば立法でそれを違法だという風にするというのがリ

ーズナブルではないかという形の議論が多いです。 

 逆に申し上げると、裁判所が何かおかしな判断をした

場合にはそれを立法府がすぐに立法によって是正する

という形でキャッチボールがされている、どちらかが絶対

ということではなくて、裁判所の判断を尊重しつつ、おか

しいならアウトにしていく立法をちゃんとするという形の関

係が裁判所と議会の間であると私は理解をしています。 

 今回の学会では、著作権法の政策過程との関係にお

いては裁判所と議会の役割分担をどうしていくかといっ

た点は大きな議論になるし、面白いと思います。 

 それから最後に一言加えたいことがあります。著作権法

の所管を含めて著作権課の機能自体を考察すべきだと

いう点です。こんなことを言うと文化庁の方に怒られてし

まうでしょうが、文化庁の著作権課の機能自体を多角的

に検証し研究したことはこれまであまり無いと思います。 

 最近になって、文化庁も弁護士さんを入れてらっしゃる

ようです。この間、弁護士経験 3 年以上の弁護士を任期

付き公務員として募集するという情報が文化庁の著作権

課のホームページに載っていました。そういう形で法解

釈とか法律知識のバックグラウンドのある人が最近やっと

著作権課に入り始めたようです。専門家のスタッフとして

どういう方がいるのか、どういう活動をするのかというのが

どうも外部からは不透明なままですから、著作権課という

機関自体をアメリカ著作権局との比較において検証して

みるのも面白いと思っております。 

 長々とお話ししましたが、何故リフォームなのかというこ

とから現在アメリカでどんな議論がされているかといった

ことについて概観させていただきました。ご清聴ありがと

うございました。 

 

Ⅲ 質疑応答 

 

上野： 石新先生どうもありがとうございました。もう大分時

間も無くなってきてしまったのですけれども、皆さんから

質問等ありましたらお伺いしたいと思っています。いかが

でしょうか、折角の機会ですから。 

学生Ａ： すみません、フェアユースの話を聞かせてい

ただいたのですけれども、結局日本がそれを採用するに

当たってはどういう障害とかがあると思われますか？ 

石新： フェアユースのことをまだよく研究されていない

のではないかというか、単に毛嫌いしているだけじゃな

いかというのが私の感想です。私の所属する虎ノ門総合

法律事務所には斉藤博先生という著作権法の重鎮がオ

フカウンセルとして在籍しています。斉藤先生はフェアユ

ース反対論者の雄でありまして、私とは全く意見が違いま

す。斉藤先生とお話すると、「あれはアングロサクソンの

法律で、コモンローが前提なのだ、なので、上位概念か

ら下位に当てはめていく大陸法系の日本には馴染まな

い。」とおっしゃるのです。 

 馴染まないと言われても、実際に、例えば検索エンジ

ンによるキャッシュの作成行為が日本法上合法だって説

明するのに恐らく10年ぐらいかかっている訳です、どうし

て違法のまま 10 年放置したのですか、という話になるは

ずだと思うのです。このように、どうしてもテクノロジーの

発展のために具体的な規定では説明できない事態は生

じる、でもそれって違法じゃないでしょう、ということはある

と思うのです。 

 そういったときに説明するのにフェアユースというのは

便利な道具です。大陸法なのかコモンローなのかで割り

切ってしまう方は、フェアユース規定はその段階でアウト

な訳ですよ。コモンローに根ざしている制度がダメだとい

う議論なのですね。しかし、そういう発想は説得力がない

ように思います。アメリカ型になってきている会社法はど

うやって説明するのでしょうか。私もちょっと最近全然フォ

ローしていないのですけども、私の理解では、会社法は

段々アメリカ化されていっているじゃないですか。私が司

法試験の勉強をしていた頃には、自己株取得なんて本

当はとんでもない話だったのです。原則禁止だと言って

いた、でも今は全く変わってしまってアメリカ型になって

いっている、法律の他領域を見てもそういう例は挙げら

れます。例えば私の専攻だった刑事訴訟法でも挙げら

れます。皆さんが勉強される違法収集証拠の排除法則、

あれなどもアメリカの考えを持って来ている。日本の刑事

訴訟法のどこに根拠があるのかと言えば、憲法だとか刑

事訴訟法1条とかですね、その程度の一般条項が根拠と
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なっている。なのに、きちんと運用されているじゃないで

すか、実際の刑事実務において。だから、コモンローだ

から、大陸法だからというだけで議論を割り切ってしまっ

て否定する方々の議論は説得力が欠けているのではな

いかというのが個人的な意見です。 

 フェアユースに反対する方に、じゃあアメリカのフェア

ユース判例のうち、どの判例が不当だと考えているのか

挙げて頂きたいですね。あまりにも権利者の権利を侵害

し過ぎいているという例は一体どれなのですかと聞きた

いのです。実際には、このフェアユース判例がおかしい

といって議論されないのですね。 

 フェアユースっていうのは良くないのだ、ということを感

覚で言われるのですけれども、どのフェアユース判例の

ことを言っているのか分からないので、フェアユースはダ

メだという結論ありきで言われているような印象を受けて

います。ダメなものはダメなのだ、みたいな感じを受けて

います。そういう毛嫌いしているだけではないかという気

がします。 

学生Ａ： ありがとうございました。 

学生Ｂ： お話ありがとうございました。先程の方の質問と

少々かぶってしまいますが、フェアユースの導入のとこ

ろで反対論者の方が一般条項だから予測可能性がない

というのがちょっとどうかな、とおっしゃっているかと思い

ますが、他に何かフェアユースに反対される方の意見で

ちょっとこれは妥当ではないのではないかというのがあ

れば伺いたいです。 

石新： 私の知る限りでは、裁判が増えると言っている方

が居らしたと思います。とりあえず今までだったら許諾を

得ないと出来なかったのに、フェアユース規定が出来る

と、これを根拠にやってしまえという感じでビジネスを始

める者が現れる、権利者がそれを侵害だと思えば、それ

に対して裁判をやらなければいけない。その結果裁判が

増えることを理由として言われている方が居らっしゃった

と思います。しかし、それもちょっとおかしいと思います。

というのは、司法試験の合格者を増してロースクール制

度を導入するというときには、確か司法的なコントロール

を拡大し法の支配を実現するのだ、リーガルマインドを

涵養した人を増やし、司法国家を実現するという話だっ

たのに、裁判が増えることを懸念するということは本末転

倒ではありませんか。 

 今まではあやふやで、ハッキリしなかったところを裁判

でお互いに正当な権利を言い合って決着つけて裁判所

の判断で処理していくのだという司法国家みたいなもの

を目指すという前提でロースクールとか司法試験改革と

かあったはずです。一般条項の議論になるとそういう理

念は放ったらかしておいて、裁判が増えることを懸念す

るのはおかしいでしょう。 

 実際には裁判はそんなに増えないと思っているのです

けれども、名ばかりのフェアユースによってビジネスをさ

れてしまうと権利者側が大変なことになって、裁判が増え

てとんでもないことになるというのは、司法制度改革の流

れとは全く逆の発想をしているという意味でちょっとおか

しいのではないかと個人的には思っています。 

学生Ｂ： ありがとうございます。 

学生Ｃ： 貴重なお話ありがとうございました。基調報告

の中でアメリカでは著作権法と憲法との関係について実

際のレベルから活発に論議をされているのに日本では

あまりそういう話が出てこないという話がありましたが、今

後日本で例えば著作権を憲法上の権利のどの部分に当

てはめるかとか、そういう議論は今後どういう風に展開す

ると思われたのでしょうか。 

石新： 私は実務家なのでちゃんとした回答はちょっと難

しいですが、私の聞く限りでは最近の憲法と著作権という

議論が研究者の方の中でも色々出てきているということ

なので期待しています。フェアユース規定が必要という

議論の背後には表現の自由があると私は理解していま

す。個々のユーザーに、情報や著作物に対してアクセス

するということに対して一定の自由があるはずだと。 

 それを一方的に制限する、権利制限規定以外のときは

全部ダメだ、違法にするという著作権法の建前自体が、

事案によっては違憲と解釈されることはあり得るのではな

いかという風に思います。留学しているときに、今ブリティ

ッシュ・コロムビア大学の先生をされている憲法学の松井

先生と一度メールでやり取りをしたことがあります。松井

先生は、権利制限規定に無いけれども、表現の自由の

観点から価値のあるユーザーの行為を著作権法によっ

て違法だとしたときには適用違憲ということは十分あり得

るのではないかと言われていました。 

 よって、そのように何かの利用行為を違法行為だと攻撃

されたときに抗弁として機能する余地は生まれていくの

ではないかという気はしております。 

学生Ｃ： ただ現時点では裁判ではそのような理論構成

をしてしまうと、多分ほぼ負けるだろうと。 

石新： 知財部の裁判官の方に笑われてしまうかもしれま

せん。これは権利濫用のご主張ですかと。要するにもう

一段階レベルを下げ、憲法ではなく民法1条の権利濫用

ですという風に、権利濫用の中身として憲法を引用する

とかいうことになると思います。そして、裁判上、著作権法

上の権利制限根拠もなく、いきなり抗弁として民法 1条を

主張するとなると中々勇気がいるのです。 

学生Ｃ： ありがとうございました。 

学生Ｄ： 著作権をAuthor’s rightという風に捉えるのでは

なくて Copyright という風に捉えるということからすると、ど

ちらかというと自由に認めようという方向になってくるのか

なという風に思うのですが、最近アメリカでは Mega 

Upload が使えなくなったとか、結構権利を制限する方向

にアメリカの政治とかが動いているかなという気がするの

ですけれども、そういうのはどうしてそういう方向に向かっ

ているのかというお考えはありますか。 

石新： 権利者の方が権利を強めようとするのは、多分
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CopyrightなのかAuthor’s rightなのかにあまり関係なく、

Copyright といってもやっぱりコピーしていくことについて

はコントロールできる権利ですからね。人格権ではなくて

財産権としてコントロールしたいということです。自分の許

諾もなく無断で使われることについて積極的に利用許諾

を取りなさいと求めていくという動きは、Copyright なのか

Author’s right なのかに関わらないでしょう。著作物の利

用形態が多様化していけば、それに応じて著作物が

色々な形で、色々な機会に利用されていく、その機会が

ドンドン増えていけば、その機会について著作権という

のはその全部をカバーしていく、自分の権利、コントロー

ル権というのはそういうものだと考えたい、自分が考え出

したテクノロジーじゃないのに、そのテクノロジーによっ

て著作物の新しい利用形態が出てきたときには、そこに

ついても自分の権利が及んでいくのだという風に無限に

許諾権の範囲を広げていきたい、限られた独占権なので

はなくて権利範囲も成長していくという発想も Copyright

の中にはあるので、Author’s rightかCopyrightかというよ

りも著作権というものをすごく限定された独占権と考える

のか、それとも、コピーを介在して派生し得るものであれ

ばどんな形でも出てきたものについては全部権利が及

ぶと考えるのか、そこで考え方が分かれることになります。

必ずしもAuthor’s rightとCopyrightという考え方の違いで

強弱が出てくるということでもないのかなという気はして

おります。 

学生Ｅ： 初学者で申し訳ないのですけれども、僕が取

った理由の１つというのが、友達が著作権はこれから熱

いという話で、どういう点が熱いのかなと僕は思ってちょ

っと来たというところがあるのですけれども、先生としては

どういう点が？ 

石新： いやあ、私も再来年ぐらいには著作権を卒業しよ

うかと思っていますから（笑）、そんなに熱いのかどうかち

ょっと分からないのですけれども、どうなのかな。確かに

熱いかもしれないですね。今、アマゾンの kindle が上陸

するというので電子書籍の話が話題に上っていますね。

電子書籍に関連して出版社のご相談を受けることもある

のです。出版社は、作家さんと読者の間を取り持ってい

ますよね。そうすると出版社って、ある意味中間団体だと

思うのですよ。 

 作家の方と読者の方の間に立って結構なパワーで利

益をあげて動いてきたのだけれども、電子書籍によると

出版社を回避して直接読者の方に結び付くということが

可能な時代になっていく時代に出版社はどういう立ち回

りをすることになるのでしょうか。そういったこともこれから

多分ホットな話題でしょう。クリエイターとユーザーとの関

係がドンドン直接的になっていく、そういうときに中間団

体である出版社はどういう役割を果たせるのか、Google 

Book Search事件は私が米国留学中にすごくホットだった

のですけれども、私個人は、Google Book Search Project

は認めた方が出版社や著作者にメリットがあったのでは

ないかと当時から思っていました。 

 要するに勝手にグーグルはスキャンしてくれる訳です。

我々がこういう本を探そうと思ってキーワード検索をする

とそれに合致するものを 10％から 20％程度の一部をス

ニペット表示してくれて、これは面白そうだと思い、この

本を買おうかと思うとグーグルのページでここに行くと買

えますっていう風に販売店まで結び付けてくれる訳です

ね。アマゾンだとか紀伊國屋書店とか。 

 そうすると、グーグルの検索が経済的効果を生んだとき

によく皆さんお聞きになっているロングテール現象と同

様に、今まで需要が見つけられなくて持たないし売らな

かったような書籍についてもネット検索によって簡単にユ

ーザー嗜好と商品が結び付けられてそこについて需要

が生まれるという経済効果まで出てきます。これは著作

者や出版社にとっても利益になるはずだと思うのです。 

 今までは全然知らなかった、見つけられなかった、自

分で図書館へ行って探さないと見つけられなかった、け

れどもキーワード検索でこんな本があることを知ったとい

うことで購入しようと動機付け、インターネット一本で購入

先まで指定してくれるグーグル・ブックサーチだったら、

使い方次第で恐らくは出版社の売上げも上がったので

はないかという気がするのです。当時、日本の出版社の

皆さんは、グーグルが海賊党であるかのように大反対を

されていたと思うのですけれども、あれも冷静に考えれ

ばグーグルのプランに乗っかった方が利益になった部

分大きいのではないかと思っています。 

 だからこそ途中から立場を変えてグーグルの和解案に

乗っかった作家の方も結構いらっしゃったと思うのです。

それはメリットが分かったからじゃないかと私は理解して

いるのです。ああいう Google のダイナミックな活動はす

ごいですね。ああいうインパクトのある行為をされたおか

げで逆に日本の方も国会図書館が Google Book Search

に対抗しなければいけないということでデジタル化を促

進して検索して利用しやすいような形にしていかなけれ

ばいけないという動きを生み出したじゃないですか。 

 あれもフェアユース規定があるからやったという風に、

Google の当時のリーガル・カウンセルはバークレー校で

説明していました。何でスキャン行為をアメリカだけやっ

ているのか。スキャニングしているのはアメリカだけで日

本では Google は全くやっていません。何でアメリカだけ

でやったのかと問えば、アメリカにはフェアユース規定が

あるからあれは合法なのだ、Public Interest（公益）に資す

るから合法なのだという自信があるからだという風に言っ

ていたのが印象的でした。 

 フェアユース規定がイノベーションポリシーだとさっき

申し上げたのは、そういう形で積極的な活動に踏み込ま

せて、それによって何か新たなものが生まれる、著作権

法はそういう機能を持ったものだと認識するということで

す。フェアユースを持たない日本だとあまりに静的で何も

ないところだったと思うのですけれども、Googleが米国で
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あのような活動に出て、それに対する危機感から反作用

的に国会図書館の改革といったことが出てきていますね。

Googleの活動は、そういう意味で社会を動かす原動力に

なっていると思うのです。 

 そういう意味でダイナミックに動き続けるデジタル時代

における著作物のあり方、文化遺産のアーカイブのあり

方、それから今まで固定化されていたユーザーと中間団

体とクリエイターの関係の見直しなど、これからしばらくは

動くかもしれない著作権に関連する問題は多く存在して、

まだはっきりとした答えも出ていません。そのような意味

では著作権は熱いかもしれませんね。 

上野： じゃあもう一つ。 

学生Ｅ： 本日は貴重なお話ありがとうございました。 

 昨日ニュースにあった本国会での修正案の可決が見

込まれるというニュースで、ダウンロードの違法者に対す

る罰則が盛り込まれて 2年間の懲役または 100万円以下

の罰金ということで、決して軽くない罰則だと思います。 

 一方で親告罪とするというような案も盛り込まれていると

いうお話も見たのですが、それに対してユーザー側から

すると、やはり違法性の認識がすごく低かったりしますが、

インターネットの普及はこれからもドンドン進んでいきま

すよね。その中で先生が著作権法を扱われる実務家の

立場からして今回の改正案についてはどのようにお考え

でしょうか。 

石新： 私の個人的見解としては、そういう私的複製は表

現の自由というよりも、我々がプライベートな空間で生き

ていくことを尊重するということが根本にあると思います。 

 だからこそ今までは基本的に合法で、違法なものであ

ったとしてもそれを認識してダウンロードしていてもそれ

は合法だとされてきた。それを複製してさらに頒布すると

いうことでなければいいという話になってきたのは、多分、

プライバシーの尊重、特に個人の生活環境に対して公

権力は入って行かないという発想が絶対だったからだと

思うのです。 

 それを今覆そうとしている、要するに国家刑罰権が私的

領域に入って行く訳です。著作物の内容なり侵害の程度

に関係なく違法なものだ、許諾があるかないか分からな

いけれども許諾はないだろうと認識してダウンロードする

と、先程おっしゃったように懲役刑という形で刑事責任を

追及される、刑罰権が今度は個の領域にいきなり入り込

んで来るという話になると思うのです。 

 そうすると今までの政策的な前提を根本から覆すことに

なります。個人のプライバシーの尊重という、これは先程

日本じゃ全く相手にされないと申し上げた憲法の話にも

直結してくるところだと思うのです。しかもユーザー側か

らすると憲法上の表現の自由なりプライバシーなりの利

益があります。さらに、刑罰権を行使される側からすると

適正手続というまた別の憲法上の原則が出てきますね。

31条ですね、適正手続。そういった意味では、あまりやり

過ぎるのはそれこそ憲法問題を生むかもしれません。 

 例えば私がこんなことを言っているので狙い撃ちされ

て、故意にダウンロードしてしまった違法行為について

刑罰権を行使されて2年の懲役を求刑する行為に対して

その弁護をするのであれば、恐らくは、この人に対して

はこんな形で適用するのが少なくとも適用違憲だという

憲法論争は、やる価値が十分あると思います。 

 それが分かっていると思うから、多分権利者の方もやら

ないのではないかなと思います。条項としてあるだけで

ありがたいような条項になりますね。悪い行為の宣伝は

出来るじゃないですか。違法なものだと分かってダウンロ

ードしたら、それは犯罪ですよと言って宣伝することがで

きますよね。そういった宣伝のための改正のような気がし

てならないのです。その程度の改正だったらしない方が

良いのではないかなというのが個人的な見解です。 

上野： 大分時間も超過してきましたので。色々とまだご

発言されたい方もいらっしゃると思いますけれども、時間

が参りましたので、長時間先生ありがとうございました。 

石新： どうもありがとうございました。 

（拍手） 

上野： それでは、お疲れ様でした。 
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Ⅰ はじめに 

 

高林： それでは、これから JASRAC の著作権特殊講義

を行います。今回は著作権侵害訴訟の実務というテーマ

で東京地裁の東海林裁判官に来ていただいてお話をし

ていただきます。 

 最初に簡単に東海林裁判官をご紹介いたします。私も

一緒に勉強した仲間でもございますけれども、平成元年

から 24 年間裁判官をやっておられる中で、東京地方裁

判所の知的財産専門部や知的財産高等裁判所を経て、

この 4 月 1 日から東京地方裁判所の知的財産専門部の

裁判長として、知的財産権関係の侵害訴訟を担当してお

られます。それでは、よろしくお願いいたします。 

東海林： 只今ご紹介いただきました東京地方裁判所の

東海林でございます。今ご紹介いただきましたように、現

在、東京地方裁判所の民事第40部ということで主に知的

財産権関係訴訟を扱っております。裁判官生活 24 年の

ほとんどが民事事件の担当でしたが、その中で知財事件

を扱っている期間は合計して約 8 年になります。本日は

事前にお配りした事例を基にお話をしていきたいと思っ

ていますが、今日の統一テーマは著作権法における表

現とアイデアの区別というものです。これをどのように考

えるべきなのか、そして実際の訴訟の中でどのように判

断されていくべきなのかということを皆さんと一緒に考え

ていきたいと思っています。 

 

Ⅱ 東京地裁知的財産権部における審理の概要 

 

東海林： 事例問題に入る前に、実務においてどのように

著作権侵害訴訟が審理されているかということについて

簡単にご紹介したいと思います。 
 

１ 著作権侵害訴訟の審理体制 

(1) 管轄 

東海林： 著作権侵害訴訟の審理体制についてご説明し

ます。まず、著作権侵害訴訟の管轄についてです。著作

権侵害訴訟というのはいわば不法行為の特別法的な法

律ですので、一般的には民訴法 4 条及び 5 条が問題と

なります。民訴法 4 条は普通裁判籍、5 条は財産権の訴

えに関する裁判籍ですが、6条の 2という条項も問題とな

ります。これは競合的管轄と言われるもので、知的財産

法の分野に属する著作権法に関する事例の中には、本

日ご紹介するような難しい内容あるいは専門的な内容を

含む場合もあるということから、例えば福島地裁で起こっ

た事件については福島地裁に訴えを提起してもいいし

東京地裁に提起してもいいという定めです。 

 それからもう一つ特徴的な管轄の定めとして、プログラ

ムの著作権に関する訴えに関する管轄があります。本日

の事例研究の事例 3 でもプログラムの著作物が出てきま

すけれども、これについては民訴法 6条で専属管轄と定

められています。すなわち、プログラムの著作物につい

ての著作者の権利に関する訴えは、同条により「特許権

等に関する訴え」として、東京地裁、大阪地裁の専属管

轄となっています。例えば、東日本管内で起こったプロ

グラム著作権侵害の事件については全て東京地裁に訴

訟を提起しなければならないということになる訳です。 

 なぜこんな規定が置かれているかと言うと、後程ご説明

しますけれども、プログラムの著作物というのは一般的な

言語等の著作物と違って非常に技術的なものが含まれ

ています。ですからプログラムの著作権の侵害に当たる

かどうか、あるいはその著作物の構造がどうなっているか

というのは中々一般的には理解が困難なところもあると

いうことで、特許や実用新案といった技術的な専門分野

を扱う裁判所で扱うのが相応しいということです。 

 

(2) 東京地裁知的財産権部の構成 

東海林： 次に東京地裁知的財産権部の構成について

ご紹介致します。東京地裁の知財部というのは特許、実

用新案、著作権、商標、意匠、回路配置利用権、種苗法

の育成権等の侵害事件、不正競争防止法違反事件、そ

れから最近ピンク・レディ事件で話題になったパブリシテ
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ィ権侵害事件などを専門的に扱っているところです。 

 部の構成ですけれども、東京地裁には民事部と刑事部

がある訳ですが、東京地裁の民事部は今現在、部が 50

カ部あります。その中で知財部は、民事第 29 部、第 40

部、第 46部、第 47部の 4カ部です。1カ部の構成は裁

判長が 1 名に陪席裁判官が 3 人ということで、知財事件

は非常に複雑困難な事件が多いものですから、仮処分

事件を除き、全件合議事件となっています。 

 それから特徴的な構成員として、東京地裁、大阪地裁

の各知財部及び知財高裁には、裁判所調査官がおりま

す。特許庁や弁理士会から選ばれた裁判所職員として、

主に裁判官の技術的な側面のサポートをするという方々

です。現在東京地裁には 7名の調査官がおり、その内 6

名が特許庁から、1名が弁理士会から来ています。 

 著作権侵害事件に関して言えば、今日の事例になって

いるプログラムやデータベースの著作権侵害訴訟にお

いては、基本的には調査官に調査命令を出す場合が多

いです。 

 

２ 著作権侵害訴訟の概況 

東海林： それから次に、著作権侵害訴訟における概況

を簡単にご説明しておきたいと思います。まず、東京地

裁における知財事件全体に占める著作権侵害事件です

が、これについては東京地裁では提起される事件が大

体年間300件ぐらいあります。平成23年度の統計ですと

審理件数の全体を 100％としますと、特許が約 40％、著

作権が約 20％、不競法が 15％、商標が 10％と続きまし

てその他となっています。そういうことで、著作権侵害事

件というのは特許権侵害事件に次ぐ大きな割合を占める

事件となっています。 

 審理期間についてですが、現時点では約 12 カ月から

15 カ月ぐらいでの事件がほとんどです。そういう意味で

は一般の通常事件と比較するとスピードが速いかと思い

ます。ただやはり、今日もご紹介するデータベースやプ

ログラムの著作権事件になりますと、内容も難しいし量も

膨大な上その判断が難しいということで、審理に3年以上

の長期間を要する事件もない訳ではありません。最近は、

IT の発達に伴って、情報通信機器を利用した著作物の

侵害事件というのが非常に増える傾向があって、それに

伴って内容も複雑化している関係で、少しずつ著作権侵

害事件の審理期間も長期化しているというのが率直な印

象です。 

 訴訟の結果については、大雑把に言うと判決で終わる

のが約 4割、和解で終わるのが約 4割、後の残りの 2割

は取下げあるいは訴状の却下という感じです。ですから

判決になって公に表れない事件も多いということです。  

 

３ 訴訟手続の流れ 

(1) 訴えの提起 

東海林： では次に、手続の流れについて簡単にご説明

します。訴え提起のときに裁判所は訴状審査というものを

行います。その際に注意しなければいけないのは著作

権侵害の訴訟物や対象物の特定がされているか、という

ことです。 

 もっと具体的に言うと、著作権侵害事件では、例えば、

著作権法の 21条以下に規定されているどの支分権の侵

害かが問題となるはずですが、この特定がなされず、単

に「著作権侵害」と記載されている訴状が多く見られると

いうのが現状です。著作権侵害訴訟の場合は、特許権

侵害訴訟とは異なり、原告代理人が知財事件の専門家で

ない場合が多いことが影響しているのかなと思っていま

す。もっとも、この点は、著作権法における訴訟物とは一

体何かという難しい問題とも関連します。例えば、著作権

侵害訴訟の場合は著作権侵害と著作者人格権侵害とい

うのがある訳ですが、一般的には著作権と著作者人格権

は訴訟物が異なるという風に言われていますので、これ

を明確に区別する必要がありますし、どの支分権の侵害

なのかハッキリ主張してもらうというのが実務の傾向です

が、例えば、「複製権」と「翻案権」が問題となる訴訟では、

両者をハッキリ区別せず、「複製権侵害もしくは翻案権侵

害」との主張も多く見られ、一般的には許容されています。

この点は、支分権ごとに訴訟物が異なるのか、という大変

難しい問題とも絡むところです。 

 それから著作物の対比とか特定という問題もあります。

著作権侵害訴訟においては、原告の著作物と被告の著

作物を比較してどこが似ているのかという話になる訳で

すから、訴状の段階でも、原告のこの著作物のこの部分

と被告の著作物のこの部分を対比すると類似するという

ような形で訴状に記載してもらわないとよく分からないの

で、基本的には対比表を作成して具体的に主張してもら

うように努めています。 

 ちなみに、この対比表については東京地方裁判所のホ

ームページの「裁判手続きを利用する方へ」1という所をク

リックしていただきますと、そこの中に対比表のサンプル

が掲載されていますので、興味がある方はご覧になって

ください。 

 

(2) 口頭弁論と弁論準備手続 

東海林： その後の手続の流れとしては、口頭弁論、弁

論準備手続を経て和解もしくは判決と進んでいく訳です

が、現在の東京地裁のプラクティスですと、まず、第 1 回

目に口頭弁論を行い、2回目以降は受命裁判官による弁

論準備手続に移行して、そこで争点と証拠の整理を行う

というのが一般的です。 

 ここでどのようなことが行われていくかということですが、

簡単に構造をご説明いたしますと、一般的に、知的財産

権侵害訴訟の審理は、権利侵害があるか否かを審理す

る侵害論と、侵害を前提として、どのくらいの損害が発生

したかを審理する損害論に大きく分かれます。 

                                                                 
1 http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/syosiki/index.html 
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 特許権侵害訴訟においては、まず侵害論を審理し、裁

判所が侵害との心証を持ったところで損害論に進むとい

う二段階審理を厳格に行っています。推定規定があると

はいえ、損害論の審理には相当の時間と労力がかかる

からです。 

 著作権侵害訴訟はどうかと言いますと、著作権の場合、

大きな訴訟から小さな訴訟まで様々ありますので、侵害

論と損害論を厳格に分けるというような審理ばかりではあ

りませんが、今日ご説明するようなデータベースとかプロ

グラムといった大規模な事件については、まず侵害論を

先に進めて侵害かどうかの心証を採ったところで損害論

に入るというのが普通だと思います。 

 

(3) 著作権侵害訴訟における審理方法の特徴 

東海林： そもそも著作権侵害訴訟でどういうことが審理

の際に問題になるかと言いますと、まず原告の作品がそ

もそも著作物か、という問題があります。著作物性と言わ

れています。それが著作物だとして、次に原告作品と被

告作品は類似しているか、という問題があります。さらに、

被告作品は原告作品を真似して制作されたのかという依

拠性という問題があります。 

 それを前提として、著作権侵害訴訟における審理方法

ですが、これには一般的にやり方が二つあると言われて

います。 

 まずは、「二段階テスト」というものです。これは、原告

作品の著作物性を審理し，それが肯定された後、被告作

品との類似性や依拠性を審理する方法です。 

 次に、「ろ過テスト」と言われるものです。これは、原告、

被告双方の作品の共通している部分をまず抽出し、その

部分が創作的表現かどうかを吟味する方法です。この手

法では、まず原告と被告双方の作品で共通している部分

を先に抽出してしまいます。原告作品の創作性はとりあ

えず抜きにして、どこが似ているのかということをまず抽

出します。その後にその抽出した所のその部分に創作的

表現があるかどうか、その創作的表現がある部分を被告

が真似したのか、というような審理の仕方をします。どち

らの手法を採用するかという点については後でまたお話

をしますが、そういう二つのやり方があるということをまず

頭に入れていただければと思います。 

 

(4) 和解 

東海林： 和解についてですが、まず、どの段階で和解

を勧めるかという問題が一つあるのですが、知的財産権

訴訟においては、一般的に、裁判所は訴訟の早期の段

階で和解を勧めるということはあまりしません。その理由

は、どういう判決を下すかという見通しがつかないと当事

者に和解を勧めても説得力に欠けるからです。そういう

意味で侵害論の主張、立証が尽されたところで裁判所が

検討して大凡の心証を持った段階で和解を勧めるという

のが一般的です。では、著作権侵害訴訟というものは和

解がやり易いのかやり難いのかと言いますと、やり易い

面としては比較的少額な訴訟が多いということが挙げら

れると思います。特許権侵害訴訟だと請求額が20億円、

30 億円というのも珍しくありませんが、著作権で億を超え

る訴訟というのはほとんどありません。せいぜい数百万

か、多くて1,000万とかそのくらいのものです。また、技術

的な側面があまりなく、理解が困難な訳ではないという点

も挙げられます。 

 一方、和解のし難い面としてはやはり言語の著作物と

か写真の著作物等に関しては、著作物というものは要す

るに著作者にとっては自分の子供みたいに大切なもの

で、非常に思い入れが強いということが挙げられます。こ

のような場合、裁判所が心証を開示しても中々本人が納

得しないという事件が多いような気がします。ですから、

結果的には少額の訴訟でも本人のそういう思い入れから

和解ができないという場面も多いと思います。 

 

(5) 判決 

東海林： さて判決についてですが、これについては著

作権侵害訴訟の記録というのは非常に大部になることが

多くて、判決ともなれば、先程触れました対比表が別表と

して何十頁、ときには何百頁と付くことがあるので、実は

判決を書くのは我々にとっては大変な作業です。では、

判決の主文における認容額はどのくらいかというと、事件

によっては数十万あるいは数万という場合もあり、場合に

よって著作権侵害の部分よりも著作者人格権侵害の慰謝

料の方が高かったりするような事件もあります。ということ

で、判決は大部でも結果的にはそんなに大きな金額が

認められないというのが著作権の事件の特徴かなと思い

ます。 

 

４ 著作権侵害訴訟の類型と傾向 

東海林： 著作権侵害事件の傾向についてですが、先程

言いましたように最近は IT、情報通信分野に関連する事

件が多くなって判断も難しくなり、なおかつ提出される書

証も技術的に複雑で膨大になってきた関係もあって、少

し長期化の傾向にあるという風に思っています。 

 

Ⅲ 事例研究 

 

１ 事例研究のテーマ 

東海林： では、事例研究に入りたいと思いますが、冒頭

に申し上げましたように今日のテーマは表現とアイデア、

これをどう区別するのかということで、実はこれは著作権

侵害訴訟における最も根本的な問題であって、個々の

事件において裁判所も常に悩んでいる問題です。 

 今日取り上げた三つの事例は読んでみて非常に難し

かったのではないかと思いますが、ここではその中身を

理解してもらおうということではなくて、どこが難しくてどう

いう審理をしなければいけないのかということを実際に体
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感してもらえればいいと思っています。 

 

２ 事例１ 

(1) 「複製」と「翻案」 

東海林： この事例1で問題になるのは「城」の定義という

ものの著作物性と一覧表の創作性です。 

 「城」とそれに関連する著作物、それから著作者欄など

を一覧表にしたもの、残念ながら判例を見ていただいて

も別表が付いていないので何となくイメージを掴み難い

かと思うのですが、要するに上段に城の欄があって、中

段にそれに関連する作者名があって、下段に作者欄が

並んでいるという別表を想定して下さい。この著作物性あ

るいは複製か翻案かということを考えてもらう問題です。 

 さて、著作権法上XはYに対してどのような請求ができ

るかですが、どうですか？ 

学生Ａ： 差止請求です。 

東海林： 何に基づく差止請求になりますか？ 

学生Ａ： 著作権侵害による差止請求です。 

東海林： 先程、支分権は特定してもらうという話をしたと

思うのですが、支分権としては何が当てはまりそうでしょ

うか？ 

学生Ａ： 城の定義はそのままそっくり使ったと問題例に

書いてありますので、これは複製権侵害ということになる

と思います。 

東海林： では、著作物とは何かということについてはどう

でしょうか？ 

学生Ｂ： 「思想または感情を創作的に表現したものであ

って、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」

を言います。 

東海林： はい、そうですね、著作権法2条1項1号に定

義規定がありますね。ここで大事なのは思想または感情

を創作的に表現したものだということです。複製権とは何

かということについては重要な判例があるのですが、誰

かご存知の方いますか？ 

 「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」という事件につ

いて最高裁の判決があります。これは昭和 53 年 9 月 7

日の判決です。この事件は、結局「依拠性」というのを認

めなかったのですけれども、その中で複製というのは「既

存の著作物に依拠しその内容および形式を感知させる

に足りるものを再製すること」をいうと判示しています。 

 一般的に実務はこれを基本に動いているのですが、翻

案とどこが違うかという問題がありまして、最近は学説上も

色々と言われているところです。とはいえ、一応最高裁

の判例なのでこの定義を覚えておくといいと思います。 

 では、「翻案」については判例上どういう風に言われて

いるかご存知の方いますか？ 

 これについては、「江差追分事件」最高裁判決におい

て非常に詳細な判示がされています。この判決によれば、

「翻案」とは、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、

新たに思想また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こと、

と定義されています。要するにポイントは表現上の本質

的な特徴を直接感得することができるかどうかです。「複

製」と違うのは改変した部分に創作性があるという点です。 

さて、では、著作権法上アイデアが保護されるかという問

題ですが、どうですか？ 

学生Ｃ： アイデア自体は保護されないと思います。 

東海林： それは何故でしょうか？ 

学生Ｃ： アイデアを保護しますと表現の自由の幅が制

限されてしまうからです。 

東海林： はい、アイデアというのは頭の中で考えたもの

ですので、それを保護するということになるとどこまで保

護が及ぶのかというのが分からないことになりますし、や

っぱり著作権法というのはあくまで具体的な表現を保護

するという前提があるということでしょうね。ちなみにアメリ

カでは「マージャー理論」というものがありまして、アイデ

アを表現する方法が唯一であるか、あるいは非常に選択

の幅が狭いような場合はアイデアと表現がマージしてい

る、つまり混合しているということで、こういう場合、著作権

は及ばないと一般的には言われています。 

 先程の江差追分事件最高裁判決も、「既存の著作物に

依拠して創作された著作物が、思想、感情若しくはアイ

デア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又

は表現上の創作性がない部分において、既存の著作物

と同一性を有するに過ぎない場合には、翻案には当たら

ない」と判断しています。つまり、原告作品と被告作品を

対比したときにその類似している部分がアイデアであると

いうことになると、それは著作権侵害にはならないという

結論になるということです。とはいっても、それでは、表

現とアイデアとは簡単に区別できるかと言われると、実は、

それが中々難しい問題です。 

 

(2)「城」の定義の著作物性 

東海林： では、設問に戻りましょう。まず冒頭にこの問題

で城の定義が出てきましたが、この「定義」について、こ

れが翻案権か複製権侵害になるかどうかということにつ

いてはどうでしょうか。 

学生Ｄ： 定義というものは判例そのものと違うのですけ

れども、学問的思想をそのまま書いたもので、研究者とし

て学問的に「城」について考えるときに X さんと同じ見解

に立ったとしたら他に表現する言葉がないだろうから、本

定義自体について著作権性を認めることは出来ないの

で翻案権侵害の方も成立しないと思います。 

東海林： そうですね、そこがポイントだと思います。「城」

とは何かについて、X は長年の研究で城という定義はこ

ういうものだということに辿り着いたと、そういう意味では

今まで城の定義が無かったということですから非常に独

創性がある訳です。 
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【事例１】  

 (1) Xは，日本の城郭の研究者であるところ，昭和53年，出版社Aから「日本の城の基礎知識」と題する書籍（原告書籍）

を出版した。 

同書物中には，次の内容の城に関する定義文（本件定義文）及び城と文芸作品の関係を示す一覧表（原告一覧表）が掲

載されていた。 

（本件定義文） 「城とは人によって住居，軍事，政治目的をもって選ばれた一区画の土地と，そこに設けられた防御的構

築物をいう」 

 なお，本件定義文は，原告書籍の本文の最初の「城とは何か 城の定義」と題する章で，日本の城の定義がなかったこと

を指摘した上で記述されたものであり，その内容は，Xが長年の調査研究によって到達した城の学問的研究のための基礎

としての城の概念の不可欠の特性を簡潔に記述したものであった。 

（本件一覧表の概要） 「日本の城と作品と作者一覧」との表題が付され，上段を城名欄，中段を作品名欄，下段を作者

欄とし，各段の間を実線の罫線で区切り，城名欄には日本全国に実在する城の名称及び架空の城を，作品名欄にはこれ

らの城を舞台・題材とする江戸時代以降現代までの歌舞伎，小説，戯曲，詩，短歌，紀行文，随筆等の著名な作者による著

作な作品，及び大衆的には必ずしも文学者として著名でない作者の作品を含む文芸作品の題名を，作者欄には上記文芸

作品の作者名を，それぞれ一覧表形式で記述してまとめたものであって，その内容は，城名欄には，日本全国に実在する

著名な城 92 箇所が，北海道に所在する五稜郭から鹿児島県に所在する鹿児島城まで北から南へ順に配列され，最後に

架空の城が配置されており，作品名欄，作者欄には，城名の同じ行から文芸作品名のべ217篇とその作者名が記載されて

いた。また，1つの城について挙げられた作品数は，最も多い江戸城の 19篇を筆頭に，5篇以上取り上げられたものは 10

箇所にのぼっていた。 

 

(2) Y社は，平成3年，「城と城下町 見方講座」と題する書籍（被告書籍）を出版したが，その書籍中には，城の定義文とし

て原告書籍に記載されている本件定義文とほぼ同一内容の記載があり，また，次の内容の城と文芸作品の関係を示す一

覧表（被告一覧表）が掲載されていた。 

（被告一覧表の概要） 「城と文学」との表題で，日本全国に実在する著名な城の名称とその城を舞台・題材とする一部江

戸時代のものを含むが明治以降現代までの大衆的にも著名な作者の小説を中心とし，例外的に一部の戯曲，詩，紀行文

などの著名な文芸作品の題名とその作者名を列挙してまとめたものであり，その表現形式及び表現内容は，まず，城の名

称として，日本全国に実在する著名な城のうち 31 箇所が，北海道に所在する五稜郭から鹿児島県に所在する鹿児島城ま

で北から南に順に配置され，最後に架空の城が配置されており，そして，右各城の名称の次行から文芸作品合計 52 篇と

その作者名が一行に記載されているが，1つの城について挙げられた作品数は，最も多い大阪城が5篇，これに次ぐ江戸

城が 4篇で，その他の城については 3篇以下であった。また，被告一覧表の中には本件一覧表に掲載されていない文芸

作品が 5作品含まれていた。 

（設問） 

 X社は，Y社に対し，著作権法上どのような請求をすることができるか。 

 これに対するY社の反論としてどのような主張が考えられるか。 

 双方の主張の妥当性についても論ぜよ。 

＜事例１の裁判例＞ 

・ 東京地判平成6年4月25日 判時1509号130頁 

 

東海林： だから独創性があるこの城の定義をそのまま

真似したら、これはやはり複製権侵害ではないか、という

ことで訴えた訳ですけれども、裁判所は今D君が言って

くれたように、そうではないと判断しました。それは何故

なのか、結局長年の調査研究によって辿り着いた「城」の

概念そのものは一種のアイデアですね。そのXが辿り着

いた「城」の概念を言語で表現しようとすると同じような表

現にならざるを得ないということですね。要するに定義に

ついては非常に表現の選択の幅が狭いということです。

「城」の定義に記載されている独創性は正にアイデアそ

のものであって、表現の創作性ではないという風に考え

るということです。先程申し上げたアメリカのマージャー

理論とちょっと似た発想ではないかと思います。ちなみ

に定義というのは元々ある概念を正確に表現する必要が

ある訳ですから、その概念を正確に言おうとすればする

ほど一般的標準的な言葉を用いて書かざるを得なくなる

ということになると思うのです。そうすると、そこには具体

的な表現としての創作の幅というものが出てくる余地がほ

とんど無くなり、そういう意味ではこの城の定義事件はそ

の典型的な事件と言えるのではないかと思います。 

 

(3) 一覧表の著作物性 

東海林： 次に一覧表に移りましょう。この一覧表はどうい

う著作物でしょうか？ 
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学生Ｅ： 編集著作物です。 

東海林： はい、そうですね。では、「編集著作物」とは何

でしょうか、定義規定がありますか？ 

学生Ｅ： 「編集物でその素材の選択または配列によっ

て創作性を有するもの」です。 

東海林： そうですね。法律の規定によると「素材の選択

または配列によって創作性を有するもの」ということになり

ます。素材の選択、例えば本件で言いますと全国にある

城の選択、その城に関する文芸作品の選択です。次に、

それらをある一定の法則に従って配列する。そういうもの

に創作性を認めようというものが編集著作物です。 

 この個々の素材に著作物性があるかどうかは一般的に

関係ないと言われています。もし著作物性があれば、そ

の著作物についてはその個々の素材の著作者に著作権

があるということになります。そういう前提で考えると一体

素材の選択や配列による創作性とは何かというのは中々

難しい問題です。 

 ここで、そもそも表現における「創作性」とはどういうもの

かということですが、この点については、多くの下級審裁

判例において「創作的に表現したものというためには、当

該表現が、厳密な意味で独創性のあることを要しないが、

作成者の何らかの個性が発揮されたものであることは必

要である。」と述べられており、広く一般的な基準として受

け入れられていると思います。 

 では、編集著作物はどうかということですが、これも一

般的には同様に考えられています。例えば東京地判平

成 8年 9月 27日の四谷大塚試験問題集事件では、「編

集著作物における創作性とは、従前みられないような選

択または配列の方法を採るといった高度の創作性を意味

するものではなく、素材の選択または配列に何らかの形

で人間の創作活動の成果が顕れていることをもって足り

る」と述べています。 

 すると、素材の選択と配列に個性が表れているというの

はどういう場合を言うのかということが問題となる訳です。

この事例 1 においては、全国に散らばっている城をどの

ように選択するかとか、城にまつわる文芸作品をどのよう

なジャンルから何を選ぶかということが問題になる訳です

が、それは表現なのかアイデアなのかと言われるとちょ

っと考えてしまいますよね。 

 そもそも選択とか配列というのは何となくアイデアその

もののような気もする訳です。どういう風になっていれば

素材の選択あるいは配列に著作物性があると言えるかと

いうことを考えなければいけません。 

 この点に関して、アサバン職業別電話帳事件2におい

て、東京高裁は、「著作物」の意義に鑑みれば、素材の

選択または配列に関する「思想または感情」あるいはそ

の表現手法ないしアイデアの範囲に止まる限りは、著作

権法の保護を受けるものではなく、素材の選択または配

列が現実のものとして具体的に表現されて初めて、表現
                                                                 
2 東京高判平12・11・30最高裁HP 

された限りにおいて、著作権法の保護の対象となるもの

と解すべきである、と判断しています。 

 以上の観点からすると、編集著作物における素材の選

択に関しては、例えば世の中に存在するありとあらゆる

城を全部網羅したといったら素材の選択に創作性がある

かと言われると、その場合は全部あるものを単に掲げた

だけですから、それでは個性が発揮されたとは言えない

ということになるかと思います。本件の場合、原告一覧表

は北から南の日本全国にある城を掲げている訳ですか

ら、果たしてこれに創作性があるかという問題にはなるか

なと思います。文芸作品に出てくる実在しない城まで入

れているという所から見ると、かろうじて個性が発揮され

ていないとも言えないというところでしょうか。素材の選択

の中でもその城にまつわる文芸作品を集めて表記して

いるということも一つ大事なポイントなのかもしれません。 

 では、この事件で実際にどう判断したかと言いますと、

結果的に問題文の中にも現れている原告一覧表と被告

一覧表の微妙な差を捉えて選択の基準や実際に選択さ

れた作品を異にするから、一覧表が同一類似なものとは

認められないと判断しています。 

 先程冒頭に言いました二段階テストとかろ過テストと言

われるもののいずれを採用して判断したのかはちょっと

分かり難いですが、一般的にはこの裁判例のような手法

で全体を比較して違いを見つけることが編集著作物では

可能だということです。何故ならその編集の配列とか素材

が具体的な表現として全部目に見えるからです。この点

が、事例2のデータベースと異なる点です。 

 

３ 事例２ 

東海林： 次に、事例 2 に移りたいと思います。この事例

は新築分譲マンションのデータベースの侵害事件です。

では、X社は Y1社及びY2社に対して著作権法上どの

ような請求ができるでしょうか？ 

学生Ｆ： 訴訟の類型としては損害賠償になるのかと思

ったのですけれども。じゃあ何が侵害されているのかと、

データベースをそのまま同じ形式でコピーというかそれ

をペーストして作ったのなら複製権とかが問題となると思

うのですけれども。 

東海林： なるほど、複製権、翻案権の問題になりそうだ

ということでいいですか。X1 社は Y2 社にこのデータベ

ースを譲渡している点で譲渡権も問題になりそうですね。

ではデータベースとは何でしょうか？ 

学生Ｇ： 定義規定があります。著作権法 2条 1項 10号

の 3 に「論文、数値、図形その他の情報の集合物であっ

て、それらの情報を電子計算機を用いて検索することが

できるように体系的に構成したもの」とあり、12条の 2第1

項には、「データベースでその情報の選択または体系的

な構成によって創作性を有するもの」とあります。 

東海林： はい、そうですね。ポイントは、情報を電子計

算機を用いて検索するというところです。そして、データ 
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【事例２】 

(1) X社は，情報処理サービス業及び情報提供サービス，コンピュータソフトウェアの企画，開発等を業とし，建設・不動産

関連のデータベース商品を製作販売する会社である。 

 訴外A社は不動産販売を業とし，その事業のベースとして新築分譲マンションデータベース（原告データベース）を制作

し使用していたが，経営不振で破産宣告を受けた。X社は，平成 10年 12月，本件データベースを含むA社の資産を競

売により落札し，A社の事業の継続を推進していたが，A社の元従業員らが原告データベースを A社から持ち出し，自ら

が代表・役員を務めるY1社において，平成11年6月ころから，原告データベースを元に作成された被告データベースを

使用して，新築分譲マンション開発業者に対し不動産情報の提供を始めた。 

 また，Y2社は，平成 12年 4月，Y1社から被告データベースに関する一切の権利を譲り受け，以後，新築分譲マンショ

ン開発業者に対し，被告データベースを使用して，不動産の情報を提供している。 

 

(2) 原告データベースの特徴 

 原告データベースは，マイクロソフトのデータベースソフト「Access」を使用して作成されたマンション開発業者向けのリレ

ーショナル・データベースであり，地域，価格，路線，間取り，法規制等の具体的なレコードをテーブルの中で各フィール

ド項目に細分化された領域に記憶し，各レコードを別のレコードと関連付けて処理する機能を有しており，新築分譲マンシ

ョンの平均坪単価，平均専有面積，価格別販売状況等を集計したり，検索画面に一定の検索条件を入力して価格帯別需

給状況等の情報を表やグラフの形式で出力することができる機能を有している。 

 原告データベースは，7個のエントリーテーブルと12個のマスターテーブルを有し，エントリーテーブル内には合計311

のフィールド項目を，マスターテーブル内には78のフィールド項目を配し，各フィールド項目は，新築分譲マンションに関

して業者が必要とすると思われる情報を多項目にわたって詳細に取り上げ，期分け ID等によって各テーブルを有機的に

関連付けて，効率的に必要とする情報を検索することができようにしたものである。 

 なお，当時，分譲マンションに関連した業界において，原告データベースと同様の規模の情報項目及び構成を有する

データベースは存在しなかった。 

 

(3) 被告データベースの特徴 

 被告データベースは，原告データベースを一部改変して作成されたものであるため，テーブルの種類及び数，各テー

ブルに存在するフィールド項目の名称，テーブル間の関連付け，素材とする情報のほぼすべてにおいて原告データベ

ースと一致している。 

 すなわち，被告データベースは，7個のエントリーテーブルと 12個のマスターテーブルを有し，テーブルの名称及び格

納される情報がほぼ一致するほか，エントリーテーブル内には合計229のフィールド項目を，マスターテーブル内には 68

のフィールド項目を有しており，期分け ID等によって有機的に関連付けられていて，十分効率的に必要とする情報を検索

することができるものである。 

（設問） 

 X社は，Y1社及びY2社に対し，著作権法ないし民法上どのような請求をすることができるか。 

 これに対するY社らの反論としてどのような主張が考えられるか。 

 双方の主張の妥当性についても論ぜよ。 

＜事例２の裁判例＞ 

・  東京地判平成14年2月21日（平成12年(ﾜ)第9426号事件）最高裁HP 

（参考裁判例） 

 ① タウンページ・データベース事件（東京地判平成12年3月12日・判タ 1027号268頁，判時1714号128号） 

 ② 四輪自動車データベース事件（東京地判平成13年5月25日・判タ1081号267頁，判時1774号132頁（中間判決），

同平成14年3月28日・判時1793号133頁（終局判決） 

 

ベースについては、今言っていただいたように、情報の

選択と体系的な構成によって創作性を有する場合に初

めて著作物と認められるということです。 

 先程話しに出た編集著作物と非常によく似ていますね。

編集著作物の場合は素材の選択と配列で、データベー

スの場合は情報の選択と体系的構成。どこが違うかと言う

と先程述べたようにデータベースの場合は電子計算機を

用いて検索するという所にあると言えます。つまり、元々

データベースは、コンピュータを利用した検索システム

ですから、その体系的構成、即ち分類体系は、コンピュ

ータのソフトウェア内に組み込まれた編集方法であって

目で見ることは出来ず、一方、可視的なもの、即ちコンピ

ュータスクリーンに表示されるものは検索結果であって、

全体的な分類体系そのものが表示される訳ではないとい
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うところです。そこで「体系的な構成」とは、抽象的な体系

的構成自体を指すと一般に言われています。この点が、

データベース事件において創作性の有無を判断する上

でとても重要なところです。  

 ちなみにリレーショナル・データベースという言葉とテ

ーブル、レコード、フィールド項目という言葉が出てきま

すが、簡単にご説明しますと、リレーショナル・データベ

ースとは、データベースの情報の単位であるレコードを

別のレコードと関連付ける処理機能を持つデータベース

で、入力される情報はテーブルと呼ばれる表に格納され、

各テーブルはフィールド項目に細分され、あるテーブル

のあるフィールド項目を他のテーブルのあるフィールド

項目と一致させて、テーブル間を関連付けることにより、

既存の複数のテーブルから抽出したいフィールド項目だ

けを効率的に選択することが出来るようにしたデータベ

ースのことを言います。 

 また、エントリーテーブルとかマスターテーブルという

言葉も出てきますが、エントリーテーブルというのは入力

された情報が格納されるテーブルです。マスターテーブ

ルというのは頻繁に使用される情報や検索に用いられる

情報が格納されるテーブルのことです。 

 本件の場合は 7個のエントリーテーブルと 12個のマス

ターテーブルがあって、エントリーテーブルには 311 の

フィールド項目があり、マスターテーブルには 78 のフィ

ールド項目がある、そして、それぞれのテーブルには何

百というデータ、即ちレコードが入っていて関連付けられ

ています。それで例えば、新築マンションの面積の平均

を出したい、といったときにはこの面積に関連付けられた

全てのテーブルから検索結果が出てくるというものです。 

 X社とY社のデータベースというのはこの事例から見て

もお分かりのように非常によく似ています。即ち共通して

いる部分としては、7個のエントリーテーブルと 12個のマ

スターテーブル、しかもエントリーテーブルでは 229のフ

ィールド項目の範囲で一致して、マスターテーブルでは

68のフィールド項目の範囲で一致しています。 

 しかし、このときに何をもって似ていると判断するのかと

いうところが一番難しい所です。 

 まず、リレーショナル・データベースの著作物性につい

て、この判決は、「情報の選択または体系的な構成によ

ってデータベースの著作物と評価することができるため

の重要な要素は、情報が格納される表であるテーブルの

内容（種類および数）、各テーブルに存在するフィールド

項目の内容（種類および数）、各テーブル間の関連付け

のあり方」にあると判示しています。 

 では、依拠性はどうでしょうか。先程も言いましたように

両者は非常に似ている訳です。そこで、本判決は、被告

データベースが作成された経緯や、データベースの素

材とする情報、テーブルの内容、フィールド項目の内容、

各テーブル間の関連付けのあり方の全てにおいて共通

している点をもって、依拠性を肯定しています。 

 最大の問題は、複製あるいは翻案をしているかという所

だと思ますが、この点について判決は、「原告データベ

ースの被複製部分の創作性について、この部分だけで

も、7個のエントリーテーブルと12個のマスターテーブル

を有し、テーブルの名称及び格納される情報がほぼ一

致するほか、エントリーテーブル内には合計 229 のフィ

ールド項目を、マスターテーブル内には 68のフィールド

項目を有しており、期分け ID等によって有機的に関連付

けられていて、十分効率的に必要とする情報を検索する

ことができるものである。客観的にみて、原告データベー

スの被複製部分のみをとっても、新築分譲マンション開

発業者が必要とする情報をコンピュータによって効率的

に検索できるようにするために作成された、膨大な規模

の情報分類大系といわなければならず、このような規模

の情報分類大系を、情報の選択及び体系的構成としてあ

りふれているということは、到底できない。また、原告デ

ータベースの被複製部分に類する情報の分類大系が存

在するとは認められないから、共通する情報及び構成が

著作物性を認めるに足りる創作性を有するといって妨げ

ない。」と述べています。 

 要するに原告データベースと被告データベースの似て

いる部分だけでも十分データベースとしての機能を果た

せますと。その上で原告データベースの被複製部分の

みを取っても新築分譲マンションについて開発業者が必

要とする情報をコンピュータによって効率的に検索でき

るように作成された膨大な規模の情報分類体系と言わな

ければならず、これがありふれているとは言えないとして、

権利侵害を認めている訳です。 

 先程冒頭で紹介した二段階テストを使っても、ろ過テス

トを使っても、原告と被告の類似している範囲において

創作性があり、なおかつ創作性のある部分を真似してい

るということで、複製権あるいは翻案権侵害を認めている

ということだと思いますが、その根拠とするところは、結局、

過去に似たような分類体系を有するデータベースは存在

しなかったという点です。 

 では、具体的に創作性がある部分を特定しているかと

言うと、重要な要素というのはテーブル、レコード、フィー

ルド項目のあり方、関連付けのあり方ということなので、何

となく一つのまとまりとして考えているように思えます。そ

して、まとまりとして似ている部分が全体としてデータベ

ースとしての機能も持っているのだから、類似であると言

っているということは、先程の事例 1で検討した編集著作

物の判断の仕方とはちょっと違うようにも思えます。  

 つまり、共通している部分は新築分譲マンションのデー

タとしては当然必要になる項目ばかりですけれども、そ

れを一つのまとまりのある膨大な体系としたこと自体に独

創性があったと言っているようにも思える訳です。何とな

く特許法でいう新規性のことを言っているようにも読めな

くはないと思います。そうすると、それ自体は、本当はア

イデアであって、具体的な表現ではないのではないかと
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も考えられ、そこがこの事件の難しい所だと思います。 

 本事例の外に、データベースの著作権侵害事件として

は、参考裁判例に挙げましたタウンページ・データベー

ス事件と車両データベース事件というのが典型例として

よく紹介されます。 

 タウンページ事件は体系的構成に創作性を認めた事

例でして、原告独自の工夫が施されたものであって、こ

れに類するものが存在するとは認められないというのが

体系的構成の創作性の理由に挙げられています。この

事件はちょっとこの本件と似ている所があります。 

 一方、車両データベース事件は、著作物性を否定した

事件です。まずこの事件を簡単にご説明しますと、日本

国内において実在する四輪自動車に関する一定の情報

を収録したデータベースを構成要素とする自動車整備業

用システムを製造販売している原告が、同様に、実在の

自動車に関する一定の情報を収録したデータベースを

構成要素とする自動車整備業用システムを製造販売して

いる被告に対して、被告は本件データベースないしその

車両データを複製して被告データベースを製作したとし

て、著作権侵害または不法行為を理由に被告製品の製

造販売の差止と損害賠償を求めた事案です。 

 この判決は、情報の選択については、全国に存在する

自動車を網羅している訳だから、通常されるべき選択だ

とし、体系的な構成については、古い自動車から順に並

べられたに過ぎず、また、他の業者のデータベースにお

いても同様な構成が採用されているとして、創作性を否

定しました。 

 この3つの判例を並べると、他の業者が以前から使用し

存在していたデータベースで似たような物があるか否か

を一つの判断基準にしているようにも思われます。しかし、

それは具体的な表現に創作性があるということなのだろう

かとの疑問も生じます。このことはやはりそもそも機能と

効率性を重視するデータベースを著作物として保護する

ということ自体の問題性でもあると思います。  

 この点について、中山信弘教授はその著書『著作権

法』の中で、「データベースの創作性は情報の選択また

は体系的構成にあるので、抽象的にいえば、他の者が

無断利用した部分が、情報の選択又は体系的構成という

観点から創作性があると認められる場合に著作権侵害が

ある」とした上で、データベースの著作物は、「競争法的

要素を加味した創作性概念が最も必要とされる分野と考

えられる。特に体系的な構成に関しては、類似の他のデ

ータベースの有無、同業他社が容易に作成できる程度

にありふれたものであるか、等の要素も勘案して創作性

の判断がなされるべきであろう。」と述べています。 

 つまり、データベース、特にその体系的な構成に関し

ては類似の他のデータベースの有無、同業他社が容易

に作成できる程度にありふれたものか否かという要素も

勘案して創作性の判断はされるべきだという風に言って

いまして、いわゆる普通の言語の著作物とはちょっと違う

けれども、データベースという性質を考慮して、競争法的

要素を加味した創作性概念というものを枠にして考えて

もいいのではないか、ということだと思います。 

 データベースの特殊性を考えれば、創作性概念が変

容することもある程度やむを得ない部分なのかなとも思

いますし、そのように考えないとデータベースの著作物

の侵害というのは中々認められないということになってし

まうのではないかという印象を持っています。 

 

４ 事例３ 

東海林： 事例 3 は冒頭にも申し上げましたが、プログラ

ムの著作権侵害事件ということで、これはちょっと内容が

難しいかもしれませんが、要するに原告が作成したプロ

グラムを他社が真似して作成し、それを販売した場合に、

著作権法上どのような問題が発生するかということです。

では、X社はY社に対して著作権法上どのような請求が

できるでしょうか？ 

学生Ｈ： 原告プログラムの複製権、翻案権、あと譲渡権

に基づく差止め、損害賠償請求だと思います。 

東海林： そうですね。では、そもそも著作権法上プログ

ラムとは何かという問題ですが、これはどうでしょうか？ 

学生Ｉ： 著作権法2条1項10号の2に定義されていて、

「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるよ

うにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現し

たものをいう」ということです。 

東海林： はいそうですね。さて、それが著作物として保

護されるかということなのですが、これについては、過去

に著作権で保護するか特許権あるいはその他の特別法

で保護するかということについて論争があったようですけ

れども、結果的には昭和 60年の著作権法改正で著作物

として保護するという形になっています。この詳しい経緯

については高林先生がお書きになっている『標準著作権

法』も書いてありますので後で見ていただけばと思いま

すが、平成 14 年法律第 24 号による特許法改正により、

今ではプログラムについては物の発明として、結果的に

特許法でも保護されるという形になっています。ですから、

そういう意味では現在では著作権法で保護される場合も

あるし、特許法で保護される場合もあります。簡単にいう

と著作権法で保護されるのはプログラムの著作物で、特

許法で保護されるのは機能、即ちアイデアということにな

るかと思いますが、要するにアイデアの部分は別の法律

で保護されるということになるという構造になっていると言

えます。そうすると著作権法上のプログラムで具体的に

表現を保護するというのは一体どういう場合を想定してい

るのか、益々難しい問題になってくるように思います。 

 つまり、プログラムは、プログラミング言語で記述すると

いっても、その性質上、ほとんど機能の固まりというべき

ものではないかと思われ、そこに具体的な表現という概

念が入る余地があるのだろうかという気もするのですが、

ただ、プログラムを著作権法で保護するというのはどうも 
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【事例３】 

(1) 訴外A社は，平成8年11月ころ，Windows上で動作し，AutoCAD R13J版に対応する「電車線－基準線作成プログ

ラム」を含むプログラム（原告プログラム）を開発し，JR 東日本秋田支社等に上記プログラムを複製，格納した製品を納入し

た。 

 X社は，平成12年11月ころ，A社から代金2億円で原告プログラムに関する開発，販売等の一切の事業を譲り受けると

ともに，原告プログラムの著作権及び同権利の侵害により同日までに発生した損害賠償請求権を譲り受けた。 

(2) Y社は，平成9年3月ころ，Windows上で動作し，AutoCAD R13J版に対応する「電車線－基準線作成プログラム」を

含むプログラム（被告プログラム）を開発し，これを複製，格納する製品をＪＲ東日本の盛岡支社等に納入した。 

(3) 原告プログラムの内容 

ア 原告プログラムは，AutoCAD 上で動作し，鉄道電気設備及び設備管理用の図面を作成するコンピュータ支援設計

製図ソフトプログラムである。なお，AutoCAD とは，OS上で動作する訴外 B社製の汎用型 CADシステム（2次元又は 3

次元の図面の作成，変更，削除，表示，印刷等を行うプラットフォーム）である。 

イ 原告プログラム中の「電車線－基準線作成プログラム」は，ユーザーの入力するデータに従って，電車線の設計図

面の作図を補助するため，縦及び上下の基準線を描画するプログラムであり，各機能ごとに記述され，以下の 5 つのファ

イルに分けられている。 

  ａ メイン部 

  ｂ 入力部 

  ｃ 修正部 

  ｄ 描画部 

  ｃ 説明部 

ウ また，原告プログラムは，コンパイルする必要のない AutoLISP というプログラム言語によって記述されており，暗号

化されたソースプログラム形式によって，原告製品のハードディスク内に複製，格納されており，同プログラムについての

オブジェクトプログラムは存在しない。 

(4) 被告プログラムの内容 

 被告プログラムも，AutoCAD 上で動作し，鉄道電気設備及び設備管理用の図面を作成するコンピュータ支援設計製図

ソフトプログラムであり，被告プログラム中の「電車線－基準線作成プログラム」も，原告プログラム中の「電車線－基準線

作成プログラム」と同様にユーザーの入力するデータに従って，電車線の設計図面の作図を補助するため，縦及び上下

の基準線を描画するプログラムであって，AutoLISPというプログラム言語によって記述されている。 

(5) 原告プログラムと被告プログラムの類似性 

ア 原告プログラムのメニュー表示部のプログラム記述は，全体として短く，その大部分が AutoLISP 言語で定められた

一般的な関数を用いて，簡単な指令を組み合わせたものであり，被告プログラムのそれも同様である。 

イ 原告の基準線のデータ入力部の記述は，画面上に所定の文字列を表示した上，ユーザーが入力した実数値を，

AutoLISP 言語の一般的な関数を用いて変数に設定するという簡単な内容をごく短い構文で表現するものであり，被告プ

ログラムのそれも同様である。 

ウ 原告プログラムにおける基準線の描画部においては，例えば，「キロ行程最初の値」，「キロ行程オフセット値」，「縮

尺」，「用紙サイズ」の順序で変数に値を設定するという処理の流れがあり，また，読み出したデータを「L」，「R」，「スパン」

の順序に評価し描画するという処理の流れがあるが，被告プログラムと原告プログラムとは，その具体的な変数の評価方

法や全体の処理を繰り返すための方法手順が異なる。 

エ 原告プログラムでは，フォント定義ファイル（シェイプ定義）において，AutoCAD で標準添付されていない特殊文字

について独自の定義文を作成しているところ，被告プログラムにおいても同様な特殊文字があり，原告プログラムの特殊

文字の形状と被告プログラムの特殊文字の形状の 90％がほぼ完全に一致しているが，一致している 54 文字中 49 文字

は，シェイプ定義の変化点の座標値又は筆順が異なっている。 

オ 原告プログラムと被告プログラムのシェイプコードの割り当て領域はほぼ完全に一致している。 

カ 被告プログラムの「電車線－基準線プログラム」で描画される横の補助線（上下基準線）の数が，原告の補助線の数

と一致している。 

キ 被告プログラムで使用するエスケープコード（「”｝”」）が原告プログラムで使用されているコードと同じである。 

ク 被告プログラムで使用する改行コード及び改行量が，原告プログラムで使用する改行コード及び改行量と同じであ

る。 

ケ 被告の初期設定のプログラムでは，変数に値を設定する順序が，原告プログラムで変数に値を設定する順序と同じ

である。 
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（設問） 

 X社は，Y社に対し，著作権法上どのような請求をすることができるか。 

 これに対するＹ社の反論としてどのような主張が考えられるか。 

 双方の主張の妥当性についても論ぜよ。 

＜事例３の裁判例＞ 

・ 東京地判平成15年1月31日・判時1820号127頁 

 

世界的な傾向であり、TRIPs協定の10条1項にもその旨

が規定されているということですので、日本だけ独特とい

う訳ではないということです。 

 ちなみに基礎知識としてプログラムというのはどういう種

類があるかということについて説明します。一般的に大き

く分けるとオブジェクトプログラムとソースプログラムという

ものがあります。この問題の中にもソースプログラムとオ

ブジェクトプログラムという言葉が出てきますね。オブジ

ェクトプログラムとは、0 と 1 という二進数からなる機械語

で記述されたプログラムのことで、ソースプログラムという

のは、人間が判読可能なプログラミング言語のことです。 

 コンピュータは機械語でないと読めませんが、機械語

だと人間はそのプログラムを組むことが出来ないので、

人間が判読可能なプログラム言語、そのことを一般にソ

ースプログラムという訳です。 

 ただ厳密にいうとプログラミングすることの成果物がソ

ースプログラムであって、結果を記載した指示が羅列さ

れている部分は厳密にはソースコードあるいはオブジェ

クトコードという風に言われています。 

 問題文にもありますように、この事件ではコンパイルす

る必要がないようなソースプログラムとして出荷されてい

るということなので、そういう意味では、プログラムの著作

物の中でも簡単な部類に属するのかなと思います。実際

の事件ではもっと難しい問題が沢山あります。例えば、

一般的にソースプログラムとオブジェクトプログラムはどう

いう関係にあるかというと、オペレーターがプログラミング

するときにはソースプログラム、つまりプログラミング言語

を使って作る訳です。作ったものをオブジェクトプログラ

ムにコンパイルもしくはアッセンブリー、要するに編集す

るというような意味だと思っていただければ良いのです

けれども、それを製品として売るのが一般と言われてい

ます。ですから、もし市場からその製品を持ってきてそれ

をリバースエンジニアリングしても、オブジェクトプログラ

ムしか見つけられないと言われています。ではどうする

かといいますと、そのオブジェクトプログラムを人間が読

めるようなソースプログラムに変換する必要があり、これ

を一般的に逆アッセンブリーと言いまして、要するにアッ

センブリーの操作の逆のことをやり、人間が読めるような

形にして、具体的なプログラムとしての具体的な表現が

侵害されているかどうかを検討しなければいけない、そう

いう事件もあります。そのような事件では、そもそもその

逆アッセンブリーする方法がおかしいとか、使っているツ

ールがおかしいという話になってしまって、中々被告プ

ログラムと原告プログラムを比較するのが難しくなってし

まい、比較の段階で躓いてしまい、審理が長引くというこ

ともあります。 

 では次に、プログラムの著作物の保護はプログラムの

どの範囲に及ぶかに関して、法律上は一定の制約があり

ます。どうでしょうか？ 

学生Ｊ： 著作権法の10条3項のところに、プログラムの

言語、規約、解法については著作権及ばないという規定

になっています。 

東海林： そうですね。要するに、「プログラミング言語」と

はプログラムを表現する手段としての文字その他の記号

及び体系であり、「規約」とは、特定のプログラムにおける

プログラム言語の用法についての特別の約束、具体的

に言うと、例えばインターフェースとか通信プロコトール

を指します。それから「解法」とは、プログラムにおける電

子計算機による指令の組合せの方法ということで、具体

的にはアルゴリズム、すなわち問題を処理するための論

理的な手順を言います。 

 何故こういうものについて著作物としての保護が認めら

れないかというと、「プログラム言語」とか「規約」というの

はそもそもプログラムを記述するためのツールに過ぎな

いものですし、「解法」についてはアイデアレベルの存在

と言わざるを得ないからです。 

 上記の規定のうち、「プログラム言語」と「規約」というの

は比較的具体的な事件でも区別し易いものですが、「解

法」と表現をどう区別するかというのは、実際この事件で

もそうですけれども非常に難しい問題です。まさにここで

表現とアイデアをどのように区別するかという問題が出て

くることになると思います。  

 この場合、先程のデータベースの著作物と同じように、

創作性概念を広げるのかどうかということが問題になると

思います。あまり広げるとアイデアそのものを広く保護す

ることになってしまい、「解法」との区別の境界が曖昧に

なり兼ねないという懸念があります。そうすると、データベ

ースと同じように考えられるのかというのは中々難しい問

題のような気がします。 

 ちなみに中山教授は、先程ご紹介した著書の中で、プ

ログラム著作権の保護範囲につき、「プログラムの著作物

の特殊性から、その創作性、保護の範囲については、通

常の言語著作物とは異なった考慮が必要となろう」と述べ、

「アイデアと表現との境界を設けることは容易ではなく、

規範的要素が入らざるを得ないが、プログラムの場合の

線引きには、ソフトウェア産業の発展に裨益するか否かと
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いう産業政策的配慮が働くであろう」と述べています。先

程言ったデータベースにおける競争法的な要素とどこが

違うのかというのが中々見え難い所がありますが、少なく

とも方向性は同じで、文化の発展への寄与を前提とした

従来型の創作性概念に新たな要素を取り入れて現代風

に変容した新たな創作性概念の構築が求められていると

言えるのではないかという気がします。 

 最後に、本事例において、裁判所はどのように判断し

たかについて、検討したいとい思います。この事例の判

決は、まず、プログラム著作物の特質について、次のよう

に述べています。「プログラムは、その性質上、表現する

記号が制約され、言語体系が厳格であり、また、電子計

算機を少しでも経済的、効率的に機能させようとすると、

指令の組合せの選択が限定されるため、プログラムにお

ける具体的記述が相互に類似することが少なくない。仮

に、プログラムの具体的記述が、誰が作成してもほぼ同

一になるもの、簡単な内容をごく短い表記法によって記

述したものまたはごくありふれたものである場合におい

ても、これを著作権法上の保護の対象になるとすると、電

子計算機の広範な利用等を妨げ、社会生活や経済活動

に多大の支障を来す結果となる。」と。その上で、プログ

ラム著作権の保護範囲とその判断手法につき、次のよう

に述べています。「著作権法は、プログラムの具体的表

現を保護するものであって、機能やアイデアを保護する

ものではないところ、特定の機能を果たすプログラムの

具体的記述が、ごくありふれたものである場合に、これを

保護の対象になるとすると、結果的には、機能やアイデ

アそのものを保護、独占させることになる。したがって、

電子計算機に対する指令の組合せであるプログラムの

具体的表記が、このような記述からなる場合は、作成者

の個性が発揮されていないものとして、創作性がないと

いうべきである。さらに、プログラム相互の同一性等を検

討する際にも、プログラム表現には上記のような特性が

存在することを考慮するならば、プログラムの具体的記

述の中で、創作性が認められる部分を対比することによ

り、実質的に同一であるか否か、あるいは、創作的な特

徴部分を直接感得することができるか否かの観点から判

断すべきであって、単にプログラムの全体の手順や構成

が類似しているか否かという観点から判断すべきではな

い。」と。 

 要するに、先程データベースでは全体的な構成で判

断しているように読めると申し上げましたが、プログラム

の点ではさらにデータベース以上に表現とアイデアが接

近している、言わばもう重なっている部分が多いので、全

体的な構成とかを見て判断してしまうと結局それはアイ

デアそのものを保護する結果になってしまうのではない

かとの懸念があることから、そこには一つ歯止めをかける

べきではないかという考え方が滲み出ているように思え

ます。 

 そういう意味でプログラムの著作物の事件は結果的に

は本事例もそうですが、侵害と認められる事例が非常に

少ないというのが現状です。もっと広く認めるべきなのか

認めるべきではないのかというのは、先程中山教授も述

べているような産業政策な配慮をどのようにプログラム著

作物の創作性に持ち込むかということに掛かってくるとも

言えるでしょう。そういう意味では、機能とか効率性とかが

重要視されるデータベースやプログラムなどは、著作権

法による保護の対象の典型である小説、脚本、音楽、絵

画、彫刻等の芸術作品にいう著作物とはやはり違う基準

で創作性や表現の概念を考えざるを得ない分野なので

はないかという気がしています。このような言わば現代型

の著作権侵害事件が沢山提起させつつあるという状況

の中で、私達裁判官もどのような基準に基づいてどのよう

に判断すべきか常に悩んでいるというのが実情です。 

 

５ 質疑応答 

東海林： 一応、私の予定していた講義はこれで以上で

す。少し時間がありますので、何か質問がありましたら遠

慮なくどうぞ。 

学生Ｋ： 今日の事例でも本の著作物の著作権の問題と

データベース、プログラムと 3 つ例が載っていたのです

けれども、実際に今提起されている訴訟の中でデータベ

ースとかプログラムとかそういうデジタル的な著作物に関

する訴訟の割合は大体どれくらいでしょうか？ 

東海林： 統計を取ったことはないので正確には分かりま

せんが、感覚でいうと多分 3割以上はデジタル系の訴訟

かなと思います。データベース、プログラムもありますし、

冒頭に申し上げたゲームや、コンピュータの表示画面の

著作権侵害の事件は比較的多いです。  

学生Ｋ： これからさらに増えていくだろうと思っていらっ

しゃいますか？ 

東海林： はい、益々増えると思います。実際問題、最近

来る新件もそういう事件が多くなりつつあります。典型的

な文芸作品とか音楽とか写真の事件とかというのも勿論

ありますが、やはりそういうデジタル社会に特化した創作

物が新たな形で次々に生み出されているのが今の現代

社会ではないかと思われますので。そういったものが必

然的に著作権法で保護されるべき創作物なのか否かが

これから益々大きな問題になっていくのではないかと思

っています。 

学生Ｌ： お話ありがとうございました。興味本位での質

問になってしまうのですけれども、さっき先生がプログラ

ミング等の知識にお詳しいなと思ったのですけれども、

それは元々先生がご存知だったのか、それとも事件で必

要になったからその後に勉強されたのかという点ですけ

れども。 

東海林： これは結論から言えば当然初めから持ってい

る知識ではありません。私も知財部の裁判官ではありま

すが、元々法学部出身で文系です。事件をしっかり理解

するためにはやはり最低限必要な知識というのはありま
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すので、これは事件が来る度に勉強するというのが基本

です。それから、陪席裁判官などは色々な外部の研究機

関に研修に行くこともあります。私などは、文系なもので

すから化学も物理も数学もみんな忘れてしまっているの

で、かつて皆さんもよくお使いになっていたような化学や

物理の大学受験の参考書等をこっそり読んで勉強したり

することもあります。そういう勉強を少しずつ積み重ねて

いって、ようやく事件が理解できるというものだと思ってい

ます。ですから初めから決して詳しい訳ではないと。皆さ

んがもし弁護士とか裁判官とかの法曹になられたら、現

代社会は非常に複雑な構造になっていますから、知財

に限らず一つ一つの事件を理解するためにはどうしても

基礎勉強というのは大事になってきます。それを怠ると事

件の本質が見えませんし、場合によっては解決する糸口

すら見つけられないこともあります。ですから、法律家と

いうのは一生涯勉強なのではないかと思っています。 

高林： はい、大変ありがとうございました。ちょっと私から

質問を一つだけさせてください。専属管轄になっている

のはプログラムの著作権だけですけれども、今のお話を

聞くと、ゲームであってもプログラムに関係していながら

実はプログラムの侵害として訴訟が提起される訳ではな

いもの、データベースもそういうものも沢山あるようです

が、そういうものは管轄でいうと東京でない所でも起すこ

とができるということですか？ 

東海林： そうですね、プログラムじゃなければ。もっとも、

その場合でも競合的管轄にはなりますので、実際には東

京地裁、大阪地裁に集まってくる場合が多いですが、法

律上はデータベースの事件はどこでも起こせるということ

になります。 

高林： そうすると、私ももう裁判官やめて 12 年にもなる

ので全く技術について行けなくなっている訳ですが、そ

ういうデータベースであっても色々な技術的な所がある、

そういう場合は調査官を活用が出来るのではないです

か？ 

東海林： はい、活用しております。調査官は基本的には

特許事件に関与していますが、当然それに限るものでは

なくて、実際問題としてデータベースの事件やゲームソ

フトの事件にも調査官に技術的な側面をサポートしてい

ただいているのが現状です。 

高林： それは心強いですね。学者は誰もサポートしてく

れないので、孤島にいるような感じです。技術について

も日々精進して裁判をやっておられるということが分かり

まして大変感銘を受けました。東海林裁判官どうもありが

とうございました。 

（拍手） 

 

 

 

 

 
第５回 映画に関する著作権法上の
問題 
 

講師：前田 哲男（弁護士） 
 

 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 「著作者の権利」の概観 

Ⅲ 著作隣接権 

Ⅳ 音楽の著作物とレコードについて 

Ⅴ 映画の著作物の著作者と著作権の帰属 

Ⅵ クラシカル・オーサーの権利 

Ⅶ 映画製作者とは誰か 

Ⅷ 俳優の権利（ワンチャンス主義） 

Ⅸ 具体例での検討 

Ⅹ テレビ局製作のテレビドラマについて 

Ⅺ 出版社の立場 

Ⅻ 質疑応答 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

前田： それでは、時間になりましたので始めたいと思い

ます。私は本日の担当講師の弁護士の前田と申します。

どうぞよろしくお願い致します。この講座では、ゲストを招

聘して行うことも多いのですが、今日はゲストの招聘なし

で私だけで担当したいと思います。 

 今日は映画の著作権についてお話をしたいと思います

が、毎年、この講座には著作権法を既にある程度勉強さ

れている方もいらっしゃるし、他方、この講座を著作権法

へのイントロダクションと捉えてこれから勉強される方もい

らっしゃいます。冒頭にお聞きしたいのですけれども、著

作権法の教科書には、中山先生の教科書、高林先生の

教科書、あるいは島並先生達の教科書、田村先生の教

科書、色々ありますけれども、どれかを一度通読されたこ

とがある方、挙手いただけますか？ありがとうございます。

まだ著作権の教科書を通読されていないという方は？あ

りがとうございます。されていない方の方が圧倒的に多

いですね。 

 今、皆さんから挙手いただいたところ、著作権法をこれ

から勉強するという方が圧倒的に多いようですので、本

題に入る前に、著作者の権利と、著作権法に書かれてい

る著作隣接権等の概観の部分から始めたいと思います。

この部分は、著作権等紛争処理法をとっておられる方に

は、そちらの方で私が概論で申し上げたこととかなり重な

ることがありますので、その方々には繰り返しになって大

変申し訳ないのですけれども、今日は著作権法の教科

書を通読されていない方の方が多数派ですので、その 
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点はご容赦いただきたいと思います。 

 

Ⅱ 「著作者の権利」の概観 

 

前田： 今日は、著作者の権利と著作隣接権等に関する

お話をさせていただく訳ですが、その内、「著作者の権

利」というものについて概観をしたいと思います。著作権

法の中に「著作物とは何ぞや」という定義規定がありまし

て、それが著作権法2条1項1号ですけれども、「思想又

は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、

美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

そして、2条1項2号の方で「著作者」とは「著作物を創作

する者をいう」と定義されております。具体的に著作者と

いうのはどういう方かと言いますと、音楽で言えば作詞

家・作曲家、それから編曲家も著作者に含まれます。こ

れに対し、歌手は著作者とは扱われません。歌手は後程

申し上げます著作隣接権によって権利が保護されます

けれども、著作者としては扱われない、という整理がされ

ております。 

 今日のテーマである映画の著作物、この概念はテレビ

ドラマを含んでおりますけれども、映画の著作物につい

て著作者は誰かと言いますと、監督さん、ディレクター、

プロデューサー、撮影監督、美術監督のような方々です。

これは著作権法 16条で規定されておりまして、これにつ

いては後に申し上げたいと思います。 

 映画に出演する俳優さんは著作者ではない、歌手と同

じように俳優さんの権利は実演家として著作隣接権によ

って保護されているということになります。 

 著作者に与えられる権利には 2 つございます。著作権

と著作者人格権の 2つでございます。「著作者の権利」と

いう大きな概念がありまして、その中に著作権と著作者人

格権があります。即ち、著作権という言葉は、著作者の権

利の内の1つであるということになります。そのことを端的

に分かりやすく規定しているのは、著作権法 17条 1項と

いう条文でございまして、主語は「著作者は」で始まって、

最後は「享有する」という文章になっており、著作者が享

有する権利がこの17条1項で定められています。で、著

作者が享有する権利の内、次条（18条）1項、19条1項、

及び20条1項に規定する権利、この3つを総称して、「以

下『著作者人格権』という。」とし、並びに21条から28条ま

でに規定する権利を「以下『著作権』という。」としている、

この 2 つの権利を「著作者は享有する」と定められており

まして、即ち、この 2 つが著作者の権利ということになる

訳でございます。 

 17 条 1 項の中に規定されておりますように、著作権法

21条から 28条までに規定する権利をまとめて言う言葉と

して「著作権」という言葉が使われています。そして、21

条に定める複製権、22 条に定める上演権・演奏権という

ような権利が、21条から28条までのそれぞれの条文によ

って定められておりますけれども、その一つ一つの権利

を支分権と呼んでおります。 

 著作権というのは、今申し上げましたように著作権法 21

条から 28条までに規定する権利のことですが、これは著

作者の財産的な利益を保護する権利です。先程申しまし

たように、複数の支分権によって構成されている訳です

が、代表的な支分権としては著作物を複製する権利（複

製権と呼ばれる権利）、著作物を公に上演・演奏する権

利（上演権・演奏権と呼ばれる権利）、著作物を公衆に対

して送信する権利（公衆送信権と呼ばれる権利）、そのよ

うな権利が規定されています。そして、21 条から 28 条ま

では、いずれも「著作者は、その著作物を○○する権利

を専有する」という書き方をしております。複製権であれ

ば「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」

と 21 条で書かれています。著作者がその著作物を複製

する権利を専有するということですから、複製権は著作

者がこれを原始取得するのが原則ということになります。 

 次に「著作者の権利」のもう 1 つであります著作者人格

権という権利ですが、これは先程の 17条1項が規定して

いる通り、著作権法 18条 1項、19条 1項、20条 1項に

規定する権利です。これは、著作者の人格的な利益を保

護する権利であり、具体的には、次の 3つがあります。ま

ず、公表権、18 条 1 項の権利、これはまだ公表されてな

い著作物を公表するかどうか等を決定する権利。それか

ら、氏名表示権、19条1項の権利ですが、著作物に著作

者の実名または変名を著作者名として表示し、または表

示しないことを決定する権利。それから、同一性保持権、

20条 1項の権利ですが、著作物及びその題号を著作者

の意に反して改変を受けない権利。これらが著作者人格

権の内容です。それにプラスして、著作者人格権そのも

のではございませんけれども、著作者の名誉声望を害す

る方法での著作物の利用は、113条 6 項により著作者人

格権の侵害とみなされます。「みなされる」というのは、本

来の著作者人格権侵害ではないのだけれども、著作者

人格権侵害と同様に扱われるということであります。 

 「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡するこ

とができない」と 59条で定められておりまして、著作者人

格権は譲渡できないし、相続の対象でもない、ということ

になります。個人である著作者が死亡した場合には、相

続の対象ではございませんので、著作者人格権は消滅

することになります。そうすると、もし著作者が生きていた

としたら著作者人格権侵害になったであろう行為であっ

ても、著作者が死んだらやっても良いことになるのか、と

いう疑問が生じるのですが、著作者人格権は、確かに著

作者の死亡によって無くなるけれども、著作権法 60 条と

いう条文がございまして、仮に著作者が存していたとした

ならば著作者人格権侵害となるべき行為を、著作物を公

衆に提示又は提供する者はしてはならない、という規定

があります。これは著作権法60条なのですが、60条に違

反した行為は、著作者人格権侵害とは言いません。それ

は「60 条の規定に違反する行為」になります。それから、
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著作者人格権は一身専属とされていることから、一般に

は、放棄もできないと理解されているところです。 

 これに対して著作権というのは、財産的利益を保護す

る権利でございますので、譲渡ができます。著作権法 61

条 1 項で「著作権は、その全部又は一部を譲渡すること

ができる。」と規定されていますが、著作権は財産権です

から、譲渡ができることは当然のことです。譲渡できるし、

勿論相続の対象にもなるということになります。先程、著

作権については、21 条以下の条文が、「著作者は、その

著作物を○○する権利を専有する」と書いている訳だか

ら、著作権を原始取得するのは原則として著作者である、

ということを申し上げましたが、原始取得者は著作者です

けれども、著作権は今申しましたように譲渡・相続の対象

になる訳ですから、譲渡・相続が起こった場合には、著

作者と著作権者は分離することになります。著作者という

のは、著作物を創作した人ですが、その人が著作権を譲

渡すれば、譲り受けた人が著作「権」者になります。当た

り前ですね。所有権を譲り受けた人が所有者・所有権者

になるのと同じく、著作権を譲り受けた人が著作「権」者

になる訳ですが、著作権を譲り受けたからといって、その

人が「著作者」になる訳ではありません。ですから、著作

権が譲渡・相続等された場合には、「著作者」と「著作権

者」とはイコールではなくなる、ということになる訳です。

著作者人格権というのは、著作者の権利であり、かつ譲

渡が出来ないということですから、著作権が譲渡されても

著作者人格権は著作者に残る、ということになります。 

 

Ⅲ 著作隣接権 

 

前田： 次に著作隣接権のことですが、先程歌手とか俳

優とかは、著作者としては扱われないということを申し上

げましたが、歌手や俳優等は実演家として保護を与えら

れます。89 条 1 項におきまして、実演家には、実演家の

人格的利益を保護する実演家人格権と、実演家の財産

的利益を保護する実演家の著作隣接権が与えられてい

ます。また、実演家の権利の他に、レコード製作者の権

利、それから放送事業者・有線放送事業者の権利が定め

られています。 

 補足致しますと、歌手や俳優等は、実演家として保護さ

れることを申し上げましたけれども、同一人物が著作者で

あり、かつ実演家であるということは当然あります。作詞・

作曲家としての宇多田ヒカルさんは著作者であり、歌手と

しての宇多田ヒカルさんは実演家として実演家の権利の

保護を受けることになります。また、フジテレビが製作を

したドラマに関しては、フジテレビは映画の著作物の著

作権者であると同時に、放送事業者としてのフジテレビ

は、放送事業者としての権利の保護も受けるということに

なります。 

 著作権と著作隣接権の相互関係についてですが、これ

はいわば重畳的な関係です。ちょっと言葉が抽象的かも

しれませんが、著作権法90条がございまして、「（著作隣

接権を保護する）この章の規定は、著作者の権利に影響

を及ぼすものと解釈してはならない。」とされており、著作

権と著作隣接権というのは、全く別次元のものである、と

いうことになります。ちょっと分かり難いと思いますので具

体的な例を申し上げたいと思いますが、「いきものがか

り」の『歩いていこう』という楽曲の CDが TOKYO FMで

放送され、ある人がその放送を受信して録音し、それを

自分のブログに勝手にアップロードする行為をしたとしま

す。その行為は、誰のどういう権利を侵害したことになる

か、ということなのですが、まず、作詞家・作曲家の著作

権、音楽の著作物である『歩いていこう』という楽曲の著

作者である水野良樹さんの著作権を侵害したことになり

ます。プラス、この楽曲については編曲者が居りますの

で、編曲者の本間昭光さんの著作権を侵害したことにな

ります。それと同時に、その行為は、実演家の一種であ

る歌手としての「いきものがかり」のメンバーの著作隣接

権を侵害したことになり、さらに、それと同時に、「いきも

のがかり」の『歩いていこう』というレコードを製作したレコ

ード製作者であるエピックレコードジャパンのレコード製

作者としての著作隣接権を侵害したことになります。さら

に、CDから直接録音したのではなくて、その CDを放送

するTOKYO FMの放送を受信して録音したというケース

ですので、放送事業者としての（株）エフエム東京の著作

隣接権を侵害したことになります。これら 4つの種類の権

利、すなわち、①作詞家・作曲家・編曲家の著作権、②

実演家の著作隣接権、③レコード製作者の著作隣接権、

及び、④放送事業者の著作隣接権を同時に侵害したこと

になるということになります。逆に申し上げますと、「いき

ものがかり」の『歩いていこう』の CDを放送する TOKYO 

FM の放送を録音してブログにアップするという行為を適

法に行うためには、①から④までのそれぞれの権利に

ついて各権利者から許諾を得ることが必要になります。 

 

Ⅳ 音楽の著作物とレコードについて 

 

前田： 今日は音楽についてお話しするのではなくて、

映画についてお話しすることになっていて、音楽につい

ては今日ではなくて 6月16日の第10回のときに安藤先

生から詳しいお話をしていただく予定ですが、私の今日

のお話でもちょっと音楽のことをお話ししたいと思います。

と申しますのは、後に申し上げます映画の利用について

は音楽の利用が必然的にくっ付いてくるという関係にあり

ます。台詞が言葉として発せられない映画はあるかもし

れませんが、音楽のない映画というのはほとんど無いで

すね。映画を製作して利用するということは、音楽をその

映画に使うことになり、かつ、映画を利用するということは、

その映画に利用されている音楽を利用するということにも

なります。音楽の問題は映画についても切っても切り離

せない問題ですので、映画についてお話しする前提とし
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て、音楽のことを少し申し上げたいと思います。 

 作詞・作曲家として先程『歩いていこう』の作曲家は水

野良樹さんである、ということを申し上げましたが、では、

もし勝手に誰かがその楽曲をアップロードしたときに、水

野良樹さんに訴える権利があるのかというと、現実にはそ

うはなっていません。作詞・作曲家としての水野良樹さん

の著作権は、通常は音楽出版社という所を経由して、著

作権等管理事業者に管理が委託されていることが多い

のです。著作権等管理事業者というのはどういうことかと

申し上げますと、著作権等管理事業法という法律がござ

いまして、他人の著作権等の管理の事業を行うには、文

化庁長官の登録を受けなければならない、ということにな

っております。著作権等管理事業とはどういうことかとい

いますと、他人の著作権等の管理を行う事業の内「一任

型」のものを言うことになっています。「一任型」のものと

いうのは分かり難いかと思うのですが、委託者が使用料

の額を決定するもの以外のもの、委託者が使用料の額を

決定するものを「非一任型」と言いますが、それは、著作

権等管理事業の定義には含まれません。委託者が使用

料の額を決めるのではなくて、受託者、即ち、管理を委

ねられた方が使用料の額を決定するとされているものを

著作権等管理事業といい、この意味での著作権等管理

事業を行うには文化庁長官の登録を受けなければいけ

ない、ということになっています。 

 著作者と著作権者が著作権等管理事業者に管理を委

託する手段としては、2つの方式がございまして、管理者

に権利を移転して信託するという方式のもの、それから、

取次ぎ・代理によるものの2つの方式です。信託をすると

いうことは、著作権などの権利自体を受託者に移転する

ことになり、受託者が著作権者等になります。それに対し

て、取次ぎとか代理による場合には、権利自体は委託者

に残っており、受託者は、取次ぎの場合には商法上の準

問屋として、また代理形式の場合には代理人として、利

用希望者に許諾を出して使用料の徴収を行い、著作権

等の管理を行います。 

 日本のみならず世界的な傾向として、音楽の著作物の

著作権は、著作権等管理事業者のような団体によって管

理されている実態がございます。 

 著作権等管理事業者は応諾義務を負っていまして、利

用希望者から申込みがあったら正当な理由がない限り利

用を拒否してはならない、勿論利用の対価の請求はしま

すけれども、利用申込みを正当な理由なく拒絶すること

が出来ないという義務が、著作権等管理事業者には課さ

れています。著作権等管理事業者の最大のものは一般

社団法人日本音楽著作権協会、いわゆる JASRACです。

JASRAC は応諾義務を負っていますから、個人であって

も自分のブログに「いきものがかり」の楽曲を使いたいと

思ったら、JASRACに申し込めば、JASRACはその申込

みを拒絶することは原則としてありません。正当な理由が

ない限り、その申込みを拒絶しません。会社からの申込

みであっても、個人からの申込みであっても、JASRAC

は応諾義務を負っていますから、所定の使用料を払えば

利用を許諾してくれる、ということになります。 

 また著作権等管理事業者は使用料規程、これはいわ

ば料金表ですが、これを定めて、文化庁長官に届けなけ

ればいけないことになっておりまして、それがホームペ

ージでも公開されていますので、その使用料規程に基

づく対価を支払えば利用許諾を受けることが出来ること

になっています。 

 JASRAC は、作詞・作曲家から直接、あるいは音楽出

版社という事業者を経由して、著作権の信託を受けてい

ます。先程著作権等管理事業者には、信託によるものと、

取次ぎまたは代理によるものがある、ということを申し上

げましたが、日本音楽著作権協会（JASRAC）は、信託方

式を採っています。従って、水野さんは『歩いていこう』の

作詞・作曲者ではありますけれども、現時点では対外的

に著作権者ではない、水野良樹さんの著作権は音楽出

版社を経由して JASRACに信託されています。ですから、

この楽曲の著作権者、少なくとも対外的な意味での著作

権者は誰かというと、JASRACです。『歩いていこう』につ

いては、「日音」という音楽出版社が間に介在していまし

て、私は当事者ではありませんから想像でしかありませ

んけれども、おそらくは水野さんと日音との間に著作権

譲渡契約がある。日音と JASRACの間には、その著作権

を JASRACに信託する、という契約がある、ということで、

結果的にその著作権は JASRAC に行っている、というこ

とになります。もし、その著作権を侵害する行為があった

ときには、JASRACがその著作権に基づいて訴える権利

を持っています。同じように、編曲家の本間昭光さんの権

利も JASRACが管理しています。 

 次に、実演家の権利ですが、まず言葉の説明をします

と、歌手・俳優の概念の上に、大きな概念として、実演家

という概念がある、実演家の中に歌手もいれば俳優もい

るということです。その実演家としての「いきものがかり」メ

ンバーの著作隣接権はどうなっているか、ということです

が、元々原始的には「いきものがかり」のメンバーに帰属

しているはずですが、恐らくは「いきものがかり」のメンバ

ー個人からメンバーが所属している所属事務所に譲渡さ

れ、さらにこれも想像ですけれども、「いきものがかり」の

所属事務所とレコード製作者であるエピックレコードジャ

パンとの契約によって、その CDに収録されている歌唱・

演奏についての実演家の著作隣接権は、エピックレコー

ドジャパンに譲渡されていると思われます。CD 音源を製

作したレコード製作者にはレコード製作者の著作隣接権

が発生し、そこに収録されている実演については実演家

の著作隣接権が発生しますが、その2つの権利がバラバ

ラになっていると面倒なので、契約によって実演家の著

作隣接権はレコード製作者に譲渡されていることが普通

です。ですので、エピックレコードジャパンは、元々レコ

ード製作者の著作隣接権を持っているし、それにプラス
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して、実演家から所属事務所を経由して譲り受けた実演

家の著作隣接権も持っていると思われます。その 2 種類

の権利が一体化している訳ですが、実務的には、その一

体化した権利を「原盤権」と称しています。原盤権という

言葉が著作権法の中に書いてある訳ではありませんが、

そのような言葉が使われている、ということです。 

 

Ⅴ 映画の著作物の著作者と著作権の帰属 

 

前田： 以上、著作権と著作隣接権を大急ぎで概観した

訳ですが、次に本題として、映画の著作物の著作権につ

いてお話をしていきたいと思います。先程著作権という

のは著作者の権利の 1つであって、著作権法21条以下

の権利の総称である、そして 21 条以下には、「著作者は、

その著作物を・・・する権利を専有する」と書いてある、だ

から、原始的な著作権者は著作者である、ということを申

し上げたのですが、映画の著作物についてはその例外

が定められております。それが著作権法 29 条でありまし

て、映画の著作物の著作権は、著作者が映画の製作に

参加することを約束している限り、原則として映画製作者、

つまり映画の製作に発意と責任を有する者（これは 2条1

項 10 号の定義ですが）に帰属する、という風に定められ

ています。まず29条1項ですが、括弧の中を飛ばして読

みますと、「映画の著作物の著作権は、その著作者が映

画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加するこ

とを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。」

と定められています。括弧の中を見ていただきますと、

「第15条第1項、次項又は第3項の規定の適用を受ける

ものを除く」とされているのですが、15 条 1 項とは何かと

いうと、職務著作の場合です。会社の従業員等が会社の

発意に基づきその職務上作成し、会社の名義で公表す

るものは、会社自体が著作者になる、という条文であり、

それは職務著作と呼ばれていますが、会社の従業員が

職務上作成するものについては、その会社自体が著作

者になってしまう訳ですから、29条1項が想定している場

合とは違っているので、括弧の中で除かれています。次

項というのは、専ら放送事業者が放送のための技術的手

段として製作する映画の著作物についての規定、それか

ら 3 項は、2 項と同じようなものですが、専ら有線放送事

業者が有線放送のための技術的手段として製作する映

画の著作物についての規定で、これらの規定の適用を

受けるものは 1項から除かれ、それ以外の通常の映画の

著作物については、著作者が映画の製作に参加するこ

とを映画製作者に約束しているときは、映画製作者に著

作権が帰属します。 

 次に、2 項の方ですが、専ら放送事業者が放送のため

の技術的手段として製作する映画については、ざっくり

言うと、著作権の内、放送に関する権利がその映画製作

者に帰属します。3 項についても同じような話で、有線放

送事業者が有線放送のための技術的手段として製作す

る映画の著作物に関しては、有線放送に関する権利が

その映画製作者に帰属する、ということになっています。

2 項、3 項の問題には今日は触れませんが、通常の映画

の著作物に関しては、著作者ではなくて映画製作者に映

画の著作物の著作権が帰属し、その反面として、映画の

著作物の著作者には、原則として著作権が帰属しない、

ということになります。 

 映画の著作物の著作者というのは映画監督やプロデュ

ーサー達ですよ、ということをざっくり申し上げましたが、

これは第 16条が規定しております。「映画の著作物の著

作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複

製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除

き」、この「除き」が非常に重要ですが、「制作、監督、演

出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的

形成に創作的に寄与した者とする、ただし、前条の規定

の適用がある場合は、この限りでない」。「前条の規定」と

いうのは職務著作の規定、すなわち 15条のことです。職

務著作が適用される場合には、法人等が著作者になりま

す。15条の規定が適用される場合を除き、映画の著作物

の著作者は、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当し

てその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した

者でありますが、除かれている者がいます。除かれてい

る者というのは、その映画の著作物において翻案され、

又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著

作者であり、これらの者は、映画の著作物の著作者とは

ならないことがここに規定されている訳です。 

 16 条において、映画の著作物の著作者とされている人、

つまり 16 条で除かれている人ではなくて、制作、監督、

演出、撮影、美術等を担当している人、この人達のことを

実務上「モダン・オーサー」と呼んでいます。モダン・オ

ーサーという言葉は、著作権法の中に出てくる言葉では

ありませんが、極めて広く用いられている言葉でございま

す。そして、16 条において映画の著作物の著作者から

除かれるとされている人、すなわち、その映画の著作物

において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽そ

の他の著作物の著作者のことを、実務上「クラシカル・オ

ーサー」と呼んでいます。 

 モダン・オーサーは、すなわち第16条の著作者ですけ

れども、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその

映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とい

うことなのですが、この「制作」には、「制」という字が使わ

れています。映画製作者の「製作」には、下に衣が付く

「製」という字を使っていますが、16 条の「制作」の制とい

う字には衣が付かない、著作権法はこれを意識的に使い

分けております。衣が付かない制作というのは、映画プロ

デューサーの業務のことを指しています。 

 16 条で著作者とされるモダン・オーサーというのは、具

体的には誰かと言うと、映画のプロデューサー、監督、デ

ィレクター、撮影監督、美術監督などということになります。

そして、先程来申し上げておりますように、著作権法 29
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条1項によって、映画製作者に対して当該映画の製作に

参加することを約束しているときは、この人達は著作者で

ありながら著作権を取得しない、ということになります。 

 私はこの規定によって著作権は映画製作者に原始的

に帰属すると理解していますが、違う説明をする方もいら

っしゃいまして、著作権法 29 条は、監督、プロデューサ

ーなどの映画の著作物の著作者に一旦は著作権が帰属

するのだけれども、つまり著作者が著作権を原始取得す

るのだけれども、それが直ちに映画製作者に移転するの

だ、と。結果は同じなのですが、原始取得者がどちらか、

という理解が違っています。これは両説ありますけれども、

いずれにしても結果として映画の著作物の著作権は、原

則として映画製作者の方に帰属することになります。しか

し、これは著作権についての話ですから、著作者人格権

の方は当然著作者に帰属したままであり、映画について

も同じであって、著作者人格権は映画の著作物の著作

者、モダン・オーサーの人達に帰属しているということに

なります。 

 

Ⅵ クラシカル・オーサーの権利 

 

前田： 次にクラシカル・オーサーのことをお話ししたいと

思います。クラシカル・オーサーは 16 条によって、映画

の著作物の著作者から除かれている訳ですが、その除

かれている人には 2 種類あります。先程の条文を見てい

ただければお分かりの通り、映画の著作物において「翻

案された」著作物の著作者という種類と、もう1つは、映画

の著作物に「複製された」著作物の著作者という種類の、

2つの種類です。 

 最初の映画の著作物に「翻案された」著作物の著作者

とは、映画の原作である小説や漫画の著作者、それから、

脚本の著作者です。この人達が1種類目の、映画の著作

物に「翻案された」著作物の著作者ということになります。

映画の著作物には、原作があるものもあるし、無いものも

ありますけれども、原作があるものを想定いたしますと、

一番元に原作の著作物がある、原作の著作物を元の著

作物として、それに新たな創作性を加えて作成される二

次的著作物として脚本の著作物があります。脚本の著作

物にさらに創作性を加えて、その脚本の著作物を元にし

て作成する二次的著作物として映画の著作物があると、

このように理解されています。従って、映画の著作物とい

う概念は、脚本の著作物と、原作の著作物をその中に内

包していない、ということですね。 

 クラシカル・オーサーには 2 種類あると申しましたが、

音楽の扱いはどういう扱いかというと、映画の著作物に音

楽が複製されているという理解、映画の著作物と一体化

されて、それに溶け込んでいるという訳ではなくて、あく

まで映画の著作物に複製されて利用されている、映画の

著作物とは別の著作物である、とされています。これは

外国でもそうだという訳ではなくて、たまたま日本の著作

権法はそういう整理をしていまして、音楽は、例え映画の

ために創作されたものであっても、映画の著作物の概念

の中に含めない、映画の著作物に複製されている別の

存在である、という整理をしています。 

 クラシカル・オーサーの権利はどのように働くか、という

ことなのですが、先程、29 条 1 項によって映画の著作物

の著作者は著作権を取得しない、映画の著作物の著作

権は映画製作者の方に帰属する、ということを申し上げ

たのですが、それは映画の著作物の著作者の話、即ち

モダン・オーサーについての話であって、クラシカル・オ

ーサーについてはそうではありません。クラシカル・オー

サーについては 2種類ある訳ですが、まずその内の「翻

案された」著作物の著作者、具体的には原作である小説、

あるいは脚本の著作者ですが、これらの著作者は著作

権法 28条の規定によって、映画の著作物の利用につい

て著作権を行使することができることになります。28 条は、

「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著

作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次

的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を

専有する。」と書いております。小説・脚本の著作者から

見ると、映画の著作物は、小説や脚本を原著作物として、

それに創作を加えて作成された二次的著作物に当たる、

そして、二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的

著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専

有する、ということになっています。この二次的著作物の

著作者というのは監督さん等なのですが、監督さん等の

権利は29条によって映画製作者に帰属しますけれども、

小説・脚本の著作者は、元々映画の著作物の製作に参

加している訳ではないので、それに参加することを約束

している訳でもない。従って、小説・脚本の著作者の権利

は、29 条によっては、映画製作者に帰属しない。そうす

ると、この人達は 28条によって、映画の著作物について

映画製作者に帰属しているのと「同一の種類」の権利を

有していることになります。 

 それから、クラシカル・オーサーのもう一つの種類であ

る映画の著作物に「複製された」著作物の著作者につい

て、音楽は映画の著作物そのものではなくて、それに複

製されているものである訳ですが、完成した映画の著作

物を利用することは、その映画の著作物を利用する同時

に、そこに複製されている音楽の著作物を利用すること

でもある、ということになりまして、そうすると、映画の著作

物を利用するには、音楽の著作権の処理が必要になる、

ということになります。 

 私がある映画の著作権を 100パーセント持っているとし

ても、私が勝手にその映画の著作物を利用することは出

来ません。何故かというと、私が 100 パーセント持ってい

るのは、映画の著作物についての著作権であって、脚本

の著作権や原作の著作権、音楽の著作権を持っている

訳ではないのです。ですから、私がある映画の著作物の

著作権を 100パーセント持っているとしても、私がその映
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画を勝手に利用すると、脚本の著作権、小説の著作権、

音楽の著作権を侵害したことになります。逆にいうと、100

パーセント映画の著作物を持っている私が、その映画を

利用しようと思ったら、原作の著作権者、脚本の著作権者、

音楽の著作権者の許諾を得なければならない、というこ

とになります。だけど、監督さんから許諾を得る必要はあ

りません。監督さんには著作権が帰属していないから、と

いうことになります。 

 ちょっとマニアックなことなのですが、著作権法に定め

られた支分権の中には、「頒布権」という権利と、それとは

別に「譲渡権」という権利があります。頒布権は映画の著

作物のみに認められている権利です。これに対して譲渡

権は、映画の著作物以外の著作物について認められて

いる権利です。音楽の著作物が映画に複製されている

場合に、そこで利用されているのは音楽の著作物である、

と。映画の著作物を利用するということは、同時に音楽の

著作物を利用することになりますけれども、何を利用して

いるかというと、音楽の著作物を利用している、と。そうす

ると、映画の著作物についてだけ規定されている頒布権

は、音楽については適用されないことになってしまいま

すね。そこで、頒布権を定める 26 条は、そのことを想定

して 2項を設けています。1項は、「著作者は、その映画

の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する」

と書いているのですが、2 項がございまして、「著作者は、

映画の著作物において複製されているその著作物を当

該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有す

る」と書いています。これは、主に音楽を想定していて、

音楽の著作物の著作者には、本来 26条 1項にいう頒布

権はない訳ですけれども、2 項によって、映画の著作物

に複製されている音楽の著作物に頒布権が与えられて

いる訳です。これに対して、映画の著作物に「翻案され

ている」著作物の著作者は、先程も申し上げましたように、

28条によって、映画の著作物の著作権者が有しているの

と「同じ種類」の権利を有することになりますから、映画の

著作物の著作権者が頒布権を有する以上、それと「同じ

種類」の権利、即ち頒布権を有するのは当然です。26 条

2 項が映画の著作物に「複製されている著作物」につい

てのみ言及していて、「翻案されている著作物」に言及し

ていないのは、翻案されている著作物の著作者は、28条

を通じて 26条 1項の頒布権を有することになるので、敢

えて 2項で言及する必要がないからです。 

 

Ⅶ 映画製作者とは誰か 

 

前田： 先程から映画製作者に原則として著作権が帰属

する、ということを申し上げてきましたが、では、具体的に

映画製作者というのは誰かということなのですが、2 条 1

項 10 号に、映画の著作物の製作に発意と責任を有する

者を映画製作者という、との定義規定がありますけれども、

発意と責任を有する者といっても、具体的にどういうこと

か、中々分かり難いため、この点を巡って裁判でもよく争

われます。代表的な判例は、キャロルラストライブ事件高

裁判決1ですが、「映画製作者とは、映画の著作物を製作

する意思を有し、著作物の製作に関する法律上の権利

義務が帰属する主体であって、そのことの反映として同

著作物の製作に関する経済的な収入・支出の主体ともな

る者のことであると解すべきである」とされています。よく

例として説明されることは、教育委員会が企画して、費用

は教育委員会が負担し、その製作を外部の製作会社に

発注して教育映画を作らせた、という場合に、委託を受け

た外部の会社の方で監督さんとか出演者と契約をして映

画が製作されるとすると、委託を受けた方が映画製作者

になります。その費用を負担しているのは教育委員会か

もしれませんが、監督さんとか俳優さんと契約をして、そ

れらの法律上の契約の当事者となる、それから、撮影場

所、どこかスタジオを借りるのであったら、スタジオを借り

るという契約の当事者になる、そのような契約の当事者と

なって法律上の責任主体となるのは、実際に製作作業を

行う製作会社の方になるのが普通だと思いますが、そう

いった場合は、教育委員会は確かに費用を全額負担し

ているかもしれないけれども、法律上の権利義務が帰属

する主体というのは、発注を受けた製作会社の側であっ

て、そのことの反映として経済的な収支、収入・支出の主

体ともなり、映画製作者になると理解されています。他方、

教育委員会側としては、費用を全額負担しているのだか

ら、著作権も欲しいと思うことがある、むしろそれが普通

なのでしょうが、その場合は契約によって譲渡を受けるし

かない、ということになります。これは外部に製作委託す

るときにはよくあることですが、「金を出した以上は著作権

を譲渡してください」と言いたいなら、発注時における契

約でそのことを定めておかなければいけません。原始的

な著作権の帰属はどこになるかというと、発注を受けて実

際に製作した方が映画製作者として著作権の原始的帰

属者になる、というのが一般的です。 

 今ずっと申し上げてきました著作権法29条は、「著作者

に著作権が帰属する」ということに対する大きな例外を定

めている訳ですが、なぜ著作権法 29 条がそのように例

外を定めたのか、と。その理由については、従前 3 点が

挙げられています。1 つ目は、従来から―従来からという

のはいつを起点にして従来かと言うと、現行著作権法が

できた昭和45年を起点にして、昭和45年以前からという

意味ですが―映画の著作物の利用については、映画製

作者と著作者の間の契約によって、映画製作者が著作

権の行使を行うものとされてきた実態がありました。2 番

目として、映画の著作物は、映画製作者が巨額の製作費

を投入して、企業活動として製作し公表するという特殊な

ものであること、3 番目として、著作者の地位に立ち得る

者が多数存在していて、それらの全ての者に著作権の

行使を認めると、映画の円滑な市場流通を阻害すること

                                                                 
1 知財高判平成18・9・13判時1956・148 
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になる、と。 

 後に申し上げますが、著作者が複数居る場合には、著

作権は共有状態になる、原則として、ですね。著作権が

共有状態になると、共有者全員の同意がないと利用が出

来ない、ということになります。これは、所有権が共有の

場合の民法上の原則とちょっと違うのですけれども、著作

権が共有の場合には著作権法上そうなりますので、そう

なると、映画の著作物については、先程監督さんとかプ

ロデューサーとか撮影監督さんとか美術監督さんとかが

著作者になり得るということを申し上げましたけれども、そ

の人達に著作権が帰属するということになると、その全員

一致がないと映画の利用が出来ない、ということになって

しまう。それでは映画の円滑な市場流通を阻害するおそ

れがあることから、映画の著作物の著作権については原

則として映画製作者に一本化する、という立法政策が採

られていることになります。もっとも先程申し上げましたよ

うに、私が 100 パーセント映画の著作物の著作権を持っ

ているとしても、クラシカル・オーサーの権利は別ですか

ら、クラシカル・オーサーから許諾を得ないとその映画の

利用が出来ない、ということになります。 

 

Ⅷ 俳優の権利（ワンチャンス主義） 

 

前田： 次に俳優さんの権利のことを申し上げたいと思い

ます。実演家の一種である俳優さんは著作隣接権を有し、

俳優の著作隣接権の対象となっている実演が映画の著

作物に複製されていることになりますから、映画を利用す

ることは、俳優の実演を利用することでもあります。先程

音楽について申し上げたように、映画を使うということは、

その中に複製されている音楽を同時に使うことになり、音

楽の著作権者の許諾がないと映画の利用はできません、

ということを申し上げました。そうすると、俳優さんの実演

というのも映画の中に複製されている以上、映画の著作

物を利用するということは、同時に俳優さんの実演を利用

するということでもあるから、映画の著作物の利用につい

ては、クラシカル・オーサーだけではなくて俳優さんから

も許諾を取らないといけないのではないか、という疑問が

生じます。これは原則としてそうなるはずなのです。しか

し、それでは映画の利用が進まない、ということになりま

す。先程映画の著作者については、多数の権利者が生

じてしまうと、映画の著作物の利用が中々円滑に進まな

いから、29条で映画製作者に映画の著作権を統一した、

ということを申し上げましたが、それと同じように、俳優さ

ん一人一人に映画の利用についての権利を認めてしま

うと、中々映画の著作物の利用がうまく進まないということ

から、劇場用映画については、実演家は一旦自分の実

演がその映画に録音・録画されることを許諾した以上は、

その後の映画の利用について著作隣接権を主張できな

い、ということにされています。出演契約を締結して、映

画の著作物に出演するということは、その時点で自分の

実演が映画の著作物に録音・録画されることを許諾して

いるはずですね。一旦そのことを許諾した以上は、その

後の映画の利用については、俳優さんは著作隣接権を

主張できなくなる、ということが著作権法の中で定められ

ています。これは俳優さんの方から見ますと、映画出演

の対価を得るチャンスは最初の出演契約の際の1回だけ

であることになります。後に申し上げますが、映画の著作

物というのは最初に映画館で公開した後に、DVD・ブル

ーレイを出す、WOWOW で放送する、地上波テレビで

放送をする、CSで放送する、ネットで配信すると、色々な

利用がその後続いていく訳ですけれども、俳優さんは、

最初に出演する出演契約で出演料を貰ったらそれでお

仕舞い。その後の映画の利用については、権利を行使

することが出来ない、という風に著作権法上されています。

出演契約の時の一回しか出演の対価を得るチャンスが

与えられていないことから、このような定めを「ワンチャン

ス主義」と呼んでいます。 

 そのことを定めている具体的な条文ですが、著作権法

91条という条文がございまして、まず 1項で、「実演家は、

その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。」と書

いてありますが、第2項がありまして、「前項の規定は、同

項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作

物において録音され、又は録画された実演については、

これを録音物に録音する場合を除き、適用しない。」と書

いてあります。「適用しない」というのはどういうことかと言

うと、実演家は録音し、録画する権利を専有するという 1

項の権利を有しているのだけれども、一旦録音・録画権

者の許諾を得て映画の著作物において録音され、録画

された実演については、録音・録画権を専有するという

条文を適用しない、即ち実演家は録音・録画権を行使す

ることが出来ないということです。先程申し上げましたワ

ンチャンス主義がここに規定されており、一旦俳優さんが

出演契約を締結して映画に出演した以上は、その後の

映画の利用については、本来 91条 1項の録音・録画権

が行使できるはずだったのだけれども、2 項によってそ

れが否定されている、という関係になります。従って、映

画の利用については俳優さんの許諾を一々得る必要は

ありません。 

 劇場用映画に既存のレコード、CD が使われることがあ

ります。その場合には原盤権者と交渉して使う訳ですけ

れども、レコード製作者の権利に関しては、今申し上げま

したワンチャンス主義の適用はありません。即ち、91条 2

項のような条文は、レコード製作者の著作隣接権につい

ては存在していません。では、既存のレコード音源を映

画の中に使う場合、その後、映画を利用する度にレコー

ド製作者のオーケーを取らなければいけないかと言うと、

法律上そうなるのですけれども、そこは契約で解決して

います。最初にレコード製作者と契約をして、映画の中

に使わせてもらうときに、それは1回払いで、最初にお金

を払って、以後その映画の利用については、ずっと使い



第５回 映画に関する著作権法上の問題 

- 51 - 

続けられる、というような契約によって問題を解決してい

る、ということになります。 

 

Ⅸ 具体例での検討 

 

前田： 以上申し上げましたことを、具体例で申し上げま

すと、『ALWAYS 三丁目の夕日'64』という映画の利用に、

誰のどういう権利がどのように働くか、ということなのです

が、まずこの映画は、漫画作品を原作としており、原作者

は誰かというと、漫画家の西岸（さいがん）良平さん、その

漫画を出版している出版社は小学館さんです。それから、

脚本は、山崎貴さんと古沢（こさわ）良太さんの 2 名の共

同脚本です。映画自体については、まず監督さんは、脚

本の担当者でもある山崎さんが監督、それからプロデュ

ーサーとして複数の方が存在しています。カメラマンとし

ては、柴崎幸三さん、美術は上條安里さんという方が担

当している、それから、音楽を担当しているのは佐藤直

紀さんであって、俳優さんとして、吉岡秀隆さんや堤真一

さんや小雪さん、堀北真希さん、薬師丸ひろ子さんとか

いろいろな方が出演されている、こういう映画な訳です。

この作品をまず映画館で公開して、その後、DVD・ブル

ーレイ商品を製造販売する、WOWOW で放送する、地

上波テレビで放送する、ネット配信する、そういう場合に

どういうことが行われるかと言いますと、原作者、脚本家、

音楽に関しては、この方々はクラシカル・オーサーです

から、それぞれの著作権者から許諾を得て、その人達に

対価を支払う、ということになります。これは、DVD・ブル

ーレイ商品については業界慣習上、小売価格の 1.75 パ

ーセントをそれぞれ原作者、脚本家、音楽の著作権者に

支払うことになっています。俳優に関してはどうかというと、

吉岡さん、堤さん達については、DVD 化に当たって改

めて許諾を得る必要はありません。この方々の権利につ

いてはワンチャンス主義が適用されているから、実演家

としての著作隣接権は当該映画の利用については働か

なくなっているので、俳優さんに関しては許諾を得る必

要はないし、別途対価が支払われることもありません。た

だし、出演契約において別段の定めがある場合には、も

ちろんその定めは有効ですから、著作権法上は、DVD

化に当たって出演者の許諾を得る必要はないけれども、

出演契約において、DVD化の際には別途お金を支払い

ます、というような契約になっているのでしたら、その契

約の効力に基づいて対価が支払われることになります。

ですが、特別の契約がない以上は、俳優さんには対価

が支払われない、ということになります。 

 次に監督さんですが、この映画では山崎さんが監督と

いうことになるのですが、監督さんについては先程著作

権がない、ということを申し上げました。監督はモダン・オ

ーサーであって、映画自体の著作権は映画製作者に帰

属しており、監督さんには著作権がありません。だから、

監督さんの許諾を得なくてDVDを出すことは出来ます。

従って、対価を支払う必要もないはずなのですけれども、

脚本家の方々には対価が支払われるのに監督さんに対

価が支払われないというのは、何となくバランスが良くな

いという感覚があり、かなり前に、日本映画製作者連盟と

監督協会とが取決めを致しまして、脚本家に支払ってい

る対価と同じだけの金額を監督にも支払いましょう、という

ことを団体間で取り決められました。勿論それは、団体間

の任意の取決めですから、その団体に属していない人

達には本来関係ない訳なのですけれども、そういう取決

めがなされてから、団体に属していない映画製作者と監

督さんの間でも、契約をするときに、DVD 化等の二次利

用に当たっては一定の金額を支払う、という契約をするこ

とが多くなっています。小さな映画の場合は違うのです

けれども、大きな商業映画の場合は監督さんにも対価を

支払うことが多いのです。しかし、それは監督さんに著作

権があることを前提にしている訳ではなく、著作権は映画

製作者に帰属しているのであって、監督さんには著作権

はない、なので、その対価は、著作権の使用料として支

払われているのではありません。映画製作者は、監督さ

んには映画製作時に監督報酬を支払っている訳ですが、

DVD 化するときには、その「追加報酬」という形で払って

います。だけど、その追加報酬の金額はいくらかというと、

一般的な実務では、脚本家に払っている著作権使用料

の金額と同じ、DVD商品の場合は小売価格の 1.75パー

セントというのが標準的ですけれども、それを監督さんに

も追加報酬として払っているのです。 

 映画の著作物のモダン・オーサーと呼ばれる人には、

監督以外の人達も居ます。プロデューサーとか、カメラマ

ンとか、美術監督さんとかがいらっしゃいますが、監督以

外のモダン・オーサーには、今申し上げた追加報酬は支

払われておりません。映画製作者は、原則通り、その

方々の許諾を得ずに DVD化し、かつ対価も支払ってい

ないのが一般です。 

 以上のような関係がございますので、では『ALWAYS

三丁目の夕日'64』を DVD 化するときには、特段の契約

がない限り、誰にどのような金額が支払われるかと言いま

すと、私はこの映画に全く関与しておらず、どういう契約

がなされているのか全く分かりませんが、業界標準的に

はこういう可能性が高いだろうと想像できることを申し上

げますと、西岸良平さんにはおそらく出版社である小学

館さん経由で著作権使用料が支払われます。それは

DVD商品の小売価格の 1.75パーセントでしょう。それか

ら、脚本家としての山崎貴さんと古沢良太さんには著作

権使用料が支払われ、それは2人合わせてDVD商品の

小売価格の 1.75%でしょう。山崎貴さんはこの映画の製

作に関与している白組という会社に所属していますので、

山崎貴さん個人に払われるのではなくて白組に支払わ

れるのかも知れません。古沢良太さんは、先程著作権等

管理事業者のことを申し上げましたが、脚本の著作権等

管理事業者である日本脚本家連盟に加盟しているので、
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古沢良太さんに払われる分は日本脚本家連盟に払われ

るのであろうと想像できます。そこは、私は想像でしかあ

りませんけれども。それから、監督としての山崎貴さんに

は著作権使用料ではなくて追加報酬という形で対価が支

払われるでしょう。勿論山崎貴さんは先程申しましたよう

に白組という会社に所属していますから、白組という会社

に払われるのかもしれません。それから、作曲家である

佐藤直紀さんについてはどうかというと、佐藤直紀さんの

作曲した『ALWAYS 三丁目の夕日'64』の BGM の権利

は、音楽出版社である日本テレビ音楽という会社を経由

して JASRACに信託されておりますので、JASRACに著

作権使用料が支払われます。JASRAC に支払われる金

額は、佐藤直紀さん以外の作品の部分も含めて、DVD

商品の小売価格の 1.75%であろう、ということになります。 

 

Ⅹ テレビ局製作のテレビドラマについて 

 

前田： 今、劇場用映画である『ALWAYS 三丁目の夕日

'64』を想定して、各種の権利のことを申し上げてきました。

劇場用映画を想定した場合には、先程申し上げました実

演家の権利についてワンチャンス主義が適用されます

ので、実演家に対してはDVD化等において対価が支払

われない、ということになります。しかし、ここで話をさらに

ややこしくするのですけれども、ワンチャンス主義は、テ

レビ局製作のテレビドラマについては適用されない、と

いうことになっています。テレビ局製作のテレビドラマも

映画の著作物でございます。従って、先程91条2項とい

う条文をご紹介しましたが、そこで規定している映画の著

作物の中にはテレビ局製作のテレビドラマも含まれる訳

です。それにもかかわらず、なぜテレビ局製作のテレビ

ドラマには、俳優の権利についてワンチャンス主義が適

用されないのか。91条2項は、「（録音・録画権）を有する

者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は

録画された実演については」と書いています。ということ

は、実演家が自分の実演が映画の著作物に「録音・録

画」されることを許諾した、ということをトリガーとしてワン

チャンス主義が適用される、ということになります。実は、

テレビ局製作のテレビドラマに関しては、俳優さんは自

分の実演が録音・録画されることを許諾している訳では

ない、と理解されています。 

 これは物凄いフィクションでして、テレビドラマというの

は当然、録画している訳です。録画して製作する訳で、

この点では劇場用映画と異ならない訳ですけれども、歴

史的な経緯がございまして、元々テレビ創世記にはテレ

ビドラマというのは生放送でやっていたのです。生放送

ですから、放送局は、実演家から放送の許諾だけ得てい

ました。放送局は実演家との契約で「あなたの実演を放

送しますよ」ということは許諾を取っているけれども、「録

音・録画しますよ」という許諾を取っていません。先程ワン

チャンス主義が適用されるというのは、録音・録画の許諾

があったものについて適用されて、その後実演家の権利

が働かなくなる、ということですから、そもそも録音・録画

の許諾がないとワンチャンス主義が適用されません。生

放送でテレビドラマをやっていた頃には、放送の許諾は

あるけれども録音・録画の許諾はない訳だから、ワンチャ

ンス主義が適用されない、ということになります。ここまで

は良いですよね。 

 でも、現代では、テレビドラマを生放送でやるということ

はほとんどあり得ません。ものすごく企画的にやるという

ことはあるかもしれませんが、テレビドラマは通常録画し

て作っている訳でありまして、実演家もそのことを当然の

前提として出演している訳ですから、録音・録画されるこ

とを許諾していない訳がない、というのが普通の考えに

なると思います。しかし、業界慣習上そういう理解はして

いません。確かにテレビドラマは録音・録画しているので

すけれども、それは実演家の許諾に基づいて録音・録画

しているのではなく、著作権法 93条 1項という条文に基

づいて録音・録画しており、93条1項には、「実演の放送

について・・・許諾を得た放送事業者は、その実演を放送

のために録音し、又は録画することができる」という条文

がございます。この条文に基づいて放送局は放送の許

諾さえ得れば、実演家から録音・録画の許諾を別途得な

くても、93条1項に基づいて録音・録画することが出来ま

す。テレビドラマについて、実際は録音・録画している訳

ですけれども、その録音・録画というのは実演家の許諾

に基づく録音・録画ではなくて、93条1項という法律に基

づいて録音・録画している、と理解されています。 

 そして、著作権法 63条 4項において、「著作物の放送

又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段

の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾

を含まないものとする」ということになっていて、この条項

が、103 条によって、実演の利用の許諾について準用さ

れています。その結果、実演家による放送の許諾は、契

約に別段の定めがない限り、録音・録画の許諾を包含し

ないことになります。録音・録画の許諾を含まないのだけ

れども、放送局は実際には 93条1項で録音・録画するこ

とができます。そうやってテレビドラマが製作されていま

す。そこで、著作権法 91条に戻りますと、ワンチャンス主

義が適用される、つまり、実演家の権利が働かなくなるト

リガーは、「許諾を得て映画の著作物において録音され、

又は録画され」ることです。しかし、テレビ局製作のテレ

ビドラマに関しては、93条1項に基づいて録音・録画され

ているのであって、実演家の許諾を得て録音・録画され

ている訳ではありません。このことから、91 条 2 項のワン

チャンス主義は適用されません。そうなるとどうなるかと

いうと、そのテレビドラマをDVD化するときには、実演家

の実演を録音・録画することにもなりますので、その時に

改めて実演家の許諾を得て対価を支払わなければいけ

ない、ということになります。 

 劇場用映画についてはワンチャンス主義が適用され、
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テレビ局製作のテレビドラマについてはワンチャンス主

義が適用されない、つまり、実演家としてはもう一度お金

を得ることができる、ということは、業界的にはかなり定着

しています。しかし、テレビドラマの中にはテレビ局が製

作するものもありますけれども、外部の製作会社が製作

するものもあります。映画会社が製作するものもあります

し、テレビ番組を製作することを専門としている会社も多

数あります。そういった所がテレビ局から発注を受けてテ

レビドラマをつくるとき、どちらのルールが適用されるの

か、ということについて争いがあります。製作者側は、放

送局が製作したものについてはワンチャンス主義が適用

されないけれども、放送局以外が製作したものはワンチ

ャンス主義が適用されるのだ、と考えるし、実演家の側は、

「いや、問題は放送番組かどうかであり、放送番組につ

いては、テレビ局が製作しようが、製作会社が製作しよう

が、実演家の権利は残っている」と考えています。ここは、

実務的には決着がついていない所でございます。 

 

Ⅺ 出版社の立場 

 

前田： その次に、先程『ALWAYS 三丁目の夕日'64』に

関しては、原作者は西岸良平さんですが、おそらく小学

館経由で著作権使用料が支払われるだろう、ということを

申し上げましたので、そのことを補足したいと思います。

西岸良平さんの漫画を小学館さんが『ビックコミックオリジ

ナル』に掲載して、コミックとしても小学館さんが発行して

いる訳ですけれども、これも私は当事者ではありません

から分かりませんが、想像するに漫画の著作権は出版社

である小学館には譲渡されていないと思います。漫画の

著作権は基本的には漫画家側が持っていますから、小

学館さんは原作の著作権者ではないと思われます。だ

けど、これも想像ですけれども、映画を製作するときに映

画製作の中心になっているのは日本テレビさんでしょう

が、日本テレビさんがこの映画を作ろうとしたときに、西

岸さんと直接契約するということは、おそらく実務的には

あまりなくて、小学館さんと契約をしている可能性が高い

と想像できます。小学館さんは『三丁目の夕日』の著作権

者ではないのだけれども、ではどういった立場でそういう

契約を締結しているのか、小学館さんは出版をしている

訳ですけれども、出版社はどういう権利を取得して出版

をしているかというと、出版権という権利の設定を受けて

出版を行っている、というのが普通です。 

 出版権というものはどういうものか、ということなのです

が、これは、制限物権です。所有権に対する地上権とか、

地役権に相当する権利でありまして、所有権者は、制限

物権の設定が出来ますね。制限物権の中には、抵当権・

質権のような担保物権と、地上権、地役権などのような、

一定の目的のために使用収益する用益物権とがあります

が、出版権は、この内の用益物権に相当する権利です。

著作者は著作権の内の 1つである複製権を持っており、

その中の一部である、頒布の目的をもって原作のまま印

刷その他の機械的または化学的方法により文書または

図画として複製する権利を、用益物権として出版を引き

受ける者に設定することができる。これが出版権です。こ

れも物権ですから、対世効があるということになります。

ただ、ここで注意をしていただきたいのは、レコード製作

者の権利とは違うのです。レコード製作者の権利は、著

作権とは無関係にレコード製作者に与えられる著作隣接

権であり、作詞・作曲家の著作権の一部がレコード製作

者に移転するという訳ではありません。作詞・作曲家の権

利はそのまま丸ごと存在しており、その作詞・作曲家の権

利を利用してレコードを製作するときには、実演家の権

利とレコード製作者の権利がそれぞれ別個に発生してい

ます。これらの権利があることによって、著作権の方が凹

んでいる訳ではない、というのが、先程ご紹介した 90 条

も明記するところです。これに対して出版権という権利は

そうではなくて、制限物権であって、複製権の一部が出

版権に移転するというのは正確ではないかも知れません

が、出版権を設定することによって、著作権の内の複製

権が凹んでいるという関係になります。 

 出版権というのは文書または図画として原作のまま印

刷等することについての権利ですから、コミックとして発

行することは出版権の対象になりますけれども、コミック

を原作として映画化することは、出版権の中身を構成し

ている訳ではありません。では、その映画化を映画製作

者に許諾する権利は誰にあるか、というと、西岸良平さん

にあるはず、ということになります。しかし、おそらくは、西

岸良平さんと小学館さんとの間では特約があって、出版

権の設定とは別に、この漫画を映画化するとか、そのよう

な様々な形で二次利用するときの窓口、許諾をする窓口

を小学館が担当します、というような趣旨の契約があるの

だろうと想像できます。それが一般的です。その契約に

基づいて小学館さんは、本来は代理的だと思うのですけ

れども、自己の名で映画化を許諾する、ということが行わ

れています。だけれども、それは小学館さん固有の権利

に基づいている分けではなくて、あくまで外部に二次利

用を許諾する窓口となることを著作者から委託されてい

るので、そういうことを行っているのです。 

 

Ⅻ 質疑応答 

 

前田： 大体重要な所は話し終えたと思いますので、後

は、皆さんからご質問をいただいてお答えする時間にし

たいと思いますが、ご質問のある方は？はい、どうぞ。 

学生Ａ： 本日は貴重な講演ありがとうございました。講

義の中で映画の使用に関して、例えば実演家各人に対

して著作隣接権を認めてしまいますと、映画の使用の際

に一々許可を得なければならないので不便だ、という話

があったと思います。実際、著作権を考える際に、著作

物を自由に使えるために、どれほど配慮すればいいか、
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というのを立法のときとか、実際の運用のときにどれほど

考慮しながら運用されているのですか。 

前田： 先程ワンチャンス主義を説明するときに、今もご

指摘がありましたように、実際の利用のときに多数の俳優

さんが権利を持っていると円滑な利用が進まなくなるから、

という立法理由を申し上げたのですが、こういう立法がな

くても、実は契約をすれば良いのですね。立法がどうで

あれ、契約で、映画製作者の判断で自由に二次利用が

出来ます。定めておけば、それに基づいて二次利用が

円滑に出来ます。クラシカル・オーサーについては、

一々権利者の許諾が必要だ、ということを申し上げました

が、これも最初の時点で契約をしていて、DVD 化などの

二次利用が可能であることを定めておけば良いのです。

DVD 化をノーと言われてしまったら、映画製作というの

は破綻してしまうのです。ですから、実際には、最初の契

約時にDVD化についても包括的に許諾すると定めてい

ますので、あまり問題は起きないのですね。おっしゃる

通り、立法で対応するのか、契約で対応するのかという

問題があって、立法は実はどうでもよいと言えばどうでも

よくて、立法がどういうものであっても、円滑な利用を実

現したいと思ったら、映画製作者はちゃんと契約をすれ

ば済む話なのです。だけれども、実は、日本の映画界で

はある時期まであまり契約書を作らないという慣行がござ

いまして、そのために色々トラブルが起きたということもあ

りましたので、契約書がなくても、法律の定めにより、円

滑な利用が出来るようにしておく必要は、なおあるように

思います。 

 かなり昔のテレビドラマを今DVDとして商品にしたい、

あるいは、映像配信をしたい、と思うことがあります。イン

ターネット配信が増えてきましたので、かなり昔のコンテ

ンツも配信したいと思うことがある訳ですけれども、昔は、

二次利用は考えていなかったから、二次利用に関する契

約の定めは無く、だから、今、映像配信しようと思ったとき

には、テレビ局製作のテレビドラマであったら昔の出演

者を捜して歩かないといけない状態です。そうして、全員

の OK が取れないと配信が出来ない、という現象が生じ

ていて、それが日本のテレビコンテンツを映像配信で利

用することの妨げになっている 1 つの事情ではないか、

と言われることもあります。 

 特に海外に日本のテレビドラマを売り込んでいこうとす

るとき、日本のコンテンツは今、競争力が弱い状況にな

っていまして、それは、作品自体に力がなければ弱くて

も仕方がないのですけれども、実演家の権利とか、色々

な権利をクリアしないと海外に売り込みに行けないという

ことが、日本のコンテンツの競争力の弱さの1つになって

いるのではないか、という指摘もございます。 

学生Ｂ： お話、ありがとうございました。すごく興味があ

って質問したいことなのですけれども、弁護士の方々は

映画の著作権に関してどのように関われるのでしょうか。

訴訟だったら、どちらのポジションにつき易いとか、そう

いう話に興味があるのと、後デジタルリマスターって最近

よくあるのですけれども、あれに関してもやはり著作権が

発生するのか、それをお聞きしたいと思います。 

前田： 分かりました。簡単な方からご説明します（笑）。

デジタルリマスタリングしたことによって、新たな著作権の

発生になるかどうかという問題がございます。一般的に

は、リマスタリングしたことによっては、新たに著作権は発

生していないと理解されていると思います。それは、ある

意味で非常に困ったことであり、例えば、既に著作権が

切れている映画をリマスタリングして商品化する投資をし

たいと思っても、デジタルリマスタリングしたものについ

て新たに著作権が発生しないとなると、元の著作権はもう

保護期間満了になっておりますから、デジタルリマスタリ

ングして世に出したら、独占権がなく、第三者が自由にコ

ピー出来ることになってしまいます。それでは、デジタル

リマスタリングへの投資が進まないという現象が生じてし

まうので、私は非常に大きな問題と思います。だから、デ

ジタルリマスタリングをした人の投資の回収を可能とする

ような法制度が必要で、著作権ほどの長い期間は必要あ

りませんけれども、デジタルリマスタリングをした人に一

定期間はその成果物についての独占権を認めるべきだ

と私は思うのです。しかし、現行法上、デジタルリマスタリ

ングをしたからといって新たな著作権の発生はない、と

いう理解の方が通常かな、と思います。 

学生Ｂ： では、著作権者の方と契約をして。 

前田： もちろん著作権者がいれば著作権者と契約をし

てデジタルリマスタリングする訳ですが、その場合には、

元の著作権が生きているので、それに基づいて第三者

の無断利用は排除できますから、まだ良いのですけれど

も、元の著作権が保護期間満了になって消滅している場

合は非常に困るという現象が生じます。 

 それから、弁護士がどういう役割を演じているか、という

ことなのですが、弁護士というのは依頼者から相談を受

ける立場なので、依頼者が映画製作者であるならば映画

製作者の立場に立って考えますし、そうでない人から相

談を受ければ、その立場で考えるということになります。

映画の製作に深く関与して、プロデューサーのような業

務をやっている弁護士も中にはいらっしゃいますけれど

も、私のような通常の弁護士は、依頼者から受けた相談

について考えているというのが通常です。私のクライアン

トには映画製作者もいれば、レコード製作者もいれば、

出版社もありますから、ある時には映画製作者の立場で

考えるし、ある時には映画製作者に許諾する出版社やレ

コード製作者の立場で考えていることもありますし、それ

は依頼者によりけりです。依頼者の立場で考えるというの

が基本的には弁護士の関わり方かな、と。 

学生Ｂ： 訴訟を担当する弁護士とか、契約をする弁護

士等の役割分担はあるのでしょうか。 

前田： 基本的には、人によりけりだと思いますけれども、

私のような場合は、顧問契約のある会社から相談を受け
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ることが一般的なので、その会社の映画製作の過程にお

いて契約交渉が必要であれば契約書を見るし、何かトラ

ブルが起こったら私は代理人として交渉に行くこともある

し、訴訟になったら訴訟代理人になる、というような関わり

方で、人によっては訴訟専門とか、交渉専門という人が

いるのかもしれませんが、日本ではそこまで分化してい

なくて、その会社のことについては契約交渉であっても、

訴訟であっても何でもやる、というのが一般的に多いの

ではないかと思います。 

 他にいかがでしょうか。では、ちょうど時間となりました

ので、私の今日の講義はここで終わりたいと思います。

ご清聴ありがとうございました（拍手）。 
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第６回 文藝著作物を巡る諸問題 
 

ゲスト講師：長尾 玲子（日本文藝家協会） 

講師：富岡 英次（弁護士・早稲田大学大学院客員教授） 
 

 

Ⅰ はじめに（富岡） 

Ⅱ 講演 

１ 講師紹介（富岡） 

２ 講演（長尾） 

 (1) 瀬戸内寂聴氏の近況 

 (2) 映画のリメイク 

 (3) 童話の続編 

 (4) 新聞記事の掲載 

 (5) 自治体による改変要求 

 (6) 入試問題への利用 

 (7) 学校教育における利用の拡大解釈 

 (8) 作家にとっての「改変」の意味 

 ３ 質疑応答 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

富岡： 時間になりましたので始めます。私が早稲田の方

のロースクールの客員教授で本業は弁護士の富岡です。

毎年のことになりますが、私は日本文藝家協会に関与し

ている関係で、常にクリエイターの側、特に文藝著作物

のクリエイターの側から、色々な問題を知っていただき、

その中で著作権というものを考えていただくという講義を

しています。 

 今は IT の盛んな時代になって、それに合わせて著作

権法も大分改正されていますけれども、著作権法は元々

が紙媒体の文芸著作物を念頭に置いて作られた法律に

なっています。ですから著作権法を理解するにはやはり

文芸著作物に基づく法の理解というのが一番手っ取り早

いと思うのです。 

 そういうことで、最近は色々な ITの問題は皆さんも耳に

することはあるでしょうけれども、却ってこういう典型的な

著作物についての問題はあまりご存じないでしょうから、

生の話は本日の講師の方が沢山ご存知ですからそれを

聞いていただきます。 

 

Ⅱ 講 演 

 

１ 講師紹介 

富岡： それで本日講演していただくのは日本文藝家協

会、正式には公益社団法人日本文藝家協会の著作権管

理部の著作権部長の長尾玲子さんです。長尾さんは本

当に色々なことをやられていて、主としてフリーランスで

お仕事をされていたのですが、高校の頃からずっと瀬戸

内寂聴さんの仕事を手伝って、2010 年までずっと寂聴さ

んの秘書をされていました。 

 ですから寂聴さんのことは何でも知っているという方で

すが、その間に色々なお仕事をされています。現在は寂

聴さんの秘書の仕事がお手隙になったので、文藝家協

会で著作権部長として日々、文芸著作物の問題を扱って

いらっしゃいます。では早速ですがお願いします。 

 

２ 講演 

(1) 瀬戸内寂聴氏の近況 

長尾： 始めましてこんにちは。ご紹介いただきました長

尾でございます。よろしくお願いいたします。 

 最初にその瀬戸内ですがついこの 15日に 90歳になり

ました。一昨日グランドオープンのパレスホテルで、本来

は去年 89 歳のときにするべきだった卒寿記念お誕生日

会を致しました。お父様お母様の、卒寿、還暦、喜寿は

数えでやるので 1 年前の年にお祝いするのが本当です。

余談でした。では始めます。 

 

(2) 映画のリメイク 

長尾： レジュメの事例 1、戦国時代にタイムスリップして

しまう映画、どこかで聞いたことがあると思っている方は

かなりの人です。リメイクを何回もされたものなのですが、

とんでもないことが起こっております。 

 タイムスリップの話は実は多くて、「コミック・タイムスリッ

プ・戦国時代」とウェブで検索するといくつも出てくる。で

も、微妙に変えてあって、女子高生が片桐且元の所に行

っちゃったとか、中学生が上杉謙信の所に行っちゃった

とかはあります。けれども、これはもろに自衛隊員が信長

の所に行っちゃったという話。元の話では、実は彼らは

信長には会っていないので、この作品はパクった訳では

ないというのが作者の主張なのですが、どう考えてもまる

でそっくりです。 

 しかも発行元の K 社のホームページを見ていただくと

分かりますが、何とかバーサス何とかかんとか自衛隊と大

見出しに出ている。しかるべき部長さんに抗議をしたとこ

ろ、「それは大変失礼致しました、善処致します」と謝罪さ

れました。ところが、4 年後に「続編今夏刊行」と、今、宣

伝しています。これは如何なものか、あまり事を荒立てた

くないけれども、怒り心頭という話になっております。 

 出版社は「コミックの原作者は、とても熱心な愛読者だ

ったので自然と似てしまうのです」とおっしゃるのですけ

れども、まだ出版業界には編集者というものが生き残っ

ておりまして、作家が書いている間に、公表するのに不

都合な箇所があれば、必ず編集者が「先生、これはマズ

イですよ」とアドバイスをすることが出来ます。特にコミッ

クの原作の場合は、原画を描く方と原作の方と編集者が

3 分の 1 ずつくらいで作っていますので、編集者にはか

なり責任があります。作品を書いているときのクリエイター

には、ライツのことなど、パーッと抜けていますので、そこ

は編集者がしっかりとしないといけないと思います。 
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 クリエイターという人達は、お金のこと、権利のこと、法

的なこと等、ほとんど全員が不得手、95％ぐらいの方はさ

っぱり分かっていないので、こういう事がよく起きます。 

 逆に、意図的に人のものを使ってしまう事件は、余程悪

質な作者でないとまずありません。 

 お気づきかとも思いますけれども、盗作事件が頻発す

る先生は決まった方です。意図的にやっていらっしゃる

のか、ご自分の事務所の誰かがやっちゃうのかどっちか

です。初めから盗作してやろうと思って書くというほど熱

心な方は多分いないと思います。 

 レジュメに書いてありませんけれども、パロディというよ

り盗作に近い事件で多いのは、テレビドラマのシナリオ

です。それも、サスペンスドラマによくある、売れない作

家が書いたものというのではなく、相当売れている大先

輩のものを、相当売れているシナリオライターがパクって

しまった、という事件が本当は多いです。ちょっと調べて

みるとすぐ分かることです。 

 法的にはどうなのかはご専門の先生方にお任せして、

進みます。 

 

(3) 童話の続編 

長尾： 次は、レジュメ 2、誰が見ても何の話だかすぐ分

かる童話の話です。 

 原作では赤ちゃんが人間と仲良くなって青ちゃんが居

なくなる。それをある切り絵作家の先生が、青ちゃんが人

間の町に行ったら、「あの青ちゃんが来た」といってもの

すごく虐められて可哀想になっているところに、今度は

赤ちゃんが助けに来てくれました、という続編を書いて、

それを切り絵にして、さらに、それを展覧会で展示をして、

グッズを作って売ってしまった事件がありました。 

 「それはまずいですよ」と言うと「いけませんか？」って

言うから、「いけません」とお答えしたら、「じゃあウサギに

変えたらどうでしょう。白ウサギと黒ウサギだったらどうな

のでしょう？」、「ウサギでも鬼でも話は同じなので、それ

はやっぱり問題です」と。 

 これは著作権者が作者のお嬢さんですけれども、グッ

ズと絵のラフのコンテを送ってもらいましたら、「いけませ

ん、の上に、こんな下手くそな絵は絶対に嫌だ」とおっし

ゃって厳重抗議でした。幸いなことに下手くそなのでグッ

ズはあまり売れませんでした。 

 こういうことは小説の世界ではあまり起きませんが、里

中満智子先生がおっしゃっていましたが、コミックの世界

では割とよくあることです。というのは、小さい頃からとて

も好きで、例えば里中先生のコミックを全部読んで覚えて

しまって夢もそれで出来ているという人が、自分も書き手

になったときに、ワザとやったのではないけれども、エピ

ソードを使ってしまった事件というのが結構起きているそ

うです。 

 それで、最初はワザとやったのではないけれども、勿

論プロが描いたプロのものなのでそこが当たります。そう

かこの手があったのか、と応募したら受賞して、ずっとそ

のやり方で描き続けたという人も結構います。けれども、

自分が描き手で名前が挙がると自分の作品でそれをや

られて、そうするとやられた痛みが分かります。そこで初

めて「著作権を侵害することが、こんなに痛いことなのか。

良くなかった」と思っている若いコミックのクリエイターの

方、アニメの作家の方が少なからず居ると聞きました。後

で申し上げますけれどもやられると痛い、有名だからい

いだろうとか、読んでやったからいいだろう、ではないの

です。 

 

(4) 新聞記事への掲載 

長尾： それから 3番目は大変著名な詩人の方ですけれ

ども、ヒントは後で調べてください。今年の12月末日で著

作権保護期間が切れます、そして校歌を沢山書いておら

れる。愛唱されている校歌の特集という新聞記事を某大

新聞社が作りまして、そこに校歌を掲載しました。併せて、

その著者の別の有名な詩も全部掲載しました。 

 これはビックリしまして、「掲載がもう終わって事後申請

でいいけれども、著作権の侵害に当ります」と申し上げた

ら「報道だから権利制限だ」と言われました。 

 けれども、ここが微妙なところです。ここでちょっとお考

えください。今日早稲田の正門の前で交通事故が起きま

した、というのは確かに報道です。けれども、予め 2～3

週間前から取材をして記事を揃えて出した文化面の記事

です。しかも連載なので、後で単行本化することが織込

み済みの連載記事の場合、これは一時的な報道と言え

るのかどうか、かなり難しいところです。スッタモンダの揚

げ句、1 カ月後に事後申請が某新聞社のライツから来ま

した。この詩人の詩は本当に人口に膾炙しているので、

頻繁にどこかで使われていて、月に 4回ぐらいこういう事

件が起きます。 

 今の新聞の話は、詩に限らず結構難しいです。新聞記

者で政治部、社会部の方はそうでもありませんが、後に

作家になるようなかなりの書き手の方が社説とかコラムを

書いていらっしゃいます。これは勿論社命で現職の社員

が書いている、あるいは署名記事です。それは誰に著作

権があるのか。会社を退職した後に、それが単行本にな

った場合、著作権はどこにあるのかが、よく問題になるの

で、ちょっとお考えいただきたい点です。 

 これは本当に結構揉めます。「これさえ読んでおけば

早稲田大学の国語はいけますよ」なんて予備校で言うよ

うな新聞の名文コラムがあります。そういう文章の著者は、

新聞記者である場合がほとんどです。 

 

(5) 自治体による改変要求 

長尾： 笑えるのは 4 番目です。これは現役で元気でい

らっしゃる、ご自分も朗読会をよくされている先生です。

その先生の詩がとても良い詩なので、これもよく使われま

す。ある製薬会社のグルコサミンコラーゲンの入った膝
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の痛みを緩和するというサプリメントで 4段組の新聞の大

きな広告を大きな広告会社が作りました。 

 サプリメントであることで、問題が生じました。サプリメン

トなので、その新聞を配布する地域の地方自治体に何か

出さなくてはいけない、これが東京都でした。東京都の

薬事課から「自分の足で歩けるっていいね、という部分が、

まるでこのサプリメントを飲んだら歩けるように薬効が謳

われているではないか。これは薬事法に抵触する。ここ

はカットしなければいけない」と指導が入ったのです。そ

れでどうしましょうということになって、広告を作った担当

者の若いデザイナーは「冗談じゃない、ふざけている」と

言いました。ところが東京都とケンカをしたくない大手広

告会社の上役は「カットしなさい」とおっしゃった。で、もう

会社辞めるの、上司に抗議するの、で大騒ぎになりまし

た。作者の詩人は「東京都という所は、確かトップとセカ

ンドは作家だったはずだから、薬事課ではなく、トップか

らダウンで『あほ』か、と言いなさい」と言われたのですが、

「ちょっとそれは、そのままは伝えられません」と申し上げ

ると、「じゃあ、東京都の職員に対して、著作権教育の日

を設けて出張って著作権教育をしてこい」と言って怒られ

ましたが、そうしている間もやっぱり広告代理店さんはお

金が入らないと困るので、「分かった。東京都では配らな

い。東京都以外の全国紙でその広告を出す」ということに

なり、東京都の薬事課がいかに分からず屋かということを

全国に拡げるという結果になりました。 

 でもこれは東京都に限らず後でも申し上げますが、地

方公共団体の著作権に対する心構えというか不徹底さは

凄いものがありまして、著作権教育を学校現場だけでは

なくてそういう所にも行かなければいけないと思っていま

す。著作権教育を今は小中高で致します。けれども、現

場の先生は実はどう教えていいかが分からない、やった

ことが無いからです。子どもの方がよく知っています。

時々呼ばれて行きます。もっと呼ばれた方がいいと思い

ます。 

 

(6) 入試問題への利用 

長尾： その教育現場の話です。例えば、皆さんが難関

早稲田大学をお受けになった入試問題はご存知のよう

に事前の許諾の申請の必要がありません。入試をした後

に事後報告で問題を著者の先生にお送りしなければなり

ません。ここで色々なことがまず起こります。 

 ある地方の私立大学から来た入試問題報告見て、作家

が仰天しました。それで電話がかかってきまして、「あの

ね、本当に笑っちゃう事件があるのだよ、ちょっと言って

おくから聞いてくれる」と言って、もう抱腹絶倒しているよ

うで笑い転げていて何だか分からないのです。「どうなさ

いました」と言ったら、「僕の本を使ったって報告が来た

のだけれども、僕の文章じゃないのよ」「はあ？」、岩波文

庫で何とか先生の全集、全 5 巻の編者で解説は確かに

その抱腹絶倒の笑っていらっしゃる先生がお書きになっ

ている、だけれども入試に使われたのは本文の方なので、

著者はもうお亡くなりになっている某有名学者である、

「なんで僕の文章じゃないのに僕の所に来たのか調べて

くれる？」と言われて調べましたら、背表紙と一番後ろの

奥付の所に編者何々と書いてあります。その編者というと

ころを著者だと思い込んで、その大学は入試問題で権利

処理をしたつもりになっていたのです。 

 ご報告しましたら、「そんなことを言うと悪いけれども、こ

の程度のレベルの大学で使われるというのは入試ではこ

の文章は難し過ぎる。本の読み方の基本的な所が分か

っていない。一体誰が問題を作ったのだ」とその電話を

下さった先生がおっしゃったのですが、「尋ねてみます」

と、その大学に連絡しました。大学の方は仰天しまして先

生の方に平謝り。私の方には「実はこれは当校には入試

問題の国語の問題を作るほどの能力がある教師がおりま

せんので、入試問題を作っている会社に外注しておりま

す。今回の問題は外注先の能力が低かったためでした」

と言われました。入試問題を作れない教員しか居ない大

学の学生はお気の毒です。 

 そういう大学が結構あるということに、さらに驚きました。

後でも出ますが、入試問題は勿論許諾が要りません。で

すが、皆さんお使いになった早稲田大学過去問5年、10

年、過去問題集が必ず作られます。過去問題集というの

はご存知のように入試の傾向と対策をするものなので、

出た入試問題が必ず入っているのが原則です。そこでト

ラブルが発生します。 

 今の場合は直せばいいですけれども、これから申し上

げる場合はそうはいかなかった例です。これもある私立

の問題です。入試問題のときは、今のよりももっと酷いトラ

ブルがありました。とても論理的な非常に奥行きの深い

文章ですが、長文の真ん中に、大して難しい言葉ではな

いのですが、四文字熟語がありました。例えて言えば「八

面六臂の何とかかんとか」と書いてあったら、それを「大

活躍した」と変えてしまった。 

 ご存知でしょうか？教育現場は入試問題ではとても難

解なものを変えてしまってもそれは著作権の侵害には当

らないということがあります。これは著者の先生が「大学

入試だよ、中学入試、高校入試ならまあ仕方がないけれ

ども、大学入試だよ、受験生に対して無礼だろう」と怒りま

して。これは非常に失礼なそんなにレベルの低い大学

生しか欲しくないのかと大騒ぎになった。「もう終わっちゃ

った入試はいいよ、過去問作るときはそれを元に戻して

ね」って言われて大変失礼しました、ということになった

のですが、これも大学が作った問題ではなかったのです。

入試問題屋さんが作った問題を、その会社から過去問題

屋さんにデータで流してしまい、そのままウェブで出て、

さらにそのまま紙にして出版してしまった。これは出版差

止めになりました。当該年の、その国語の長文の所だけ

1ページ半ぐらい白紙になっていました。 

 ただそこの所を元に戻せばよかっただけなのに、しな
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かったので、かなりの損失と非常に不信感を抱かせる事

件でした。国語の学校ではないので、いいかもしれませ

んけれども、如何なものかと。 

 この先生は、結構勝手に使われたトラブルが多い先生

で、入試に使いやすい文章です。関西の方の一番大き

な地方自治体の公立高校入試問題で、やっぱり同じよう

なことがありました。それは即日ウェブにアップされまし

た。すぐ先生が自分で見つけて、すぐその教育委員会に

抗議をいたしました。 

 「どういう先生が入試問題をお作りになるとこういうことに

なるのか」と抗議をしたら、「それは守秘義務があるし個

人情報なので教えられない」と。「教育委員会というのは

原則学校の先生がやっているのではないか」とその先生

が抗議したら、すごく偉そうに「私は先月まで一番有名な

進学校の校長でした」と、その電話の担当者がおっしゃ

って、「じゃあ、あなたそういう問題についてはどうお考え

か」「入試だからいいでしょう」とおっしゃったので、「じゃ

あ入試はいい、その後過去問で出すのは如何なものか」

と言うと「うるさいね」と言われた。話にならないから担当

者を代われと言って何回代わってもだめで、「じゃあ、あ

なたたちの個人情報は保護されるのに、私の情報と私の

著作権の権利はどうなるのだ」と言ったら、「あなたは高

名な先生で公の公人だから何をされても仕方がないでし

ょう」と言われた。 

 それは某府で、そこに市がありますね、有名な市長さ

んがいらっしゃる。市の方はちゃんと権利処理する、市

長が彼になる前から。どうも府がいけない、現場の教育

委員会が最もダメです。ゴメンなさい、その府の出身の方

がいらっしゃったら。もしご親族がいらしたら、こういうこと

を言われたから気を付けてって言ってください。 

 公立高校の入試問題で必要と思える、さっきの話です

ね、ものすごく簡単な文章なのにそこを直してしまったが

ために、もっと分からなくなってしまった問題がありました。

入試で使われたのは第 4 章の真ん中辺だったとしましょ

う。同じような言い回しが第 3 章にあり、問題を作った方

は第3章の表現が好きだった。例えば「5月の陽射しが早

稲田の杜に映えて、ブラインドから木漏れ日が～」という

文章が好きだったのに、「ブラインドから射す光は白くて

向こうの方に緑が見える」と第 4 章に書いてあったとしま

す。第 3 章がその部分をこっちにくっ付けてしまった。と

ころがその文学的なとても素敵な文章は、第 4 章の話に

は全然合わない。 

 入試問題報告があった時点で作者が「そういうことは止

めてほしい」と抗議をしました。そうしたらその電話に出た

方が「でも、あなたの文章を切り貼りしただけなので何ら

問題はないと思います。こっちで勝手に直した文章では

ありません」と。「ではあるが、そこの部分のために僕が一

生懸命考えた書いた文章ではなくて、こっちの文章のた

めに僕が一生懸命考えた表現なので、やっぱりそれは

侵害されている」と、いくら抗議しても聞いてもらえず、担

当者がたらい回しで、これは 1 年ぐらいかかってまだ全

然結論が出ていません。やっぱり某教育委員会です。 

 

(7) 学校教育における利用の拡大解釈 

長尾： こちらは法科大学院なので教員になられる方は

少ないと思いますが、学校の先生には、勿論とてもクオリ

ティの高い先生もいらっしゃいます。またとても低い先生

は関係ないのですが、真ん中辺の所が一番ややこしい

のです。著作権法の第35条第1項、2項辺りに教育現場

の著作権の利用は侵害に当らないということを、拡大解

釈していらっしゃることが多いです。ある先生の作った教

材が大変良いからといって、隣のクラスの担任がこれを

持って行って使っちゃいけないのです。 

 もっと拡大解釈があります。自治体によっては教育委員

会が教育、博物館とか何とか歴史公民館です、とかを主

宰しています。そこで「市民のための文学散歩」、「回っ

てみよううちの歴史」なんて小冊子を作ります。そこに著

名な先生方の小説から取ってきて、心から皆のためにと

思い込んでいらっしゃるボランティアの方に教育し、ボラ

ンティアの方がずっと朗読しながら町を歩いている、これ

は教育目的なので著作権の侵害には当らないとおっし

ゃる方が圧倒的多数です。 

 たまたま旅行に出かけた著者が郷土史博物館に行った

ら、許諾した覚えのない自分の文章がダーッと出ていて、

のみならず誰かが朗読した音声が流れていた。ご本人

から「抗議してほしい」という連絡が結構あります。これは

教育には当りませんという話が皆さん分からないので、も

しそんなことを見つけたら「法律上こうだからいけない。

ちゃんと許諾をもらってください」と一言お口添えください。

金額にして大したお金は掛かりません。公的な機関が出

す無料配布でしたら 2,100 円ぐらいです。でもこの間あり

ましたのは、東京都の南の方の大きな区ですけれども、

「今年の予算に乗せてなかったから、その2,100円がどこ

からも払えない。来年払います、と区長が言いました」と。

ご連絡しましたら、著者から電話がかかってきて、「でも

あれは重版で 3 刷りなのだけれども過去の分はどうなる

の？」。かなり前から印刷されていました。「それは訴追し

ません。以後お気を付けください」と言っている間に、人

事異動があり、話をしていた担当者が居なくなった。新し

く来た方に、初めから説明しなくてはならないのです。 

 ご存知ですか、お役所って2年ごとに人事異動がありま

す。しかも、どういう訳か不都合なことは申送りがされませ

ん。せっかく積み上げて、10分かって欲しいけれども4ぐ

らい分かってくれたかなと思っているとマイナス 15ぐらい

で戻って来るという。ここからまた 4 ぐらいの所に来るとま

た人が変わる、これの繰り返しです。他のことでも大抵そ

うですよ。お気を付けください。お役所の人と話をすると

きは電話はダメです。言質を取ることです。メールでもい

いから書いた形で残す。面談で来た時には、ご担当の

お名前は確認することです。「ああ池田さんですね」とち
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ゃんと覚える、「ちょっと書かせていただきます」と書類の

片隅にメモをすると、急に顔色が変わって、「上の者を呼

んで参ります」と必ずおっしゃいます。 

 名刺を交換出来たら、その場で名刺に書く、今日何々

の話で来ました、と。そうすると必ずちゃんと対応をしてく

ださいます。 

 

(8) 作家にとっての「改変」の意味 

長尾： 著作権を守ることにつきまして、文藝家協会の場

合ですと小説、詩人、歌人、俳人、エッセイスト、翻訳家

の先生たちが著作権を侵害されてパロディ化された、も

しくは無許可で使われた場合、一般の方は「いいじゃな

いの、うるさいこと言わなくても」と思われがちです。けれ

ども、どういう気持ちになられるかと言うと、例えばさっき

申し上げた「白い光が射して」とするのか、「木漏れ日に

映えている」のかと、そこの所だけで、多分原稿用紙 10

枚ぐらい、そこだけ書いて捨てているとか、ずーっとワー

プロの前にいて「もうダメだ」と煮つまってしまって書斎か

ら出て、どこか散歩に行くとか、スタバに行くとか、スタバ

はちょっと今日乗りが悪いからタリーズに変えようとか、思

って紡ぎ出しています。その折角紡ぎ出した「白い光」と

いう言葉を、勝手に使われると、どういう気持ちかと言うと、

とても高級な旅館でピカピカに磨かれた白木の廊下の上

をドロドロの作業靴でバタバタ歩かれた、拭けばいいじゃ

ないって言われても、いくら拭いても何となく前のように

は綺麗に落ちない、そういう風に作品が傷付けられた、と

いう感じらしいです。 

 一生懸命守り育ててきた自分の子に擦り傷でも付くと嫌

ですよね。小さい子がケガすると、とても悲しくなります。

本人より親の方が悲しくなります。そういう感じだと、おっ

しゃる作家もいらっしゃいます。本は売れるのが良いで

すし、俳句を皆が読んでくれるのは良いことなのだけれ

ども、ワザと間違って、悪意にパロディを作るということは、

そこの家のお子さんを故意に傷付けるのと同じくらいの

痛みが作り手にあります。 

 大体クリエイター、文芸家は僻みっぽい人が多いです。

忘れません、傷付けられたことは。ずっと忘れないで、

「あそこの新聞社には頼まれても絶対書かない」とか、

「早稲田のあそこの文化祭のあの日あの時の立て看板が

嫌だったから早稲田には絶対行かない。謝ってもダメ」と

いう人が結構います。気を付けましょう、恨みを買うと怖

いのはクリエイターと文芸家です。 

 明るく見える人に限って非常に僻みっぽいです。「ちょ

っと前の話なのだけれどもね」と言って 38 年前ぐらいの

ちょっとトゲが刺さったぐらいのことを、五寸釘を打ち込ま

れたみたいにずっと恨みに思っています。 

 

３ 質疑応答 

長尾： 何かご質問が？実は僕もこんなことされて嫌だと

か、今だから告白する、やってしまったこと。ブログなん

かでよくやっちゃいます。ありませんか？ 

富岡： じゃあちょっと学生に色々と聞きながらまた話をし

てください。 

長尾： ちょっと、色々な話が出ましたけれども、ちょっと

皆さんの意見をまず聞きたいと思うのだけれども、一番の

映画のリメイク、後から作られたのはタイムスリップしたこ

れは自衛隊員 1 人ですね。前のヤツは、部隊ごとタイム

スリップしちゃうのですが、後のヤツは自衛隊員 1人がス

リップ。行くところも、後のヤツは、信長。前のヤツは上杉

謙信。確かそういう話だったのですが、そういうコミックの

原作を変えてコミックを書かされました。 

富岡： じゃあ、この後からリメイクのコミックの原作を書い

たのが、これは著作権侵害に該当するだろうと思う人、手

を挙げて。15人ね。じゃあこれは侵害に該当しないという

人。13 人、結構いるね。そうすると全員という訳じゃない

ので、それはもうちょっと具体的な事案によるとか、そうい

う都合の良い意見の人、いない？  

長尾： それは別に著作権の侵害ではないとお考えの方

はまず一つ、小隊が行ったのをパクったのではなくて 1

人だから違う、上杉謙信と会っていて、そっちの原作に

は信長が居ないからこっちは信長だけだから大丈夫とい

うことなのでしょうか？ 

 NGじゃないと思われた方どなたか？OKだと思った根

拠を、今後のために教えていただけますか？Aさん。 

学生Ａ： 先程おっしゃられたのですけれども、タイムスリ

ップネタはそもそも多い。それだったら確かにこの事案を

見ると熱心なファンだったということで、明らかに元のもの

を知っていてパクったという気もしますけれども、それで

もネタとしてはあっておかしくないものだから宜しかろうと

いう感じで考えています。 

長尾： 残り 18人も右に同じですか？ 

富岡： 論拠を聞いてみましょう。 

長尾： 論拠、じゃあBさん。 

学生Ｂ： タイムスリップするという元を題材に、その文章

でどういう風に言葉を選んで物語を作るか、というアイデ

アじゃなくて、表現が著作権法の対象であって、今度は

信長に会いに行ってという部分だと著作権保護の対象に

なる表現にはなっていないのではないかなと思います。 

富岡： アイデアですよね？ 

学生Ｂ： はい。実際この小説でどういう風に表れている

のかよく分からないので、こういうこの事案みたいなもの

ではまだアイデアに過ぎない、のじゃないかな、と私は

思うのです。 

富岡： 戦国時代にタイムスリップするみたいなものはア

イデアだから、そもそもそういうものに著作物性は認めら

れない？ 

学生Ｂ： どちらかというとそんな感じです。 

富岡： そうすると、アイデアと表現って一体どこで区別

するのだろう？Cさん。 

学生Ｃ： ちょっと一言では言えません。 
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富岡： じゃあ、例えば具体的な表現だけが保護を受け

るのだとしたら、同じ意味なのだけれども、ほんのちょっ

とした言葉だけいくつか置きかえれば、表現が違っちゃ

うということで、ストーリーや何か全部同じでも、複製権の

侵害にも翻案権侵害にも、要するに著作権侵害にはなら

ないという風になるということでしょうか？ 

学生Ｃ： そう言われると表現を変えることになって…。 

長尾： 例えば、テレビドラマの場合、大変古いけれども

非常に大衆的な小編があるとしましょう。菊池寛さんという

大衆小説作家の方がいました、文藝家協会を作った方で

すが、文藝春秋社の社長です。 

 この人の小説が何故か昼ドラによくなります。今でもなり

ます。韓国、台湾でもよくなります。古くならない不倫ネタ

とか、古くならないお兄ちゃんネタとかそういうのも多い

ので、美しい姉妹が必ず出て来るとか、やたら金持ちだ

とか真似しやすいプロットです。 

 だけれども、それをそのまま 21 世紀のソウルや台北や

東京の白金では使えないので話を変えます。美しい姉

妹の話を美しい兄弟の話に直しています。今の 2人の話

だとこれはアイデアをいただき、だから別に著作権の侵

害には当たっていないハズですが、これは原作使用の

申請がちゃんと海外から来ています。 

 その原作ありきで、ただ登場人物と今設定だけを変え

たい、登場人物と設定を変えると、もちろんパソコンがな

かった頃の小説なのに、インターネットで皆さん連絡を取

る、携帯を使っているのですが、やっぱり原作使用の申

請が来ます。アイデアがどこまでアイデアで、どこまでが

表現かというとかなり難しいですけれども、一般的な社会

で一番いい加減だと言われるテレビ業界の人でもそこは

それぐらいなのだと、それが大人の社会というものでもあ

ります。勝手に使っちゃうのも大人ですけれども。 

 アイデアがどこまでか、アイデアだったら良いじゃない

というのだったら、色々なこういうものも特許というものが、

特許ってアイデアですよね？製品化されていなくても特

許だけで食っている人も結構いて、それをちゃんと特許

を取っちゃえば自分は作れなくても例えば「はやぶさ」、

あれは誰か特許を取っていたらあれはその人に本当に

払ってやらないと、あのレンズは使えないとか、このネジ

は使えないとかそういうことです。 

 アイデアだから良いじゃない、ということとはちょっと違う

ことが本当にあるみたいです。それがボールペンだとか

ネジなら目に見えて分かるけれども、言葉だと難しいで

す。けれども原作使用とは、そういう風に使われますので、

この場合も言っちゃったからここだけの話、「H 作『SG 自

衛隊』より」と、一言どこかに書いてあればよっぽど酷いこ

としない限り、何をしても大体著作権者の方は怒らないで

す。読んでくれてありがとう、になる。アイデアいただきで

もいいと思います。そういうことじゃないのか、と著作者側

としては皆思っています。 

富岡： そこら辺の所を、何か例えばアイデアと表現をど

ういう風に区別したらいいのではないかという人、居ませ

んか？自分はこう思う、と。 

 皆さんが最初に著作権法を始めると、機械的に、アイ

デアと表現の二分説というのを、これを叩き込まれるとい

う、これは一番大事なことなのです。先程の特許か何か

の場合は法律上アイデアを保護するということになってく

る、技術的な思想を保護すると。だけど、著作権法の場

合は表現を保護するということになっていて、確かにアイ

デアを保護しないというのは昔からそういう考え方、国際

的にもそういうように考えられてきています。 

 それじゃあ皆さん、例えば私のレジュメでもいいけれど

も、英語に翻訳しますね。それを勝手に翻訳して出版さ

れることについて私は文句を言えないでしょうか？言葉

が日本語から英語に全部変わっちゃっている、全部言語

が変わっちゃって表現が変わっちゃっているのに、私は

なんか言えるのでしょうか？ 

学生Ｄ： 翻訳権の侵害と思います。 

富岡： 翻訳権という著作権ですね。そうすると、アイデア

を保護するのですか、翻訳権は？ 

学生Ｄ： 表現を保護していると思います。 

富岡： その場合の表現って何だろう？具体的な言語じ

ゃない訳ね。単語ではない訳ね。語の順番でもない訳で

しょう？そうすると表現って一体何だろう。翻案だとかいう

のはそうですね。脚本から演劇にする場合だってそうで

しょう？それから文芸作品から脚本化する場合だって具

体的な表現が本当に違っている訳でしょう？ 

 それでも翻案権侵害という風に言う訳でしょう。そういう

ものを翻案という訳ですね、それを勝手にやられたら堪

らないですね。 

 それなのに、さっき言った表現とアイデアで割り切ろうと

するって、どういう風に考えるのだろうね？意外に最も基

本的なアイデアと表現で、アイデアは保護しないという風

に皆さん最初に習うのだけれども、その肝心な所が中々

分からないのです、それは。実際難しいのですね、それ

で争いになるのですけど。 

 色々勉強していただく必要があると思うのだけれども、

例えば同じ表現っていっても学者というか、人によっては

「具体的な表現」と「抽象的な表現」の 2つに分けるとして

います。具体的な表現が同じであれば侵害に決まってい

ますけれども、著作権が保護するのは具体的表現だけじ

ゃない、抽象的な表現も保護するのだという考え方なの

です。 

 だけど抽象的な表現って、一体どこまでなのだっていう

のは、本当は分からないのですよ。今の映画のリメイクの

事案なんかでも、具体的にストーリーが同じ、でもどのぐ

らい同じなのか、一つは自衛隊員という要素は結構大き

いですよね？それがタイムスリップした先の時代設定、

戦国時代といっても色々ある訳だから、そのどの辺りにタ

イムスリップしたのか、というようなことを実際に見ていく。 

 単に抽象的な所を比較しても、それはアイデアをパク
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ったに過ぎない、と言われるのは当然ですけれども、更

に具体的によく見ていくと結構難しくなっていきます。 

 結論的には、私が思うのは、何を保護すべきか、何を

保護して欲しいか、という点に着目せざるを得ないだろう

ということです。つまり創作性との関係で問題とせざるを

得ないだろうということです。 

 だけど前代未聞のストーリーだったという場合に、そう

いうものを真似た場合というのは一体どうだろうか、それ

でも単なるアイデアなのだろうということだけれども、その

アイデアをどういう風に表現してそのストーリーを作った

のか、そのアイデアのストーリーとしての表現方法には、

どれぐらい創作性があるのかという見方をすると、ストーリ

ー自体に創作性が得られる場合もあるだろうと、そういう

ことです。 

 ですから何を保護しようとするか、何を著作権法上の保

護対象として争うのか、という所によって違ってくるという

ことはあるだろうと思います。つまりどこを選択して侵害、

どこが似ているから侵害だという所の主張の仕方によっ

て変わってくるというところがあります。 

 だから、私なんかも勉強させてもらっているのは、小説

等における創作的な表現とは何か、あるいはその類似と

はどういうものかとか、最高裁の基準のように表現上の本

質的な特徴を直接的に感得できるかどうかというような、

そういう基準を考えていく場合に、例えば小説というのは

一体どういう工夫によって作られていくのかということを知

らなければいけません。 

 まず作家は小説をどう組み上げていくのかというところ、

そういう中で創作性が生まれていく訳だから、それをやっ

ぱり勉強して、裁判であればそれを立証して裁判官に分

からせなければいけないのではないかと思います。 

 聞いていくと、色々な概念が小説等の創作について、

ある訳ですが、それは長尾さんなんかに聞かなければ

分からない所があるのですけれども、まず結構大事なの

は最初に小説や何かを作る場合に考えるのは、テーマ

だとかストーリーだとかプロットだとか色々言う人も居るの

だけれども、結構大事なのはまずキャラクターだっていう

のがあったりします。まずキャラクターを決めるという。 

 そういう風なキャラクターがあって、それを持ったエピソ

ードがあって、エピソードを繋いでいく筋書きというのが

出てくる、そういう作り方とか色々な作り方がある訳です。

そうだとすると、やっぱりそのキャラクターなんかも非常

に重要なのです。だから、そこら辺もきちんと著作物によ

って研究していく…。 

 音楽も、判決中には非常にそこらを分析しているのもあ

るのですけれども、どういうところに創作性が表れるかと

いうのは一つずつ立証して研究していかなければいけ

ない、そういう問題があるという風に思います。 

 ちょっと最初だから私の方はそういう所でコメントしてみ

ました。どうですか？寂聴先生の小説については。 

長尾： 瀬戸内の秘書の傍ら、速記者として仕事をしてい

た時期があります。速記者というか、速記って色々ありま

して、口述で為さる先生もいらっしゃる。そういうお手伝い

をしていました。やっぱり書きたいというテーマがお有り

になって書き始めるのですけれども、キャラクターありき

ですね。書き始めると、大体新聞連作だとすると第1回を

書くために大体皆 2週間から 1カ月かかるのです、その

たった3枚に。そのたった3枚を書くと、後はキャラクター

が―どなたも同じことをおっしゃいますが―キャラクター

が勝手に動き出す、自分が作っている訳ではないセリフ

を喋り、自分が考えたのではないエピソードが生まれると。

キャラクターが勝手に動き出して、だけどこういうテーマ

を書きたいなというのは自分の中にあって、その中では

よく動くのだけれども、まさかこんな結末になるとは思わ

なかった、ということがよくあります。なので、キャラクター

をパクっちゃったからキャラクターはアイデア、アイデア

ですけどちょっと違うのです。 

 分からなくならないように、大抵の作家の先生は「池田

くん」、「磯野さん」と名前を机の上に書いて貼っておいて、

この人は眼鏡をかけていて髪の毛が長かったと。ある日

髪を切った、いつ切ったと書いておく、何故なら、連載小

説なので書いておかないと辻褄が合わなくなるのです。 

 何本も同時に連載していた作家がいました。FAX で原

稿を送ってホッとしたところへ、「先生、3 日前にその人、

交通事故で死にました」と編集者が電話してきた、急に回

想シーンに変えなきゃいけなくなった。我々は出来たも

のを完成品として見ている、そこまでの血と汗で滲んだ

所が分からないので、キレイキレイで見ちゃって、ちょっ

とキレイ事の議論になりますけれども、もうちょっと大事に

してあげたいなと。 

富岡： 今キャラクターの話が出たので、先の続編を作ら

れるという話でしたね。続編というのはキャラクターをま

ず同じにする訳です。この場合にこの文芸の著作物で同

じキャラクターですね。例えばオリジナルな自衛隊のタイ

ムスリップする小説で、例えば加藤隊員、池田隊員という

のが 2人でやっているとします。 

 その加藤、池田隊員のキャラクターをそのまま使ってそ

の 2 人だけが生き残ったという形で続編を仮に作ったと

いう場合はその続編というのは著作権侵害になるだろう

か、なると思う人？ 

 18人かな。ならないと思う人？ハッキリならないと思うの

は 5人か、6人。どうもなるという人の方が多いですね。じ

ゃあ、なるという人の論拠は？ 

学生Ｅ： 私はなると思います。正にその作家が血の滲

むような思いをして生み出したキャラクターやストーリー

設定、また時代をその後変えたとしてもその根底にある

部分をそのまま使用していますから、作品の魂がそのま

ま使われていますから。 

富岡： じゃあ、ならないっていう人は？ 

学生Ｆ： 作家の方がそのキャラクターにすごい思い入

れを入れるっていうのは、すごく分かるのですけれども、
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そこに先生がおっしゃっているように具体的な表現として

そこまで強い表現が認められるのか、キャラクター自身

が著作物というのはどうだろうか、と。 

富岡： キャラクターについての裁判例は皆知っている

のではないのですか？今の主要な裁判例、最高裁判例

も含めて、でいいのですが、主要な裁判例の流れはキャ

ラクター自身を保護していますか？していませんか？ 

 今の判決の主要な流れは、キャラクター自身は保護し

ないという考え方です。だけど実質的にはキャラクターは

保護されていると言われています。それは何故かと言うと

例えば漫画の一コマをそのままパクって複製権侵害をす

るということは当然複製権侵害なのですが、実際にはそ

のキャラクター、サザエさんにしてもそうですが、一見す

ればどんなところで見てもサザエさんって分かる訳です。

そのサザエさんを、本当に同じものが漫画の中にあるの

か、コマを特定しなければ対比できないじゃないか、とい

うのが普通の複製権侵害の判断手法だけど、それは誰

が見たって分かるのだから、そういうキャラクターであれ

ば原作の漫画のコマを特定する必要がない、キャラクタ

ーを使っていることが分かればそれで絵画の複製権の

侵害だと認めて良い、というそういう考え方なのです。そ

れはキャラクターの著作物性を認めたから複製権侵害を

言っているのではないのだけれども、実際にはそのキャ

ラクターを特定してやればいいのだから、キャラクターの

実際の保護になっているということなのです。 

 このようにキャラクターの保護が実質的に認められるの

は、一応絵画なのです。最近は美術の著作物だけなの

ではないか、文芸の著作物は保護されないのではない

かと言われています。それでレジュメの事例 1 の最後に

田村教授の話も書いておきました。田村教授はそんな文

芸の著作物のキャラクターなんかを保護したら、文字に

よって現像するものが人によって全く違うだろうと。同じ丹

下左膳の片目、片腕でということを言われてもイメージす

るのは全く違うハズだから、そういうものはアイデアに過

ぎなくて、表現の問題じゃない、だから保護されないの

だという風に言っている訳です。 

 私なんか、とんでもない話だという風に思っているのだ

けれども。田村先生に直接は言っていませんが。 

長尾： キャラクターですけれども、投げ銭をする銭形平

次という捕物があります。それが何故かパチンコ屋さんで

ものすごく使われていて、私達のお給料もそれから出て

いるみたいな風に言えるぐらい、大量の使われ方です。

「遠山の金さん」と「銭形平次」はすごいです。 

 パチンコの台に行ってみれば分かりますが、そこに小

説の表現があってパチンコがジャラジャラ動いている訳

では決してありません。銭形平次と書いてあるだけです、

幟のところに。それで見たこともないような誰だか分から

ないような2等身の銭形平次が投げ銭していて、ガチャリ

ンと入るとチャチャチャとなるだけですけれども、キャラク

ターですが、野村胡堂先生の著作権でちゃんと映画会

社さんは申請して下さっています。 

 遠山の金さん然りです。某飲料会社の某烏龍茶のコマ

ーシャルは一言だけ、お白州で何故か金さんがその烏

龍茶を飲むという、「笑うせえるすまん」の「喪黒」さんが

出て来て「どーん！」とやるという、著作物を使った四コ

マ漫画を作っている、文芸のキャラクターで保護されて

いる例です。 

富岡： 私なんかも色々と相談に来られると、それは本来

保護されるべきだが、裁判例や学説なんかでいくと必ず

しもそうではない、と言っているのです。本当におかしい

と思うのですけれども、ただ、裁判例としてはちょっと変

わった例もあるのです。 

 タイガーマスクの事件というのがありまして、これは刊行

物に載ってないのですね、どういう訳か。私も偶然知った

のですが、要するに、タイガーマスクっていう漫画がある

のですけれども、その続編をそのマンガの原作者の著作

権承継者が、その漫画家じゃなくて別の漫画家に書かせ

た、というのがありました。 

 それに対する差止の仮処分の申請が東京地裁にあっ

て、それは結局認められたのです。今の考え方の流れ

でいくと、文芸のキャラクターは単にアイデアでしかない

から保護されない、いくら虎のマスクを被っていても虎の

穴という巣窟みたいな所で色々やっていたという設定が

同じでも、それもアイデアでしかない、虎の穴の様子や

筋肉の盛り上がり方なんかの表現なんかが全然違うとい

うことであれば、表現が違うからそれは続編と言ったって

ダメですよ、という考え方になり易いのです。 

 それをやられると、特に文芸の著作物は、皆それが出

来ることになっちゃう訳でしょう？それは一般の常識にも

反すると思うのですね。ですから文藝家協会ですと、大

体許諾を求められ、使用料を頂いている訳ですが、裁判

例からすると挨拶料とでもなるのでしょうか。 

長尾： これ多分ですね、話がちょっと脱線しますが、ち

ょっと前に泣いた赤鬼を原作にした子ども用のアニメ劇

場映画が上映されました。某映画会社系でやっていまし

た。それを多分ご覧になった切り絵作家が「ああいいじゃ

ん、かわいいじゃん、キャラクター」と思ってお作りになっ

ちったのだと思うのですけれども、主人公を青鬼に変え

て人間社会に虐められちゃう青鬼を助けに行く心優しい

赤鬼という切り絵作品を作り展示即売をしてしまった、売

れなくて良かったねとそういう話をしました。 

 ちっとも悪いと思っていませんでしたこの作家の先生。

自分の思い付きがとても良い思い付きだし、さっきと同じ

です。子供の時から大好きだったお話なので、もっと皆

に広めてあげようと思う、では鬼がいけないのなら白うさ

ぎと黒うさぎに変えてこの有名な良い作品を広めてあげ

ますとおっしゃっています。 

 「うーん。してくれなくてもいいよ。もう皆知っているよ」と

いうのが、この著作権者の方のコメントです。怒っている

訳ではないです。呆れている、この「広めてあげる」という
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発想が実は巷で一番多いのです。読んであげる、買って

あげる、広めてあげる、文庫本で売っているのを買うと

400円ぐらいで買えるから安いけれども、読み辛いから自

分が読み易いように、大きい活字にして 500 円にしてお

友達に売ってあげた、これもよくあります。 

 これは如何なものでしょうか、と思いますが、続編もあり

ます。こんな中途半端で終わってしまっては、読者にとっ

て不親切だから僕がちゃんとした結末を書いてあげた、

くっ付けて街で配ってあげました。出来たら買って欲しい、

というのも時々あります。街中でよく売っていますね。「走

れメロス」が間に合わなかった場合というのがありますが、

あれは著作権が切れていますから別にいいのですが、

最近売れた本でそれをやって大いに叩かれて文壇から

消えちゃった新人が実は居ます。お気を付けください。 

富岡： その続編、今聞いた続編なのですが、仮にその

続編が問題となるとして、キャラクターが仮に保護されな

いと他に保護する方法というのはあるだろうか、例えば複

製権侵害だとか翻案権侵害だとかいうことが出来るだろう

か、ということなのですけれども。複製権侵害でいけると

思う人はいますか？居ない。翻案権侵害と思いますか、

居ますね。複製権侵害と翻案権侵害でどう違うのか？ 

学生Ｆ： 創作性のある改変部分を付け加えているか付

け加えていないかということです。 

 その著作者に対して修正、変更、増減を加えて新たに

創作的な表現を付け加えたものは翻案に当たるので、今

回の場合、見ていないので何とも言えないのですけれど

も、恐らく青鬼が助けてもらったから、代わりに助けてくれ

るみたいな、その元のヤツを前提とした話になっている

のでしょうか？ 

富岡： もちろん元にはなっているのだけれども、でもや

っぱり全く違うよね、立場が入れ替わる訳だから。 

学生Ｆ： 立場が入れ替わっているだけで、その話の方

も同じというか流れが同じだし、キャラクターが実際にどう

いう風に表現されているかという部分で恐らくその表現の

仕方に同一性があると思うのです。その読み手に対して

同じキャラクターだということを認識させなければ続編と

しては意味がないので。 

 読んでいないので、本当に当てずっぽうなのですけれ

ども、元の童話と同じような書かれ方をしているのではな

いかと思うのですね。そうした場合には、最早キャラクタ

ーというアイデア、思想表現、思想の枠を超えてそれが

具体的に表現されたものだとして言えるので、そこはもう

構成上維持したままに変更、増減を加えてその部分を付

け加えていると言えるのではないかと思います。 

富岡： さっきの話に戻ってしまうけれども、立場が入れ

替わった、というだけだったら翻案に該当しないというこ

とですか？ 

学生Ｆ： 入れ替わっているだけではなく、それをどのよ

うに表現しているかが問題であって、確かに入れ替えて

いるだけであれば、それは当らないと思います。先程何

か特許の話が出ていましたけれども、特許とは全く法律

の考え方も違うので、要するに著作権が作ってから 20年

程度のものだったら別にいいと思うのですけれども、著

作権って死んでから 50 年というすごく長い期間やらなけ

ればいけないので、例えば20代で作ったとして100歳ま

で生きたら百何十年間も保護しないといけないような、ち

ょっと強力な規定になっているので、もし単純な抽象的な

アイデアのみで保護しちゃうとなると、その百何年間の間

はそのアイデアが使えないという…。非常に理不尽な倫

理とか見たら、それはその作家を尊重してあげるべきな

のかもしれないのですけれども、それをやったら実際に

文壇と言うか、文芸界が崩壊し兼ねないようなことをして

はならないと思うのです。 

 その意味でその著作権法2条1号1項が表現したもの

という風に、表現というものを付け加えているのは、あくま

でもその枠を超えてその表現したものの表現を保護する

という趣旨だと考えています。なので、今回の場合も実際

に入れ替えたという、ただそれだけじゃなくて、それがど

のように表現されているかを考慮すべきであって、今回

は読んでいないから分からないのですけれども、続編だ

という風に言い聞かせるためには絶対にそれが表現をあ

る程度似せていないといけないハズなので、続編とする

に当って新しいストーリーにしている訳ですから、作品を

作った人の創作的表現が加えられているので翻案権侵

害に当ると考えます。 

富岡： 小説みたいなものであれば、仮に基本的なプロ

ットやそういうものがあったとしても、やっぱり個々の表現

が非常に大事ですから、小説家が続編を書いたって言

ってもそれだけで創作性が否定されるなんてことは考え

られないです。 

 数式を書く人間なら、それはもう数式は一通りしか書き

ようがない場合が多いので、これは創作性が否定される

訳ですが、文芸作品みたいなもので、あるいは他人の作

品で似ているから複製権侵害だ、ということはあり得るに

しても、それはまた別の話で、創作性がないということは

特に文芸作品の場合にはほとんど無いです。 

 それはそれとして続編を書けば、大体創作性があるの

で、完全な一部だけを取り出してもそのまま使ったから複

製権侵害っていうのはあり得るかもしれない、例えば赤

鬼の具体的な様相を描いたような所はほとんど同じだっ

たりするかもしれないけれども、でも全体としては一般的

には創作性があるので翻案権侵害になるでしょう。 

 ところで、翻案権侵害と言われたら必ず思い出さなけれ

ばいけない最高裁判決がある訳です。翻案権侵害の判

断基準を示した、これはもうどうやっても忘れちゃいけな

い、何事件だかわかる人？ 

学生Ｇ： 江差追分事件です。 

富岡： そうだよね。江差追分事件の表現上の特徴の直

接的な感得性、それがこの場合に認められるかどうかと

いうそういう判断基準で。じゃあこの場合にはどうか。しか
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し、あまり時間がないので次のテーマ行きましょう。 

 新聞の記事に詩人が作成した校歌を使用したっていう

やつですね。これなのだけれども時事報道という訳であ

れば著作権法 41 条で許されるというのがありますね。権

利制限規定。さっき、だから良いのだと言われた、という

ことなのですが、著作権法 41 条に該当するのではない

かと思う人居ないかな？詩人の校歌が新聞の文化面に

載る、時事の報道という人いない？ 

学生Ｈ： 当らないと思います。 

富岡： 何故？ 

学生Ｈ： レジュメの 3番の事例ですと、文化面の記事で、

事実を伝えるというのは社会面など。 

富岡： 同じでしょ？文化面だって事実を伝えているので

はないの？文化面に書いてあったら全部時事の報道じ

ゃない訳？ 

学生Ｈ： それを鑑賞できる報道の仕方なので、単純に

事実を伝えるというのは違うかなと…。 

富岡： ちょっと時間がないのですが、41 条が何故時事

の報道を例外的に制限したか、という風に考えてください。

必ずその立法趣旨を通してから、どういう利益とどういう

利益を想定してその間にバランスを取っていくかと。 

 そのバランスが本件の場合にはどっちに傾いているか

というところで考えていただきたいと思います。じゃあど

ちらかと言うと 41 条と言うけれども、こういうのは大体 32

条に当たること。だってこの詩人は色々な校歌を作る、例

えば何々高校のこういう有名な校歌はこの詩人の作品と

いう風なことで引用する、他の詩と比べてみましょう。この

詩人の人と比べてみると、やはり詩人の特徴が校歌にも

表れていますね、素晴らしいですねという場合に、その

校歌が書いてあったらそれは引用じゃないですか？ 

長尾： 引用でよく言われますが、この場合は、こういうの

が文化面の 3 分の 2 ぐらいの囲みになっていて、ここに

「愛された校歌」なんて見出しが、バーンと一番上に校歌

全文が出ている、1番から 3番まで。 

 そこにその学校と、お作りになった詩人のことが書いて

あって、十分ではなく、またこの記事の終わりの方にこの

学校ともその場所とも全く関係のない高名な詩人のとても

有名な詩がまたここに全文出ている、それは引用とはち

ょっと言えないです。 

 その記事の中にその学校のことを表現しようとして校歌

の1節が入っている、とかいう場合だと引用に当たる場合

もありますけれども、この場合の使い方は校歌の特集だ

ったので、それを全部単行本になると色々な小学校から

高校まで校歌が全部読めちゃうみたいな本なので引用と

はちょっと思えなかったです。 

富岡： 最高裁のパロディ事件からずっと続いていた主

従性の問題とそれと明瞭区分性、この 2つの要件で考え

ればいいという考えが従来あった。最近はそれだけじゃ

足りないのではないか、ということは、皆さん、上野達弘

先生の講義聞いたり前田哲男先生の講義を聞いたりして

いれば分かるはずです。 

 でもずっと主従性と明瞭区分性でやってきたでしょう？

これなんか多分全体の 3分の 1もないでしょう。 

長尾： 校歌だけで言うと、5分の 1ぐらいですね。 

富岡： 主従性はやはり本文が主で、引用されているもの

が従だと。明瞭区分性も明らかだし。そうすると引用だと

いう風に言えるのではないの、ということになります。 

 だけど、今の考え方というのはそういう考え方ではない、

もう少し引用（著作権法 32 条）の条文に即して、きちんと

考えていくべきだと。そういう旧法当時の判断基準をいつ

までも引きずっていくべきじゃないという考え方で、裁判

所もそれから学者も我々実務家もそういう風になってきた

のです。 

 そうすると、32条に規定されている、「報道・批評・研究」

の目的、それから使用の態様が上記のいずれかの目的

の正当な範囲内かどうかという辺りをきちんとやっていく

と。そういうことになってくると、本当に報道批判研究の目

的なのかどうかというのは、さっきの他の記事がどういう

風に配分されているのか、によっても分かりますよね？ 

 明らかに、どうもこの詩人の作品を並べて、それを鑑賞

させて皆に楽しませるということにありそうだ、ということに

なれば、それは引用の目的でもないし、引用の目的の正

当な範囲内でもないということが言い易い訳です。 

 だから、そういう他の記事や何かとの配置の関係、それ

から認められる文芸欄におけるその記事のテーマです

ね。何をそれによって読者に提供しようとしているのかと

いう辺りも考えて引用かどうかを決めていくと、そういうこ

とです。時間を超過してしまい申し訳ないです、何か。 

長尾： どうも何だか駆け足で申し訳ございません。全然

教室の場に相応しくない話で締めくくりたいと思います。

続編ネタがもう一つあります。これは川崎にお住まいの

方いらしたら、ちょっと如何わしい所を通っていくと、チェ

ーン店のソープランドに、この小説、映画の題名と同一

の店があります。それで著作権者の方が嫌だって大騒ぎ

をして、でも叩けない。そしたら出版社がこの題名を商標

登録していました。その中に風俗営業というのがあった

ので、叩けないのならお金を取ろうということで解決する

ことになりました。中に入らなくてもいいですけど、見つ

けたら写真ぐらい撮って送ってください。ではどうもお粗

末さまでした。ありがとうございました。 

富岡： どうも貴重なお話ありがとうございました。 

（拍手） 

 

配布レジュメ： 【著作権に関するトラブル実例】 

１．自衛隊の一部隊が、演習中に突然日本の戦国時代にタイムスリップし、上杉謙信のもとで、ともに戦いに参加する、と

いうストーリーで、映画化、劇画化もされた著名な小説家Aの小説の熱心なファンだった作家Bが、現職自衛隊員一人
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が戦国時代にタイムスリップして信長と出会う、というコミックの原作を書き、コミック化された。発行後、著作権者から抗議

を受け、恐縮して帰ったが、重版を重ね、数年後、続編刊行予定の宣伝が出た。 

【質問】 

上記ストーリーが極めて斬新である場合、すぐにそれを真似たものを出した者の方が宣伝が上手で、商業的に成功し、

同アイディアが後者のオリジナルであるかのように知られたとしても、救いようはないか。 

【参照】 

著作権法21条 複製権侵害 

      27条 翻案権侵害 

最高裁平成13年6月28日判決（江差追分事件） 

「言語の著作物の翻案（著作権法27条）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。」 

「そして，著作権法は，思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから（同法2条1項1号参照），既存の著作物

に依拠して創作された著作物が，思想，感情若しくはアイデア，事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現

上の創作性がない部分において，既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には，翻案には当たらないと解するの

が相当である。」 

アイデア    思想・感情  粗筋、基本設定  ⇒同一でも翻案権侵害とならない 

表現      具体的表現 具体的な文字、記号、語で構成される表現 

        抽象的表現 詳細なストーリー展開や情景描写（具体的な字句を変更しても維持されるもの） 

⇒いずれも翻案権侵害となる 

続編の意義 

キャラクターの流用 文藝作品のキャラクターの保護 

キャラクターの周囲の物的・人的環境、時代、地理的設定、 

「文字による表現の場合、読み手が思い浮かべるキャラクターのイメージは読み手の過去の体験を反映

するために千差万別に分かれうる。そうだとすると、読み手が想起するイメージは読み手自身が心の中

で創作したものでしかなく、著作者が創作した表現とはいいがたい。」「漫画の具体的表現から昇華した

登場人物の人格ともいうべき抽象的概念である「キャラクター」は、表現そのものではなく、著作物性が

認められない。」（田村善之 判例百選27事件「二次的著作物の範囲」ポパイネクタイ事件） 
 

２．人間と仲良くなりたい赤鬼を見た友達の青鬼が、赤鬼のために人間にとっての嫌われものとなって、赤鬼に人間を助

けさせ、自らは去ってゆき、赤鬼は、人間とは仲良くなったが友を失い、泣く、という、絵本にもなって人気の出た有名な

童話の続編を勝手に作り、切り絵作品として展示・販売した。 

【質問】 

・続編としては、何が同じなのか。 

・続編は、本編の表現上の本質的特徴を直接感得することができるから、成り立ち得るのではないか？ 

・作家にとって、あるいはそのファンにとって、勝手な続編を作成されることは、どのようなことを意味し影響を与えるのか。 
 

３．新聞記事に一人の有名な詩人の作成した校歌の 1曲全部の歌詞を掲載、作者の他の詩も複数併せて掲載した。文化

面の記事で報道とは考えにくい。 

【質問】 

・「報道」は「ニュース記事」に限定されるか。 

・鑑賞にも耐えられるような掲載の仕方は、「報道の目的上正当な範囲内」といえるか。報道の具体的対象、テーマとの関

係 校歌が有名な詩人の作品であるというだけで、校歌の全部またはほとんどの部分を掲載できるか。特定詩人の作品

ばかりを集めて、それぞれの時代背景や作成時の詩人の状況を簡単に報道すれば、時事の報道として許されるか。 

・ほかに、正当化できる根拠ないか？ 

【参照】 

・著作権法41条 

「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程に

おいて見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つ

て利用することができる。 

・東京地裁平成10年2月20日判決（バーンズコレクション事件 判例時報1643号176頁） 
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・著作権法32条 

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであ

り、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」 

・同48条（出所の明示） 
 

４．著名な詩人の許諾を得て、製薬会社の薬品でない商品の新聞広告にその詩を使用したら、地方自治体の（東京都）薬

事課より「詩の一部が、薬品としての効能を謳っていると認められるので、薬事法上問題であるから、１段落削除するよう

に」と指導され、東京都以外の地方版でのみ掲載することになった。 

【質問】 

・１行削除して広告に使用することは許されるか？ 

・詩を１行削除することの詩人にとっての意味 

・そのような行為が一般的に許されることが、詩人の創作意欲にどのような影響を与えるか。 

【参照】 

・著作権法20条 

「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改

変を受けないものとする。 

２  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 

・・・・・・ 

四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる

改変 」使用許諾契約に内包される黙示の許諾の成否 
 

５．私立大学入試問題の過去問題集を作成する際、著作者Ａの著作物Ｂを改ざんして作成した著作物Ｂ２を使用して出題

した過去の入試問題を、Ａに無許諾で過去問題集に掲載して出版した。作成は教材会社。当該大学は著作権者の抗議

に陳謝。 

【質問】 

・教材会社は、36条2項の複製を行う者に該当するか。 

【参照】 

・著作権法36条 

「 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度

において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合に

あつては送信可能化を含む。次項において同じ。）を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当

該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 

２  営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支

払わなければならない。 」 

・知財高裁平成18年12月6日判決（国語ドリル事件 平成18年(ﾈ)第10045号）小学生用教科書準拠国語テストへの使用 

「 これらの規定（36 条）は、入学試験等の人の学識技能に関する試験又は検定にあっては、それを公正に実施するため

に、問題の内容等の事前の漏洩を防ぐ必要性があるため、あらかじめ著作権者の許諾を受けることは困難であること、

そして、著作物を上記のような試験又は検定の問題として利用したとしても、一般にその利用は著作物の通常の利用と

競合しないと考えられることから、試験又は検定の目的上必要と認められる限度で、かつ、著作物を試験又は検定の問

題として複製するについては、一律に著作権者の許諾をようしないものとするとともに、その複製がこれを行う者の鋭利

の目的による場合には、著作権者に対する補償を要するものとして、利益の均衡を図る趣旨であると解される。」 
 

６．高校の入試問題作成の際に、同問題作成に必要と認められる範囲を超えた改変をし、試験後、同高校のホームペー

ジに掲載、著作者の抗議に誠意をもって答えず、担当者をたらいまわし。（某自治体の教育委員会） 

【質問】 

・作家等にとって、入試問題等に利用される場合の作品の改変により受ける精神的打撃とは、一体どのようなものか？ 

【参照】 

・著作権法20条2項四号「やむを得ないと認められる改変」 
 

７．大学の入試問題で使われた本文の著作権者ではなく、問題の解説者に入試問題への使用の報告が届いた。 

【質問】 

・使用の報告は著作権者に対して必要か、その理由は。 
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第７回 私的録音録画補償金再考 
 

ゲスト講師：本山 雅弘 （国士舘大学法学部教授） 

講師：駒田 泰土（上智大学法学部教授） 
 

 

Ⅰ 私的複製に係る補償金制度の沿革 

Ⅱ 私的録音録画補償金制度―日本モデル 

Ⅲ 条約との関係 

Ⅳ 協力義務の意義及び性質 

Ⅴ 曲がり角にさしかかった私的録音録画補償金制度 

Ⅵ ドイツの補償金制度 

Ⅶ 議 論 

 

 

Ⅰ 私的複製に係る補償金制度の沿革 

 

駒田： 上智大学の駒田でございます、よろしくお願いし

ます。今日のテーマは、私的録音録画補償金制度の再

考ということです。著作権法の授業等でもこの制度は必

ず触れるかと思うのですけれど、多分、著作権法全体を

しっかり勉強するために、この辺を深く教えられる先生は

あまり居ないのではないかなと思います。 

 しかしながら、この問題は非常に面白くて、またキナ臭

いと言いますか、この制度の運用を巡っては関係当事者

がいつも喧々諤々の議論を戦わせております。中々この

制度の運用はうまくいかないのです。著作権法の中で一

番キナ臭いところなので、「著作権法のバルカン半島」と

いう風に言われています。いや、私だけが言っているの

ですけれどもね。まあ、バルカン半島のようで非常に危

ない所ですので、この私的録音録画補償金の制度作りを

担当している審議会等は、学者が一番やりたくない仕事

だと言われています。その制度について、皆さんと深く

検討してみたいと思った次第でございます。 

 この制度はどのように登場してきたのでしょうか。20 世

紀も後半になりますと、家庭内でも手軽に複製できる技

術が普及してきます。元々私的複製は出来ますよ、という

規定が著作権法の中にある訳ですが、その前提となって

いる考え方は、零細な複製に限ってこれを許す、というも

のであります。しかし、この前提を超えると評価されるよう

な事態が生じてくる、と。 

 そこでドイツみたいな著作権意識が高い国々におきま

しては、私的複製についても一定の範囲内で著作権者

に金銭的補償を与える、そういう制度作りがされてきまし

た。ごく簡単に言うと、1995 年に連邦通常裁判所が、テ

ープレコーダでする私的な録音・録画には旧著作権法

上の私的複製の例外規定が適用されないとする判断を

示しました。そのような複製は、著作権保護思想の観点

からすると権利制限規定の守備範囲を超えるというので

すね。この判決も影響して、ドイツの現行著作権法が制

定されたときには、併せて私的複製に係る補償金制度も

導入されました。同法が制定されたのは 1965年で、1965

年というと私が生まれるよりも前になりますが、そういう制

度をドイツはすでに導入していた訳でございます。 

 しばらくドイツだけがこの制度を運用しておりましたが、

やがてフランスやアメリカも同様の制度を自国の著作権

法の中に導入していきます。1980年代以降、そういう動き

が盛んになってきます。 

 

Ⅱ 私的録音録画補償金制度―日本モデル 
 

駒田： 日本も一応、著作権先進国ということで、こういう

制度がないと恥ずかしいという感じがしていた訳です。

著作権意識の高い国々がこういう制度を設けている中で、

日本だけこういう制度がないというのは、少し恥ずかしい

なという気持ちがあったのです。 

 それで、何とかこういう制度を作りたいと思ってきたので

すけれども、日本というのは、録音・録画機器を製造して

いる非常に優れた電機メーカーがいくつも存在している

国です。それはそれで良いことなのですが、そういう制

度を作ろうとしたら、当然彼らは反対だって言いますよね。

まあ、そういう業界の意見も強くて、実際に制度を作るに

は中々難しい面があったのです。 

 そういう訳で、この問題はずっと宿題という形で残り続け

たのですが、ついに合意が成立しまして、平成 4 年に著

作権法が改正され、私的録音録画補償金制度と今日

我々が呼んでいる制度が、日本の著作権法の中にも誕

生した訳でございます。 

 録音録画補償金と言っておりますように、この制度は複

製の内でも録音・録画のみを対象としております。複写は

対象としていない。もっとも、公衆の用に供されている文

献複写機器を使ってする複製に関しては、原則としては

著作者の複製権が及ぶ建前にはなっております。ただ

暫定措置というのがあって、「当分の間」複製権を及ぼさ

ないことにする、ということになっておりまして、お店に置

かれた機器で複写しても、今のところ複製権が及ばない。

またホームコピーに該当する複写――これは、たとえそ

ういう暫定措置を廃止しても、複製権が働きません。です

から、日本の私的複製に係る補償金制度というのは、録

音・録画を対象にしているのだということです。 

 さらに、この制度が対象としているのはデジタル方式の

録音・録画に限られる、どうしてか――制度導入時点で、

既にアナログ方式の私的録音録画が普及していて、そう

したものに新たに補償金を設定するとなると、社会的混

乱が生じると判断されたのがその理由です。 

 この制度を円滑に機能させるためには、後で申し上げ

るように、関連企業の理解や協力を得る必要があったの

ですが、そのためには、当時普及し始めたばかりのデジ

タル方式の私的録音・録画に限定した方が望ましいとさ

れたのです。アナログを外したことに関しては、デジタル

録音等の場合はコピーの質的劣化が生じないから権利
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者に与える影響が大きい、それに配慮した結果である、

アナログのほうは質的に劣化するので、著作者の利益を

不当に害することにはならないというような説明が別にさ

れることもありますが――私などは皆さんよりも長く生きて

きて、アナログの私的複製というのをバンバンやってきた

人間ですのでよく知っていますけれども――アナログで

も結構気持ちよく聞けるのですね、これが。アナログ・コ

ピーでも、中々質の良い録音というのは出来たのですよ、

当時。従って、質的劣化が生じるので云々というのは、そ

んなに重要な理由ではないように思いますね。アナロ

グ・コピーでも十分にオリジナルに代替し得るものとして

通用していたのが、現実だろうと思います。ですから、質

的劣化が生じないからというよりは、普及し始めたばかり

のデジタルのコピーに限定すると、関連企業の理解が得

られ易かったので、そうなったということでしょう。 

 それで日本法は、補償金の支払義務を負う人を「録音

又は録画を行う者」と規定しています。これはドイツ法な

どとは違うのです。ドイツ法では、補償金を支払うべき人

というのは、そういう複製のための媒体や機器を作ってい

るメーカー、あるいは輸入業者とされており、そして販売

者も連帯して責任を負うというように著作権法に規定され

ています。しかし、日本法では補償金支払義務を負う人

というのは私的録音録画をする人とされているのです。 

 ですから、ここはジャパン・モデルですね。他の国には、

中々こういう制度は無いです。これが、実は後でちょっと

問題になります。ドイツみたいに、最初からメーカーが支

払わなければいけないという風に書いておいた方が良

かったかもしれませんけれども、日本法は、私的録音録

画をする人がいるから零細な複製の範囲を超えて著作

者に損害が生じるのだという、そういう明確なロジックで

制度を組み上げたのですね。それを填補すべく、では

録音・録画をする人に補償金を支払ってもらいましょうと

いうことにした――非常に筋が通っているのです。ただ、

現段階では、個々の私的録音・録画者、ユーザーから補

償金を効果的に徴収するというのは現実的ではありませ

ん。そこで法律は、補償金支払いの特例制度というのを

別に規定しております。その概要を説明しますと、支払い

の対象となるデジタル方式の録音・録画というのは、政令

によって規定される機器、そして媒体を用いたものに限

定されています。そのような機器や媒体を「特定機器」及

び「特定記録媒体」と言います。104条の4という所を見て

いただくと、そう書いてあります。 

 そして、特定機器または特定媒体を購入する人は、そ

の小売業者に補償金を一括して支払うことができると書

いてあります。ここが正に特例的なところですね。本来は、

録音・録画の度に支払うべきものなのでしょうが、特例と

して、機械等を買ったときに小売業者に一括して支払え

ると書いてあるのですね。 

 さらに、特定機器・特定記録媒体の製造業者や輸入業

者は、補償金の支払請求とその受頒に関して「協力しな

ければいけない」ということが 104条の 5に規定されてい

ます。これは長らく次のように解されてきました。補償金と

いうのは、直接的にはメーカーが払うのであると。メーカ

ーは、その製品について補償金分を上乗せした価格を

設定して、その補填をするのであると。著作権者等は、小

売業者やメーカーを通して、間接的に購入者から補償金

を徴収することになる――このように実務上理解されてき

た訳です。 

 補償金の一括払いに供される機器や記録媒体というの

は、「小売に供された後に最初に購入するもの」と、104

条の 4 括弧書に書いてあります。従って、特定機器や特

定記録媒体の中古品販売を行う業者は、補償金の支払

いや受領に関して協力義務を負わされてはおりません。 

 そして補償金を受ける権利というのは、その行使を目的

とする団体だけがこれを行使できるとされております。こ

の団体は、文化庁長官が指定すると 104条の 2に規定さ

れています。そして、そのような団体として現在活動して

いるのは、録音に関しては社団法人私的録音補償金管

理協会、録画に関しては社団法人私的録画補償金管理

協会となっております。私的録音補償金何々、というのは

面倒なので、英語の頭文字をとりまして、録音の方はよく

sarah（サーラ）と言います。それから録画の方は SARVH

（サーブ）と我々は呼んでいます。 

 具体的にどんな機器が指定されているのかといいます

と、録音に関してはデジタル・オーディオ・テープ・レコー

ダ（DAT）です。それからデジタル・コンパクト・カセット

（DCC）です。そしてミニ・ディスク（MD）、コンパクト・ディ

スク・レコーダブル（CD-R）とコンパクト・ディスク・リライタ

ブル（CD-RW）です。録画に関してはデジタル・ビデオ・

カセット・レコーダとかデータ・ビデオ・ホーム・システム、

それからブルーレイ・ディスク、マルチメディア・ビデオ・

ディスク―現在これは製造中止になっておりますけれど

も―それからDVDリライタブル（DVD-R）です、それから

DVD-RAM。こういったものが現在政令によって指定さ

れております。 

 補償金額は30条2項で相当な額とされておりますけれ

ども、指定管理団体の定めたものが文化庁長官から認可

を受けるとその額とされておりまして、現在認可されてい

る額というのが、録音に関しては、機器につきカタログ表

示価格の一定割合の 2％という、何か非常に分かり難い

ですけれども、その65％のさらに2％で、上限が1,000円

とされております。記録媒体については、カクログ表示価

格の一定割合、50％相当のうち 3％です。録画に関して

は、機器につきカクログ表示価格の基準価格、65％相当

のうち1％、そして上限が1,000円。記録媒体については、

カクログ表示価格の基準価格、50％相当のうち1％となっ

ています。まあ、結構安いのですね。1 個当たりで見ると

非常に安い金額になっています―いいのかな、という気

もしますけれどもね。録音録画機器というのは、録音録画

のために何回でも使える訳ですが、こんなに安くて一括
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払いでいいのかなという気もするのですけれどもね。だ

けど、こういう金額になっているということでして。 

 補償金は指定管理団体が徴収します。権利行使できる

団体というのは sarah、SARVH しかありません。そして徴

収した補償金のウチ、共通目的事業に支出される部分と

いうのがあります。これは全体の 2 割以内ということにな

っているのですけれども、現在マックスの2割になってい

ます。何でこういう費目があるかというと、私的録画録音

の場合、個々のそうした行為と個々の権利者との関係を

どうしても明確に特定できない――つまり、私的録音録

画は皆さんおやりになる訳ですけれども、権利者が誰で

あるところのコンテンツを私的に録音録画しているかとい

うのは、sarah、SARVH の方では明確に捉えられないの

ですね。ですので、私的録音録画の対象としては非常に

レアなコンテンツというものがある訳ですが、そういうのは

中々サンプリング調査などでは引っ掛かってこない。し

かし、そういう類のアーティストのコンテンツも、これを私

的に録音録画する人はどこかにいるでしょうから、そうい

う人たちにも何とか利益を還元しなければならない。そこ

で、権利者全体の利益を追求するような事業にお金を使

って、そこから間接的に、そういうあまり売れていないア

ーティストも恩恵を受けるという、そういう目的でこの共通

事業のための支出という費目が認められたのです。 

 ですから、将来、個々のユーザーが何を録音録画して

いるかということを権利者団体の方で正確に知ることがで

きるような技術的環境が整うとすれば、この共通目的事業

への支出というのは、制度の正当化根拠を失うことになり

ます。今の所そういうことは出来ないので―また仮に出

来たとしても、プライバシーの問題などがありそうなので

―まだこういう制度は必要だと判断されているのです。 

 さて、共通目的事業のために 2 割が控除されますが、

それ以外はほとんど権利者に分配されます。分配は、指

定管理団体が定めた分配規定に基づいて行われる訳で

すが、これは勝手に作成して実施されると困るので、文

化庁長官に届け出ないといけない、となっています。 

 先程も申し上げたように、具体的にどの著作物がどれ

だけ私的録音録画の対象とされたかというのを識別する

のは難しいので、次善の方策として放送局がどの曲をど

のくらい流しているかとか、レンタルレコード屋でどのくら

い借りられているかといったサンプリング調査、CD 等の

生産実績調査、アンケート調査等を基に統計学的手法を

使って分配額を決めていくことになります。 

 ただ、世の中には色んな人がいますから、特定機器や

特定記録媒体を購入しても、他人の著作物を私的に録音

録画するとは限りません。専ら自分の作った著作物を録

音録画する人もいるかもしれない。自然音だけ記録する

という人もいるかもしれない。鳥の声がすごく好きだという

ので、鳥の声しか録音しないとか。それから、家族団らん

の様子を撮影したホーム・ムービーのダビングのために、

そういった機器や媒体を使うということも考えられます。こ

れらの場合、他人の著作物を録音録画しない訳ですから、

録音録画者は補償金を権利者に支払う義務を本来負っ

ていないはずです。 

 そこで、法律はそういうことにも配慮しまして、特定機器

または特定記録媒体を購入した時点で一括して支払っ

た補償金の返還に関する手続を定めています。購入者

は、指定管理団体に対し、特定機器等を専ら私的録音録

画以外の用に使用したということを証明して、補償金の返

還を請求することが出来るということになっております。 

 ただ、どうやってそのことを証明するのだろうかと。「い

や、自分は鳥の声しか録音していませんよ」ということを

どうやって証明するのか。多分、そのディスクを実際に向

こうに持って行くのですかね――ちょっと分からないの

ですけれども。 

 さらに、そういうことをやろうとすると、大変お金がかかる

のではないか。指定管理団体が「嫌です、返還しませ

ん」といったら訴訟をしないといけないので、僅かな補償

金のためにそんな訴訟を起すのも馬鹿げている。費用

倒れになるのですね。ですから、こういう返還請求ってい

うのを実際にする人は出て来ないのではないかっていう

風に言われていたのですが、平成 17 年にこれにチャレ

ンジした人がいるのです。家族の姿を録画したと主張す

る人が購入したDVD-Rの4枚分の補償金の返還を求め

て 80円切手で請求書を送ったということですから、とりあ

えず手紙を出してみたのです。つまり DVD-R は自分の

部屋にあるのですね。「俺は家族の姿しか映してないぞ」

という風にとりあえず言ってみたら、何か気前のいいこと

に SARVHはお金を返してくれたのです。8円の返還金

をこの人の銀行口座に振り込んでくれたのです。 

 ただ、この後に続く人が出て来ないですね。8 円じゃね、

やっぱり。「私、もっと沢山DVD-R買いました。その補償

金額は多分 1,000 円ぐらいになっているはずなのです。

でも、全部子どものビデオを撮るのに使ったのですよ」と

いう手紙を書いて、誰かやってみてください。そして

1,000円が実際に帰ってくるかどうか試してください、是非。

私がやると何か色々と問題があるので、皆さんの内の誰

かにやっていただきたいですね。 

 さて、これで大体制度の大まかな内容をお話ししたこと

になるのではないかなと思います。 

 

Ⅲ 条約との関係 

 

駒田： この制度を作ったときの背景事情として、ベルヌ

条約があります。ベルヌ条約に配慮してこの制度が作ら

れたということが言われております。ベルヌ条約という条

約を、皆さんご存知でしょうか。著作権保護に関する多数

国間条約です。19世紀の終わりに成立しまして順次改正

を重ねており、現在では著作権の国際的保護における

最も基本的な条約と言われております。 

 当然、日本もこのベルヌ条約に入っていますし、現在、
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締約国――「同盟国」と言うのですけれども――の数は

160カ国を超えております。だから世界中のほとんどの国

がこの条約を締結している。そのくらい重要な条約だとい

うことです。このベルヌ条約 9条 2項に次のような規定が

あります。各同盟国は、著作者の複製権を制限してもい

いが、一定の特別な場合に限って制限しなさいと、それ

から著作物の通常の利用を妨げるような権利制限はして

はいけないよと、さらに著作者の正当な利益を不当に害

しないように制限しなさいよと。 

 従って、ここに3つの要件がある訳です。専門的にはス

リー・ステップ・テスト（Three-Step Test）と呼ばれています。

ベルヌ同盟国は、スリー・ステップ・テストに合致するよう

に複製権の制限規定を設けないといけないのです。 

 著作者の権利を条約の中で折角規定しても、各同盟国

が勝手にその権利を制限する規定の範囲をどんどん広

げていったら、何のための権利か分からなくなりますの

で、こういう権利制限の制限というのは非常に重要です。

ただ、同盟国の国内法の作りは非常に多様で、どういう

場合に複製権を制限すべきかに関しては、それぞれの

立法裁量に委ねた方がいいですね。 

 ですので、大まかなルールしか作れないですよね。複

製権を制限してもいいのだけれども、一定の特別な場合

に限ってやりなさいと、著作物の通常の利用を妨げない

ようにやりなさいと、そして著作者は正当な利益を不当に

害しないようにやりなさいと。このような非常に抽象的な

ルールしか作れない訳です。それぞれの同盟国の国内

事情に配慮して、このように非常に抽象的なルールとし

てしか、権利制限の、制限の法理を定立できません。 

 ですが、うまくやっているように見えるのですね、スリ

ー・ステップ・テストという、この巧みな文言を作るだけで

も大変だったのです。これで全ての同盟国が納得してく

れた。こういう基礎が1つ国際法の中に出来上がった。そ

うするとこれは非常に便利なルールだということで、後に

出来た著作権条約も次々にこのスリー・ステップ・テストを

借用しました。その結果、複製権以外の権利にもこのル

ールを妥当させるように締約国に求める条約が、いくつ

か存在しています。 

 例えば、世界貿易機関を設立する協定の附属書として

「TRIPs 協定」と略称される知財の条約があります。この

TRIPs 協定の中にもありますし（13 条）、それから世界知

的所有権機関の下で 1996 年に成立した条約の中にも、

そういうルールが採用されています（10条）。 

 とにかく複製権の制限というのは、スリー・ステップ・テス

トと整合するようにしないといけないということです。私的

複製を自由にするというのは、正しく複製権を制限する

場合に当たりますから、このスリー・ステップ・テストに合

致する範囲内で私的複製の自由を認めないといけない

ということです。 

 先程も申し上げたように、20世紀も後半に入ると非常に

簡単に誰もが著作物をコピーできるようになってきたの

で、全くタダでこういうのを認めているというのは、条約の

規定に合致しなくなってきたのではなかろうか、と言われ

始めてきたのです。全くタダでやらせちゃうというのは、

スリー・ステップ・テストに合致しないのではなかろうか、

と。例えば、加戸守行先生の有名な本『著作権法逐条講

義』の中には、「ベルヌ条約上許容される『著作物の通常

の利用を妨げず、かつ、著作者の正当な利益を不当に

害しない』の限度を超えているのではないかとの指摘が

なされるようになりました」という記述があります。 

 ところで、著作物の通常の利用を妨げず、かつ著作者

の正当な利益を害しないというのは、スリー・ステップ・テ

ストの第 2 ステップと第 3 ステップに当たる部分です。一

般的な理解によると、第3ステップ、即ち著作者の正当な

利益を不当に害しないという要件についてその違反があ

っても、金銭による補償によってこれを治癒できるという

風に考えられています。「どうして」と言われると困るので

すけれども、何となくそう考えられているのです。ただし、

第 2 ステップ、その著作物の通常の利用を妨げないとい

う要件に対する違反があった場合には、補償金制度によ

ってこれを治癒するというのは無理だと考えられておりま

して、この場合には、同盟国の立法者は著作者の排他権

を回復しないといけない。補償金制度があるから大丈夫

という訳にはいかないのです。 

 我が国は、補償金制度を作ったときは、第 3 ステップの

違反はあるかもしれないけれども、第2ステップの違反が

あるとまでは思っていなかったのでしょうね。ともあれ、補

償金制度が出来たときに何となく考えられていたのは、こ

れによって条約上のスリー・ステップ・テストにおける第 3

ステップに対する違反を治癒したと――これで国際標準

になったということです。 

 そうすると、補償金制度を十全に機能させないと条約違

反になってしまうのか。先に述べた理屈で考えると、そう

いうことになります。ただ実際のところ、こういう制度を持

っているベルヌ同盟国というのは、非常に少なく、2005

年 8月現在で、こういう制度を持っている国というのは 25

カ国に止まっています。 

 その制度の内容も非常に多様でして、補償金の対象と

なる複製の範囲や補償金が課される機器や媒体の種類、

具体的な金額の決定方法など、各国ごとに相当制度が

異なっております。私的録音録画に関する補償金制度に

限定されておりますけれども、覧表を見れば、国ごとに独

自の制度が構築され、非常に多様になっているなという

ことがお分かりいただけるのではないかと思います。 

 後で、こちらにおられる本山先生にお話をいただきま

すけれども、ドイツなどは、補償金請求の対象となる複製

を私的録音録画に限定しておりません。同国は、私的複

製一般に関して補償金制度を設けております。片や日本

は私的録音録画、しかもデジタル方式のそれに限定して

いるということです。 

 では、どの辺が条約上許容される最低ラインなのでしょ
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うか。ハッキリ言って、よく分からないです。そもそもそう

いう制度を持っていない国も多いのです。さらには、制

度を持っていても内国民待遇を与えない国も多い、「内

国民待遇」というのは自国民と同様に外国人の権利者を

扱いなさいという原則、あるいは自国民と同じ権利を外国

人の権利者にも与えなさいという原則のことです。これは

ベルヌ条約における基本原則でして、この基本原則が適

用されるということが、正に同条約が適用されるということ

です。従って、ある国が、この補償金制度に関して国内

法上内国民待遇を与えていないということは、その国は、

著作者の補償金請求権をベルヌ条約上の権利とは考え

ていないことになります。 

 ということは、その国にとっては、補償金制度を設けるこ

とによってスリー・ステップ・テストに対する違反を解消す

るということもあり得ない――そういうことになります。内国

民待遇を与えない国としては、例えばフランスとかそうな

のですけれども。そういう現状ですので、果たしてこの私

的録音録画補償金制度というのは、条約に根拠がある制

度と言えるのかというのは、実はかなり微妙です。 

 私は、必ずしもそうとは言えないのではないかと思って

いますが、本山先生は「そんなことはない、これは条約上

の義務なのだからしっかり守らなければいけない」という

風に、ある論考の中でお書きになっておられる――その

辺りはまた後ほど議論を、いや本山先生の方では議論は

したくないかもしれませんが、もしお話があれば伺いた

いと思います。 

 一言だけ付け加えると、補償金制度に関しては、日本

法は内国民待遇を基本的に与えています。だから、外国

人の権利者にも補償金を渡しています。つまり、日本は、

補償金請求権という権利をベルヌ条約上保護されるべき

権利だと考えていることになると思います。ただ、先程申

し上げた共通目的事業に関しては、これによって利益を

受けるのは日本の権利者だけになりますので、この共通

目的に出資されている補償金の部分には、内国民待遇

は掛かっていないと言わざるを得ません。2 割という大き

な額ですが、そこについては内国民待遇が働いていな

いのです。 

 

Ⅳ 協力義務の意義及び性質 

 

駒田： 話は少し変わりますが、最近面白い判決が出た

のでご紹介したいと思います。特定機器や特定記録媒体

のメーカー・輸入業者は、すでに申し上げましたように、

法律上補償金の支払義務者とされてはおりませんが、補

償金の請求や受領に関して権利者に協力する義務を負

うとされています。 

 じゃあ、この「協力義務」の性質というものは一体どうい

うものなのか。実務的には、先程も申し上げましたように、

補償金の分を製品の価格に上乗せして消費者から一括

徴収し、それを指定管理団体に納付するという上乗せ徴

収・納付方式の義務を履行することが、この協力義務の

内容という風に長い間考えられてきましたし、そのような

想定の下で立法がされたのです。 

 ですが、それを何でハッキリ書かないのか――「メーカ

ーは補償金を製品の価格に上乗せしてそれを管理団体

に納めなさい」と条文でハッキリ書かずに、「協力する義

務を負う」という風に書いてしまったものだから、これって

そもそも法的に拘束力のある義務を定めていないのでは

ないかという疑問も生じてくる所であります。 

 そして実際に東芝がそういう主張をしたのです。その背

景は、私、ちょっと分かりかねますが、ご案内のように日

本の電機メーカーの経営状態は必ずしも芳しくないです

から、補償金も払いたくないというメーカーさんも結構多

いでしょうし、実際、この事件でも問題となった DVD レコ

ーダと、それからブルーレイ・レコーダを政令の対象とす

るときには、非常に揉めたのですね。 

 さて、メーカーの協力義務を定める 104 条の 5 は訓示

規定であって、法的に拘束力のある規定ではないという

東芝の主張は、一審段階では通りました。該当判決は、

平成 22年 12月 27日の東京地裁判決です。104条の 5

は具体的な作為義務の内容を特定しておらず、敢えて

「協力」という抽象的な言葉を使っているから、これは具

体的な法律上の義務を定めたものではないという判断で

す。合わせて控訴審判決も簡単に紹介しましょう。平成

23年12月22日の知財高裁判決です。知財高裁は、「協

力」の仕方には色々考えられるじゃないかと――上乗せ

徴収・納付方式以外にも、例えば製品のパッケージ上に

「購入者は補償金を支払わないといけませんよ」と表示

するのも、協力の仕方じゃないかと言うのですね。まあ、

そういう表示がされていたからといって、実際には払う人

がどれだけいるかという疑問も湧いてきますが、そういう

風に注意を促すのも、一つの協力の仕方ではないかと

言うのですね。あるいは機器や記録媒体の販売現場に

従業員を派遣して、購入者に対して「はい、補償金を払

ってください」といってお金を取り立てる――小売業者に

任せるのではなくて、自分から従業員をヨドバシカメラ辺

りに派遣して、買う人に対して「はい、あなたそれを買い

ましたから、補償金を払ってくださいね」というのも、協力

の仕方の一つであろうと。これも、ちょっと実行し難い方

法ですけれども、そういうことも一応考えられます。こうい

う風に、色々な協力の仕方が考えられるのだから、104条

の 5 が一律に上乗せ徴収・納付法式の履行を義務付け

ているとは言えないと言い、同条を根拠に指定管理団体

は当然には当該方式の履行を要求できないのだ、と知

財高裁は言いました。ただ、私的録音録画補償金制度が

発足して以来、上乗せ徴収・納付方式だけが運用されて

きたという実態があり、それから、そもそもこういう私的録

音録画が可能になっているのも、機器や媒体を作るメー

カーやそれを輸入する人がいるからであって、そういうも

のを大量に売って利益を上げているメーカー等の立場と
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いうものも総合考慮しまして、この上乗せ徴収・納付の方

式の不履行があれば、その態様によっては不法行為が

成立するという判断も示しております。 

 では、学説はどうでしょうか。学説におきましては、この

協力義務に違反した場合のサンクションが著作権法には

全然書かれていないので、これはもう、事実上、全業者

が拒否をしないという前提あるいは合意の上で初めて成

立する制度である、と指摘する先生がいらっしゃいます。

中山先生がそう仰っていますね。ガラス細工のように脆

い制度なのだと。他方で、「いや、上乗せ徴収・納付方式

の履行義務が、著作権法中にダイレクトに定められてい

る」という風にお考えになる先生もいらっしゃいますし、

104条の5自体がそのような義務を定めていないとしても、

こういう方式の不履行があれば不法行為が成立する、と

いう風にお考えになる先生もいらっしゃる。 

 いずれにしても、全体的に見ると、メーカーは法律上の

具体的な義務を負うという風に解するのが多数説だろうと

思います。 

 私は、個人的に思うのは、やっぱりこういう制度を作っ

た以上、お金が集まらないと困る訳ですよ。現状、上乗

せ徴収・納付方式の履行以外に効果的にお金を集める

方法がないのであれば、それをやらないことが、場合に

よっては不法行為を成立させると解して良いのではない

か――つまり知財高裁判決に賛成です。ただ、この判決

は、アナログ・チューナーを搭載していない DVDレコー

ダは、政令によって指定された特定機器とは言えないと

いうことで、結局、東芝を勝たせていますが。 

 

Ⅴ 曲がり角にさしかかった私的録音録画補償金制度 

 

駒田： そうですね、あと何か言うとしたら、レジュメの最

後の方になりますけれども、私的録音録画補償金制度は

今後どうあるべきか、ですね。平成4年にこの制度が作ら

れまして、すでに 20 年近くが経過しております。この制

度は、今や曲がり角にさしかかっているという風に言われ

ております。 

 補償金額が目に見えて低下しているのですよ。特に録

音の方が酷い。今時ミニ・ディスクとか使う人いないでしょ

う？sarah のホームページに掲載されている補償金受領

額の推移を示すグラフによれば、年を追って徴収額が増

大し始め、2000 年に絶頂期を迎えます。この時は、皆

MDを使っていたのです。ところが段々下がってきまして、

今はジリ貧状態です。どうしてか？一つの理由として、補

償金額の決定方法が定率制になっているという点が指摘

されています。この決定方法だと、機器や記録媒体の値

段が安くなればなる程、必然的に徴収額が減ることにな

ります。 

 実際には機器や媒体が多く購入されて私的に作成され

るコピーが増大しても、徴収額全体がそれを反映せず、

低く推移せざるを得ない。なので、定率制を止めて定額

制に移行すべきだという意見も、権利者の側から主張さ

れています。ですが、製品等を安く売りたいメーカー等

の理解を得るまでは至っておりません。 

 それからオープン価格化というのが進んでおります。小

売店舗が市場動向を見て独自に価格を設定する、これ

が現在の主流です。そうすると、カタログ表示価格という

のが出てこないです。それが補償金の徴収にとって技術

的な障害になっております。3 つ目に政令指定対象の機

器や媒体から汎用タイプのものが除外されていることで

す。従って、PCとかデータ用CDには補償金が設定され

ておりません。今や私的録音録画の主流はパソコンが主

流であることは明らかなのですが。CD への録音も、ユー

ザーの8割以上はデータ用のCDを購入して録音してい

ると言われています。ところがそれは汎用タイプのもの、

必ずしも私的録音録画のためだけに使うものじゃないと

いうことです。なので、補償金の対象になっていない。で

すが、現在のままの制度だと、最早実態に則していない

と言われても仕方がない。それから、著作権保護技術が

一定の範囲で普及し始めたことも、この制度の拡大運用

を難しいものにしております。 

 これまでもシリアル・コピー・マネジメント・システム

（SCMS）を実装したミニ・ディスク等に対して補償金は設

定されてきましたが、今日ではもっと効果的に複製を制

限する技術が用いられています。例えば、デジタル放送

に実装されているダビング・テンでは、DVD 等に 9 回コ

ピーすると、10 回目のコピーによってレコーダ内の元デ

ータは消失します。これを「ムーブ」と言っています。これ

は、記録媒体を何枚購入しようが、購入した数だけコピー

ができるミニ・ディスクの場合とは明らかに違う。これと同

様の効果を持つ技術的制限は、インターネット上で配信

される音楽コンテンツなどにも実装されていることが多く、

その場合、無制限にパソコンや携帯型再生プレーヤー

にコピーできないようになっています。 

 こういった技術による私的複製の制限というのが、補償

金制度の正当化根拠を揺るがしていることは否定できま

せん。ただ、現在用いられている技術によって直ちに補

償金制度が正当化の根拠を失うともいい難いので、権利

者団体とメーカーの間で議論が行われているのですが、

残念ながら議論は平行線です。そういう状況ですと、新

たな機器などを政令指定の対象に加えるための合意を

関係者の間で成立させるのは非常に難しいです。 

 とりあえず、制度の内容とその運用に関する悲喜交々

ですね。こういったことを一応皆さんに紹介できたと思い

ます。 

 

Ⅵ ドイツの補償金制度 

 

駒田： この後は、本山先生に、ドイツ法との比較という視

点からご意見を開陳していただければと思います。先生、

よろしくお願いします。 
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本山： 国士舘大学の方で教えている本山と申します。 

 今日は駒田先生にお招きいただきまして、若干ドイツ

の関連する補償金制度をご紹介したいということを考え

ております。 

 ドイツの補償金制度、勿論駒田先生からもご紹介がご

ざいましたとおり、ドイツではこれを報酬請求権制度と申

しますが、ドイツの著作権法がその制度を諸国に先駆け

て導入しまして、その先鞭を付けた訳でありますが、この

2007年の 10月にその制度に大改正がございました。補

償金制度のみならず私的複製制度についても、もう一度

根本的に改めて考えてみる必要について問題提起をす

るような、そういう改正がございました。 

 このような事情をご紹介することによりまして、それと比

較することによって、我が国の補償金制度の特色、すで

に駒田先生のご説明の中にその特色は散りばめられて

おりましたが、その特色の理解をさらに深められるようご

紹介したいということでございます。 

 まずドイツの補償金制度の改正でありますが、近年複

製機器の多様化に伴って様々な問題が生じましてそれ

についての打開がなされたということでございます。その

問題というのは、そもそも制度、現行のでなく旧制度です

ね、もう改正してしまいました旧制度における規定の在り

方に問題がございました。 

 これはまず、旧補償金制度は補償義務の要件に、どん

な機器が補償義務の対象となるかと言う補償義務の要件

に関して、その特定性の要件を設けていたのです。具体

的な規定振りとしては、「私的複製を行うように特定され

た」という文言で、その特定された機器にのみ補償義務

が課されるという要件を設けていたのです。 

 ところがパソコン等の汎用機あるいは複製以外の用途

を持つようなファクシミリですね。それからさらにそれ自

体では複製機器、複製機能を完結させ得ないスキャナ

ーとかプリンターですね、こういったものを果たしてこの

補償義務の対象とすべきかという問題が噴出しまして、

それぞれが最高裁の判決を待つまで解決されないと、そ

の問題の解決に長時間を要した状況になってきて参りま

した。 

 それが 1つ目の問題です。それから 2つ目の問題は、

今度は補償額の決め方の問題ですね。日本では今駒田

先生からご紹介があったとおり定率制を採っておるので

すけれども、ドイツでは定額制を採っております。補償金

制度を定める条文の本文では相当な報酬という言い方を

しているのですけれども、その相当な報酬をその法律の

別表というところで複製機器の1台当たりの性能に応じて

額を定めております。ある複製機器については 1台につ

き 38 ユーロとかそんな感じです。ところが正に先程申し

たその複製機器の多様化によって、各種の機器が一体

的な機能として複製機能を発揮するような場合、そうした

一体的な複製機器について複製機器 1 台当たりの補償

額をどう分配するのかと。 

 構成する複数の機器にどう分配するのか。そういう問題

が生じてしまいまして、さらにそれがスキャナーとかパソ

コンとかプリンターとかそれぞれに問題が提起されますと

一括した解決が出来ないですね、要するに裁判で争わ

れることになりますから。全部一緒に一緒くたに裁判で争

えば良いのですが、そうではなくてスキャナーはスキャ

ナーメーカーが訴えて、プリンターはプリンターメーカー

が訴えてとそういうことをしますから、裁判所としましても

統一的にそれの分配を決めることが出来ないですね。こ

ういう法定報酬額の制度が破綻をきたしたと、これが第 2

の問題なのです。 

 そこで、その打開としまして、この 2007年の 10月の改

正でございましたけれども、まず第 1 の補償対象機器の

特定性の問題についてはその特定性要件を撤廃しまし

て、それに代わる要件を類型性、「タイプ」としまして、私

的複製に使われるタイプの機器であればこれは補償義

務の対象としましょうという制度に変更しました。 

 それから、さらに 2 番目の法定補償額についてはこの

制度を撤廃いたしまして、これをすでに補償額の決定主

体を立法者でなくて当事者へ委ねたと。要するに当事者

の交渉によって補償額は決めてくださいと、そういう制度

にした訳です。 

 この制度改正の背景にある基本的な考え方としまして

は、補償金制度の運用に当たって、補償対象機器の該

当性を巡る問題これを極力避けようと、それによって問題

の焦点をむしろ補償額の問題に集約することでドイツの

補償金制度の運用上の負担軽減を図ると、そういう所に

あったようでございます。 

 現行の日本の制度においては、東芝事件を始め、まず

紛争の発端は機器の補償対象該当性であったということ

が来ますので、その点でも、日本法とドイツ法との間では、

非常に状況の違いがハッキリしているのではないかとい

うことは言えるかと思います。 

 それでこのように大幅な改正を見た補償金制度であっ

た訳でございますけれども、この改正論議の過程では、

正に私的複製との関係で今や無視することが出来ない、

駒田先生のお話にもございました DRMですね、技術的

保護手段、この登場との関係で補償金制度の存在意義

つまり正当化理由ですね、あるいはそもそも許容される

私的複製というものの意義ですね、これについて改めて

考えさせる問題提起がなされたところであります。 

 その第一が、最初に申し上げました DRM と補償金制

度の存廃問題です。改めてご説明するまでもございませ

んが、DRM の技術的保護手段を用いますと私的複製は

権利者の下でコントロールが可能になる訳です。技術的

には複製を排除ができますし、その複製排除を解く際に

対価徴収をする機会も与えられた訳でございます。 

 そうしますと、そもそも補償金制度は、私的複製、要す

るに許諾を得ないで行われる私的複製に際して何らか

の権利者側の不利益が生じているであろうと、その不利
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益を填補するために補償金制度が必要であろうという発

想でありますから、もはや DRM を用いて対価徴収が可

能なのであれば、これはもう補償金制度は廃止してもよ

ろしいのではないかという発想になってくる訳です。 

 現にそういう問題提起がなされる訳でございますけれ

ども、それに対して立法者はどんな風に考えたかと申し

ますと、その技術的手段が著作物の複製を完全にコント

ロールするにはまだもう少し時間がかかるだろうと。さら

に、たとえそれが実現したとしても、その装着を著作者の

方に、著作者の任意に委ねるとすると、その補償金制度

を廃止することにより装着をしない著作者との関係では

その違法な侵害状態が発生することになるだろうと。 

 他方でその装着を法的に義務付けると致しますと、今

度は権利者側での包括補償金かあるいは個別ライセン

スかの選択の可能性を奪うことになるだろうと。さらには

法的な義務付け、DRM の装着の法的な義務付けをしま

すと今度はユーザー側も決して不利益がない訳ではなく

て、要するに複製の状況がすべてデータとして把握され

ます。これは要するに個人情報の問題みたいになってく

る訳でありまして、つまり立法者は「ガラス張りの利用者」

なんていう風に言いますけれども、全て利用状況がガラ

ス張りに透け透けになってしまうと。これは必ずしもユー

ザーにとっても好ましい状況ではないのではないかとい

う考え方を示します。 

 こうして結局のところ、DRM が普及し始めたといえ、な

お補償金制度の存在理由、正当化理由は存在するのだ

ということで、その廃止にまでは至らなかったと。とはいえ、

先程申し上げました通り、DRMによって許諾の対価を得

られるのであれば、もはや補償金というのは実質的には

不要ということになりますから、この補償金の分配に際し

てこの DRMの装着の場合にはそれを考慮する。要する

にその場合には分配対象から除くと、そういう制度が条

文として明確に規定されたところであります。 

 それからもう一つの問題、興味深い問題は、DRM とそ

の私的複製の優劣問題というものであります。DRM を装

着しますと私的複製が現にできなくなる訳です。そうしま

すとユーザー側から見れば、今までDRMがなければ私

的複製は適法なものとして許容されていたのにその利益

が失われることになると。 

 これはユーザー側としては DRM があろうとやっぱり私

的複製は私的複製として優先させるべきじゃないかと。も

っと具体的に言えば、その権利者はその私的複製のた

めに DRM を解除するための鍵をユーザーに渡すべき

じゃないかと、そういう主張がなされるのですね。 

 この問題は、アナログ私的複製とデジタル私的複製に

分けて考える必要があるということになります。と申します

のも、そもそも、ドイツの最近の改正は欧州の指令、つま

り 2003 年の情報社会指令に基づくものでございました。

その指令のレベルで、このアナログの私的複製、アナロ

グの私的複製というのは要するに紙にして複製をするも

のでありまして、要するにデータからデータへというもの

ではなくて、データから紙にアナログの媒体に複製をす

る、それをアナログの私的複製と理解して構わない訳で

すが、そのアナログの私的複製については技術的保護

手段に優先させるべきだと、それを欧州各国に義務付け

ているのです。 

 ですからドイツ法もこの 2007 年に先立つ 2003 年の改

正でDRMによってアナログ私的複製も防止できるような

状況になっているときは、ユーザーに私的複製を可能と

するような鍵を与えるように権利者に義務付けをしていま

す。ところが問題はデジタル私的複製です。この問題は

指令レベルでも各国法に委ねております、その解決を。 

 そこでこの 2003 年の改正で積み残された問題として、

この DRM とデジタル私的複製の優劣問題が立法課題と

して表面化したということになります。ここでは、先程の繰

り返しになりますけれども私的複製によって得られるユー

ザーの利益と、それをコントロールしようとする権利者の

利益とが正面衝突する訳でございまして、嫌が応でも双

方の利益の根源的な理由あるいは根拠が改めて問題と

ならざるを得ないという状況になった訳です。 

 これに関しては、権利者サイドは勿論なのですけれど

も、興味深いことに複製機器の製造者とかあるいはマル

チメディア企業の側からも権利者側の立場に立つような

発言がなされまして、両者の優越論を飛び越えてデジタ

ル私的複製そのものを制約してしまおうと。要するに、デ

ジタル私的複製は法律的に許容されるという発想を最早

捨てましょうと。 

 つまり、デジタル私的複製をDRMで管理できるのであ

れば、それは法律上許容される私的複製ではなくて、正

に複製権の禁止対象となる複製行為としましょうと。そうい

う見解が出されるのであります。非常に大胆と申しますか、

日本ではあまり聞くことのできない類の主張であります。 

 これに対してユーザーサイドからは、当然のことながら

そういうデジタル私的複製の制約論を排斥すると、それ

に対して反対すると共に、アナログ私的複製と同様に

DRM が施された場合にはそれに対する鍵を求められる

ような制度にするべきだと。要するにデジタル私的複製

をも DRM に優越して確保すべきだと、そういう主張がな

されるのです。 

 そこで 2007 年の改正時の立法者はどんな見解を採っ

たかと申しますと、結論としては、デジタル私的複製の貫

徹論、要するにユーザー側の主張を排斥しております。

ですからあくまでも DRM を超えて、DRM があるにもか

かわらずデジタル私的複製を優先・貫徹するということは

しないということを結論としている訳であります。 

 その際にこの立法者は 1965 年のドイツ補償金制度が

できた頃の立法者意図から説き起こす訳です。どんなこ

とを言っているかと申しますと、65 年の立法者が私的複

製を許容した理由は、要するに私的複製を禁止したとこ

ろで権利者としてはユーザーの私的領域に入ることは勿
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論、そのユーザーの私的複製行為を把握することすら出

来ない訳ですので、そうすると禁止権を掲げたところで

その実効性を欠いている、だから、そこでは私的複製を

許容したのだと。それは決してユーザー側の、利用者側

の利益を配慮した結果ではないのだと、そういうことを言

うのです。 

 要するに、それは著作権者の保護の在り方の反射に過

ぎないと。そうしますと、私的複製との関係でもそのDRM

等を用いてその権利保護が現実的に可能となった今日

においては、利用者が他者の権利を無償で利用すると

いう状態を常態化してはならないと。要するに著作権者

側からの必要で生まれた私的複製の権原から、今日も持

ち出し得るユーザー側の権利が生じている訳ではないと、

そういうことはハッキリ言うのですね。 

 そのようなことで、結局先の 2003 年の法改正ではアナ

ログ私的複製に対してはその権利者側からユーザー側

に鍵を与えなければならないという規定が盛り込まれた

訳なのですけれども、この 2007 年の改正ではデジタル

私的複製との関係ではそのような改正はなされなかった

ということになります。 

 

Ⅶ 議 論 

 

駒田： 本山先生どうもありがとうございました。何か、ある

程度は議論しろと言われておりますので。講師が二人、

しゃべってお仕舞いというのは、すごく評判が悪いらしい

です。何を議論するかというのが難しいのですけれども

…ドイツモデルは、日本とかなり対照的なのですよね？ 

本山： そうですね。 

駒田： 日本では、新しいタイプの機器や媒体が登場し

てきたときに、それを補償金の対象とするには、その都

度それを政令で指定しなければいけないのですが、ドイ

ツでは最初から法律で広く網を掛けてしまう。その結果、

パソコンとかプリンターは、そもそも補償金の対象になる

のかといった紛争が生じまして。 

 ご案内のこの法改正というのが、そういう紛争を生じ難く

させたのですかね？ 

本山： そうですね、ですから要するに対象機器該当性

に関する紛争は極力なくそうと。広く補償対象の機器とし

たうえで、後は補償額をどうするかに知恵を絞る。それで

バランスを図ろうと、そういうことですね。 

駒田： なるほど。日本法は、私的録音録画をする人が補

償金を支払い、メーカーはそれに協力するのだって書い

たものだから、こういう東芝事件みたいなのが起こってし

まったのですけれども、補償金の支払義務というのは、ド

イツモデルみたいに、メーカーと輸入業者もこれを負うの

だとハッキリ書いておいた方が良かったのですかね？ 

本山： それはそうなので、そもそもドイツでも最初はユ

ーザー負担だったのですけれども、それが実現可能性

はないということで、立法府でスッタモンダしていたところ

が、偶々メーカーの間接侵害的な、幇助責任を認める判

決が出まして、それを根拠にメーカー責任論が通ったと

いうことなのです。 

 ですから、そうした方が実現可能性、その補償金制度

の実現可能性と言う点では優れていると思うのですけれ

ども、ただこれ僕が思いますにやっぱり日本、これは法

文化というものが関係すると思うのですけれども、日本の

国民性というか法律作りの過程にもやはり特色があると申

しますか、あまりその当事者の間でその責任の所在を、

白黒をハッキリつけないで、正に今回の包括、上乗せ徴

収義務ですか、それについても立法過程では明確に合

意されていたのだけれども、それが法律の条文では表

わされなかったということ、これもやはり日本人ならでは

の立法の在り方ではないかという気がするのです。 

駒田： メーカーの責任をハッキリさせたくなかったと？ 

本山： ええ、あくまでも明文としてはですけど。ドイツの

メーカー責任論を導いた判決はグルンディッヒ・レポータ

ー事件というのですね。このグルンディッヒ・レポーターと

いうのは当時の録音機器でありまして、今でもオークショ

ンサイトなどで 60年代のそれを見かけることもありますが、

それが今では想像もつかない安っぽい録音機器なので

すね。そのようなものを見ると、やはり録音機器メーカー

の社会的な位置付けというものが、つまり両国の補償金

制度が出来た頃のメーカーの位置付けが、これが全然

違ったのではないかという気がするんですよね。日本と

ドイツの。 

駒田： そんな発言権が無かったみたいな？ 

本山： ええ、ドイツの方は、相対的に。たまたま最高裁

ではありますけれども、1 つのグルンディッヒ・レポーター

という名も知れぬような録音機器について最高裁が判決

を出したもので、それをもって、大した反対論もなくメー

カー責任論が通った訳ですが、我が国の場合には、家

電産業の存在感は補償金制度の創設時において相当大

きなものであったはずですから。 

駒田： これ、録音していますからね。多分文字に起すと

思うのですが、それでよろしい？ 

本山： どっちが？事実関係として。 

駒田： 何かメーカーの責任の所在をハッキリさせたくな

いから、こういうことになった、という声が記録に残ってし

まっていいのですか？ 

本山： 僕はそもそも法律論としても、旧法から現行法の

私的複製のルール変更にもその一因があると思うのです。

旧法は私的複製、旧法の 30 条でも私的複製を認めてい

た訳ですが、これは機械的な複製、機器を用いて行う私

的複製はそもそも許容してなかったのです。 

 ところが、この昭和 45 年の現行法立法時に、すでにそ

の当時も録音機器が流通していたにもかかわらず、あえ

てそれを白にしたのですね。日本の現行 30 条は。要す

るに機器による私的複製に対する制約を外した。そこで

もうメーカーも… 
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駒田： 機械を売ってもOKなのだというお墨付きが。 

本山： そうなのですよ。 

駒田： それが、後になってから、「いや、こういう複製と

いうのは条約違反だ」と。だから、グレーというかブラック

ですね。そのブラックな複製を幇助している企業の責任

として、こういう制度を作りたいのですけれども、と来られ

たら、企業にとっては「エッ話が違う」という感じになった

かもしれないと？ 

本山： だから… 

駒田： 現行法が出来た時、機械で複製しても OK という

ことになった、ところが後になって、「いや、こういう複製

は、本当はまずいのですよ」と。そのまずい複製を幇助し

ている企業の責任として、こういう制度を作りたいのです、

と言われれば、エッと思ったかもしれない。それで何か、

皆さんが文句を言っている間に、こういう、「協力義務」と

書いてくれるのだったら良いよ、みたいな感じ。 

本山： 時間の流れと共にその私的複製の規模も、つまり

私的録音録画の規模と質も変わって参りますので、それ

は立法時の認識と、つまり機械による複製も OK とした認

識と段々ずれてくるということがあり得てよいと思うのです。

しかし少なくとも、法律の条文の体裁としては、現行法で

機械による複製という制約を外して全て私的複製を良い

としたことで、とりあえずそのメーカーに対して直接的な

法的責任を求めるような条文を書くことは、これは体系的

にも中々難しかったのではないかという気がします。そ

の背景にある実質的な立法意図とは別問題として。 

駒田： なるほど。今の本山先生のお話を聞いて、非常

に明確になったと思うのですけれども、さらにお聞きした

いのは、その私的複製というのはユーザーの権利じゃな

いのだと、ドイツではそう考えられています。 

本山： そうですね。 

駒田： 日本では、そういう考え方に同意しない人が多い、

せめてタイムシフト（番組等を視聴する時間をずらすため

の私的複製）は、これは出来て当然だと思う人が多いで

しょう。何故、一律に補償金を払わないといけないのだと。

それからプレースシフトですね。自分で CD を買ったと。

CDプレーヤーを持ち歩くのは重いので、MP3プレーヤ

ーに入れて外で聴きたいと。そういうプレースシフトのた

めに複製する、これだって当然出来て然るべきなのに、

何で補償金を払わなければいけないのかと。  

 自分が購入したCDなのだし、それを外で聞くために私

的複製することの何がいけないのだ、ということがよく言

われる訳です。そこは、ユーザーの権利という風に捉え

る考え方というのは、ドイツには全く存在しないということ

でよろしいのですか？ 

本山： 無いと考えてよろしいですね。 

駒田： ただ、皆さんの中でもそういう感覚の人が多いの

ではないですかね。プレースシフトとかタイムシフトの類

ね。この種の私的複製をするのに、何でお金を払わなけ

ればいけないのだと。現行の補償金制度の作りですと、

それらもカバーすることになっちゃっているのですね。 

 レンタルレコード屋に行ってCDを借りて来て、そこから

録音をするということをやるときには、これはひょっとした

らお金を払わないといけないかもしれない。けれども、レ

ンタルレコード屋は権利者の貸与権行使を受けてお金を

払っているはずなので、それがレンタル料に上乗せされ

ているとも考えられる。それは、何となく二重払いをして

いるのではないかっていう、そこでも疑問に思う人もいら

っしゃる。 

 さらには、オンライン配信で音楽を買う場合、先程触れ

たように著作権保護技術が付いています。また、PC に落

とすことを前提にダウンロードさせる訳ですから、そのと

きに私的複製の対価も支払っているのではないかという

認識を、ユーザーの方は持ちがちなのですね。 

 それなのにまた補償金を払わされるというのは、何か

おかしいのではないかという議論がある訳ですが。本山

先生、ドイツ法の考え方を抜きにして、本山先生ご自身

の哲学として、そういうプレースシフトとかタイムシフトっ

ていうのは、ユーザーの権利として認めていいとお考え

ですか？ 

本山： うーん、そこまではあまりまだ踏み込めないです

ね。権利とまで言えるのか。もっとも学会などでは、すで

にボキャブラリーとしてユーザーの権利という言い方が

市民権を得つつあるといった観を呈していますので、そ

のような状況に甘んずるのはむしろ学説側の責任なのか

もしれませんが、少なくとも、ユーザーの権利という考え

方は、我が国の学説での議論に耐え抜いた考え方とは

言い難いように思いますね。 

駒田： なんか、審議会だけで議論していますよね。審議

会の中だけでやっています。 

本山： そうなのですよ。さらに申しますとドイツではこの

私的複製はもちろん制限規定の 1つなのですけれども、

この制限規定は同じ制限規定でありながら、その私的複

製を支える原理においてその他の制限規定を支える原

理と全然違うのですね。その他の私的複製以外の権利

制限は公衆の利益であると考えられていますね。 

駒田： 公益に基づいて。 

本山： ええ。公益になりますと今度は報酬請求もいらな

いことになりますから、公衆の利益または公益ですね。

それがあるからこそ制限できる。だけれども私的複製の

場合だけは権利制限を正当化するものとしてユーザー

の利益とは言わないのです。 

 日本の我々の間ではそういう議論すらなされていない

ですね。制限規定の中で私的複製をどう位置づけるのか

という議論すらなされない。問題意識すらないです。そう

いう段階では中々ユーザーの権利と言っていいものかど

うかと言ったら… 

駒田： そうですね。ところで、加戸先生の本を見ると、

個々の私的複製はひょっとしたら零細と言えるかもしれ

ないが、これだけ複製技術が世の中に広範に普及しち
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ゃうと、社会全体として見たときに膨大な量の私的複製物

が作成され、保存されていくことになる、これが著作者の

利益を脅かしているという認識で、こういう補償金制度が

出来たという趣旨のことが書いてあります。これは、「塵も

積もれば山となる理論」と呼びたいのですけれども。つま

り、個々で見れば塵なのですけれども、全体で見れば山

なのだから、放置する訳にはいかないのだという理屈で

すね。 

 そうすると、タイムシフトとかプレースシフトとかはどうで

もいい。タイムシフトは、見たり聞いたりしたらすぐ消去す

るから、これはやはり除外すべきかもしれないですが、

プレースシフトのために作成されたコピーはずっと保存

され続けますから、補償金なんか払わなくてもいいって

いう話にならないのです。 

 もう、そういうことをやる人が多くなれば、これは許され

ないという理屈で現在の制度ができているとすれば、プ

レースシフトとかメディアシフトとか、そういうことは補償金

を支払わなくていい理由には全然ならなくて、そういうこ

とをする人が爆発的に増えた――それだけでアウトにな

るという風に言えるのかもしれません。 

 我々著作権法学者ももっと頭を柔らかくして、ユーザー

の権利って本当にあるのかどうか、真剣に考える必要が

あると思います。ドイツでは、ユーザーの権利という考え

方には割と消極的な人が多いようですが、でも、段々そう

いう考え方も強くなってきているように思います。 

 ドイツでは、本山先生にご紹介いただいたように、非常

に制度がかっちりしているのですよね。そのため、日本

よりも補償金制度が機能しているようです。日本では、メ

ーカーの「協力義務」ということにして、その都度政令で

機器や記録媒体を指定していくというやり方をしたものだ

から、この制度はいつの間にか「著作権法におけるバル

カン半島」のような不安定な状態になってしまった。ただ、

これはある意味幸せなことで、この補償金制度って一体

何なのかっていう本質的なところから議論をし易い状況

には、なっていると思います。 

 つまり、これから自由に制度を作っていける、作り変え

ていける可能性がある。ヨーロッパでは、EU 指令みたい

な共通の枠組みがあって、それに強制的に従わされると

いうことがある訳ですが、そういうものは日本には無いで

す。そういう自由に議論が出来る状況にあって、これから

皆さんも含めてそういう議論を色々やっていければいい

なと思っております。 

 本山先生が言われるように、そういう議論はまだまだ少

ない。皆さんが知財弁護士とかになられたら、そういう議

論に積極的に参加していただいて、この制度を本質的に

考え直して、日本から情報発信していけるような、そんな

世の中になったらいいなと思っております。 

 では、今日は時間もきましたのでこれで私たちの授業

は終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございま

した。（拍手） 

 

【配布レジュメ】 
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第８回 インターネットを巡る著作
権法上の諸問題 
 

講師：奥邨 弘司（神奈川大学准教授） 
 

 

Ⅰ はじめに 

１ 技術革新と著作権法制の宿命的関係 

２ 講義を理解するために 

Ⅱ P2Pファイル交換と著作権 

１ ファイルローグ事件の事実関係 

２ 法的分析 

３ カラオケ法理 

４ Winny事件 

Ⅲ カラオケ法理以外のアプローチ 

１ 罪に濡れたふたり事件 

２ TVブレイク事件 

Ⅳ 違法配信のダウンロード違法化及び違法ダウン

ロードの刑事罰化 

１ 違法配信のダウンロード違法化 

２ 違法ダウンロード刑事罰化 

３ クラウド・コンピューティングと著作権 

Ⅴ まとめ 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

奥邨： では、始めさせていただきたいと思います。今日

は、インターネットを巡る著作権関連の問題について、主

として裁判例の紹介を通じて、最近の新しいテーマ等も

取り上げつつ、お話をしていきたいと思っております。 

 

１ 技術革新と著作権法制の宿命的関係 

奥邨： 最初に入口論を簡単にお話ししておきますと、技

術革新と著作権法制との間には、いわば宿命的な関係

が存在します。15 世紀にグーテンベルグが活版印刷技

術を発明した訳です1。それによって、従来は手で写すと

か、もしくは版画のような形で刷るということしか出来なか

ったのが、大量に印刷が出来るようになりました。結果、

従来、一部の限られた人しか持っていなかった書籍とい

うものが、広く大勢の人に共有されるという時代が来た訳

です。この活版印刷技術が、私達の文化、文明の発展に

大きな影響を与えたのは間違いありません。 

しかし、それまでだったら書籍を作成したり写したりす

るのは非常に手間がかかったので、海賊版のようなもの

が大量に出回るということは、滅多なことでは無かったの

ですけども、簡単に大量印刷が出来るということになる

と、他人が出版した売れた本について次々と海賊版を作

                                                                 
1 作花文雄『詳説著作権法〔第4版〕』ぎょうせい（2010年）25頁参照 

って売るということが横行し始める訳です。それでは困る

ということで、当時の出版業者―今でいう出版社と本屋さ

んとをセットにしたみたいなものですけれども―彼らが、

王様に対して、出版を自分たちだけの独占的なビジネス

にしてくれ、即ち出版特許というものを求めます。2 

 中世ヨーロッパでは、大体何でもギルドということで、組

合が王様から特許をもらって独占的に商売をやっていま

したが、その一種ということで、出版業者も特許をくれと頼

んだ訳です。そして、それが認められる訳です。 

 勿論、このとき認められたのは、出版特許ですから、著

作者に権利を与える、著作権法とは異なります。しかし、

出版物に対する独占的な権利が認められたというのは、

広義に言えば、著作権法制の誕生と言えると思います。 

 しかし、ここまでの経緯をご覧頂ければお分かりのよう

に、著作権法制というのは、技術の発展と、それがもたら

す弊害との緊張関係の中で誕生した、というそういう宿命

を持っている訳です。 

 従って、その後も順次写真ができ、レコードができ、映

画ができ、放送ができ、という風に、新しいメディアが登

場する度に、著作権法制はそれへの対応を迫られてき

た訳ですが、その持って生まれた宿命を考えれば、むし

ろ当然ということになります。 

 よく、著作権法は技術進歩の後追いではないかと批判

がありますけれど、後追いであるのは当然です。元々が

そういう宿命ですから。技術進歩に先駆けて何か対応す

るということ自体、あり得ない訳です。 

 ただ、そういう中でも、インターネットの登場というのは

著作権法制にとって、極めて大きな出来事であったこと

は事実です。一方で、是非ご理解いただきたいのは、イ

ンターネットの問題ということで、何か特別な新しいことが

起こっていて、特別な法律が必要になるのではないか、

というようなイメージを持ちがちなのですが、実際には、

今まであった条文と、今まであった考え方を組み合わせ

ることで、応用問題として大体は処理されてきています。 

 勿論それで良いのか悪いのかという議論はあります。し

かし、現に、そうやって処理されている訳です。従って、

実務としてはそこを理解していかないといけない、一方

で、適用条文の組合せであるとか、裁判例の組合せが、

ある意味トリッキーな部分がありますので、丁寧に勉強し

ていく必要はあります。 

 

２ 講義を理解するために 

奥邨： まず、今日の講義を理解して頂くために、関連す

る著作権法の考え方について簡単にご説明します。復

習だと思って聞いておいて下さい。 

 インターネットに接続されたサーバにホームページを

開設するような状況をお考え下さい。この場合、サーバ

にデータをアップロードすると、サーバに複製が生じま

すから、複製権（21条）の問題が出て参ります。 

                                                                 
2 前掲・作花27頁参照 
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 勿論その複製されたものが、極めて一瞬で、メモリ上に

本当に一瞬にしか存在しないというのであれば、一時的

蓄積だから複製にはならないのではないか、という議論

がある訳ですが3、普通はホームページのためにサーバ

にアップロードする場合はハードディスクに記録されま

すので、これは複製ということで問題ありません。 

 次に、アップロード後、データはサーバに蓄積された

状態であり続ける訳ですが、その場合データは、いつで

も受信者のところに送信可能な状態になっています。ホ

ームページ、まだ誰も見ていないけど、誰かがアクセス

すればいつでも見られる状態になっている、そういう状

態です。これについて著作権法では、送信可能化（2条1

項9号の 5）と言います。 

 ところで、この送信可能化に関する権利は、著作権に

関しては、公衆送信権（23条1項）の一部という位置付け

になります。一方、今日は割愛します著作隣接権に関し

ては、送信可能化権は独立の権利として存在します4。や

やこしいのでご留意下さい。 

 で、そういう送信可能な状態のサーバにユーザが実際

にアクセスして、データを送信して下さいとリクエストを出

すうと、サーバからデータが送信されてくる、これを自動

公衆送信と言います。人間がリクエストを受け付けて、デ

ータを送信するのではなくて、機械―この場合サーバで

すが―が自動的に送信しますので、自動公衆送信と言

い、公衆送信権（23条1項）の対象となります。 

 関係する条文としては、今挙げた、複製権の 21 条、公

衆送信権の23条1項がメインになります。あと補足します

と、私的使用目的での複製についての権利制限規定で

ある 30条 1項があります。これによると「個人的に、又は

家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使

用すること」即ち私的使用を目的とする場合は「使用する

者が複製することができ」ます。「複製できる」ですから、

本来著作権者の許諾を取らない無断複製は著作権侵害

になりますけれども、この場合は、許諾がなくても著作権

侵害にはなりません。従って、TSUTAYA で借りてきた

CD を、自分で聞くためにコピーするというのは、この権

利制限規定でOKになる訳です。 

 しかし「私的使用目的以外の目的のために」、30条1項

の「適用を受けて作った複製物を頒布し」たり、または公

衆に提示―見せたり聞かせたり、ネットで送ったり―した

ならば、その時点で複製を行ったものとみなされる旨が、

49条 1項 1号に規定されています。従って、TSUTAYA

で借りてきた CD を自分で聞くためにコピーするというの

は 30 条で著作権侵害にはならない訳ですが、そのコピ

ーした CD を、お金がないからちょっと儲けようかなと思

ってヤフオクで売ったとすると、その売る、イコール頒布

したことによって複製したとみなされる訳です。そしてそ

                                                                 
3 島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門』有斐閣（2010年）134頁及

び高林龍『標準 著作権法』有斐閣（2010年）134頁参照 
4 前掲・島並他142頁注39参照 

れは、無断「複製」ですから、権利制限規定に該当しない

限り、著作権侵害になるということになります。 

 次、公衆送信権に関して補足しておきましょう。まず 23

条 1 項は「著作者は、その著作物について公衆送信（自

動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む）を行

う権利を専有する」と定めています。先程、著作権の場

合、送信可能化に関する権利も公衆送信権に含まれると

申し上げましたが、それは今見た括弧書きの関係です。 

 ところで、そもそも公衆送信とは何かと言うと、「公衆に

よって直接受信されることを目的として…無線通信又は

有線電気通信の送信を行うこと」を言います。では、公衆

とは何か、通常の一般用語でいうところの公衆というのは

不特定の人を指しますね。しかし、著作権法は、「特定か

つ多数の者を含む」と 2 条 5 項に定義しています。従っ

て、不特定者または特定多数者が公衆になる訳です。 

 具体的にいうと、駅前で歌を歌うのは公衆に向け歌っ

ていることになります。何故なら不特定の人に聞かせる

目的ですから。じゃあ、この教室で歌っているのはどうか

と言うと、皆さんは不特定の人ではありませんので不特定

という意味では公衆にはなりません。しかし、この授業を

受けているという意味で特定している人が多数居るという

ことにはなるかもしれません。今日は何人ぐらい居るでし

ょうかね。30～40 人居れば多分、公衆になると呼ぶのが

著作権法の業界での基本的な了解事項だと思います。 

 多数が何人かというのは、すごく難しい問題です。少な

くとも、一般的な家族、即ち一桁程度の人数は多数では

ないと言えると思いますが、それを超えたときに、何人か

らが多数になるかはよく分かりません。教科書を見てもケ

ース・バイ・ケースとあるだけで、やはり分かりません。5 

 次に、「自動公衆送信」というのは、さっきのサーバが送

るように、自動的に行われる送信のことです（2 条 1 項 9

号の 4）。自動的ですから、基本機械が行うことになりま

す。ただし、放送とか有線放送は含まれません。 

 あと、先程も触れた送信可能化ですが、これは実は長

い定義規定があります。2条 1項 9号の 5です。その定

義規定に定められているような方法で自動公衆送信し得

るようにすることが送信可能化です。例えば、2 条 1 項 9

号の5イには、インターネットに繋がったサーバのハード

ディスクに記録する方法が述べられています。従って、さ

っきのように、インターネットのサーバに繋がったサーバ

にデータをインプットすることによって、自動公衆送信し

得るようにすると送信可能化になる訳です。 

 以上を前提に、インターネット関連判決について見て

いきましょう。 

 

Ⅱ Ｐ２Ｐファイル交換と著作権 

 

１ ファイルローグ事件の事実関係 

奥邨： まず、ファイルローグ事件（『著作権法判例百選 

                                                                 
5 前掲・島並他132頁参照、前掲・高林133頁も参照 
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第4版（以下、「百選」）』第95事件）から見ていきましょう。

百選には東京高裁の確定した判決が掲載されています

が、分かり易さという点で今日は仮処分事件（東京地決平

14・4・11判時1780・25）の方を前提にお話をします。 

 P2P ファイル交換ソフトについて、皆さんも使ったことは

ありますかと聞いて、手を挙げていただくと問題があるか

もしれませんので聞きませんが、どういったものかは基

本的にご存じだとは思います。ただ、現在流行っている

ものと、当時流行っていたファイルローグ・タイプとはか

なり違います。今は、ファイルローグ・タイプはほとんど無

いように思います。 

 まず、ユーザAがCDから音楽を自分のパソコンにリッ

ピングします。ユーザ Aのパソコンには、ファイルローグ

専用のソフトがインストールされていて、そのソフトが、フ

ァイルローグ社が運用するサーバと情報のやりとりをしま

す。何の情報をやりとりするかというと、A さんのパソコン

には、例えば AKB の「フライングゲット」という音楽ファイ

ルが記録されていますよ、というインデックス情報がサー

バに送られる訳です。このとき、サーバに送られるのはイ

ンデックスだけであり、音楽ファイルそのものは送られま

せん。で、このファイルローグの専用ソフトをインストール

しているユーザBさんが、ファイルローグのサービスを通

じて、フライングゲットを手に入れたいと思ったら、B さん

は、ファイルローグのソフトを操作して検索をかける訳で

す。そうすると、その検索リクエストがサーバに飛んで、

誰がフライングゲットの音楽ファイルを所有しているの

か、その一覧を表示してくれる訳です。当然、一覧には

Aさんも表示されます。 

 で、ファイルを入手しようとした B さんが、A さんを選択

すると、サーバは A さんのパソコンに接続するための情

報をBさんのパソコンに送ってきます。Bさんはこの情報

を元に、A さんのパソコンに接続する訳です。そして、A

さんのパソコンから、「フライングゲット」のファイルを送信

してもらうことになります。 

 ここまでのポイントを整理すると次の様になります。まず

ファイルローグのサービスを提供していた業者は、サー

ビスの利用に必要な専用ソフトをユーザへ配っていま

す。次に、インデックス情報を保管しているサーバもサー

ビス提供業者が管理しています。しかし、サービス提供

業者が行っているのは、そこまでなのです。逆に言うと、

ファイル交換自体は当事者同士でやっていて、サービス

提供業者としては一切知りません、という状態になってい

るのです。 

 例えば、インターネットのメールで P さんから Q さんに

音楽ファイルを送るとした場合、音楽ファイルはメールサ

ービスを提供している業者のサーバを必ず経由します。

しかし、ファイルローグのような P2P 通信の場合そうでは

ないのです。P2PというのはPier to Pier（ピア・ツー・ピア）

の略称ですが、Pier というのはご存知のように端っことい

う意味です。埠頭の先端なんかを Pier といいますけれど

も、P2P、Pier to Pier というのは、その端っこと端っこを繋

ぐという意味なのです。末端同士を直接繋いで通信し、

途中でサービス提供業者のサーバを経由したりしない訳

です。何故P2Pが開発されたかというと、サービス提供業

者のサーバを経由する従来型の通信では、アクセス数

が増えるとサーバに多大な負荷が掛かります。全ての通

信が、このサーバを経由する訳ですから。 

 しかし、このファイルローグの場合、サーバの負荷は軽

いのです。何故なら、サーバがユーザのコンピュータと

やりとりするのは、インデックス情報だけだからです。想

像ですが、多分 1 キロバイトぐらいのテキストを送れば、

もうそれで済む訳です。後は、サーバは全然関係なく音

楽ファイル本体の通信が行われる訳です。著作物である

ファイルの送信自体に、サービス提供業者が直接関与し

ていないという点が、この事件では大きなポイントとなっ

てきました。 

 ここで、P2P ファイル交換の普及の背景について、ちょ

っとだけ触れておきます。 

まず、mp3フォーマットが登場して普及したということが

あります。CD一枚にはアルバムの場合、大体650MBの

情報が入っています。それを、mp3 フォーマットだと、ど

んなに下手に作っても、人間の耳で聞いておかしくなら

ない品質を維持しつつ、10分の1にデータを圧縮するこ

とが出来ます。だから、65MBぐらいになる訳です。 

 ちょうど同じ頃、ブロードバンド回線が普及し始めまし

た。もっとも、ブロードバンドといっても 1Mbpsぐらいなの

ですが、これだと CD 一枚が大体 8 分で転送できます。

今なら、スマホの回線でも 1Mbps 以上当たり前ですが、

当時は画期的でした。それまでは、この 10分の 1ぐらい

の回線が当たり前だった時代で、80分かかってCD一枚

分を転送するという時代から、8分でCD一枚が転送でき

るようになった訳です。 

 しかも、定額料金制が普及し始めました。それまではプ

ロバイダーの回線料金は、1 時間いくら、1 分いくらという

ことで決まっていましたけれども、この当時から、例えば

月額3,000円、使い放題となった訳です。 

 そうすると、さっきのように、P2P のソフトを立ち上げて、

延々使っていても、電話代というか、インターネットの接

続料は全然変わらず3,000円低額な訳です。しかも、8分

でCD一枚がダウンロードできる。となると、欲しい音楽フ

ァイルがどんどん手に入れられる、という便利な時代が来

た訳です。著作権のことを考えなければですが…。 

 さらに、CD には、パソコンに対する有効なコピープロ

テクトが存在しませんでした。皆さんの世代だとほとんど

知らないかもしれませんが、かつてミニディスクというの

がありました。十数年前は、一番流行っていました。その

ミニディスクのコピーというのは、SCMS という技術がプロ

テクトしていましたから、CDからダビングできるのは 1回

だけよという風に限定されていましたが、その技術はパソ

コンには全然効かないのです。 
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 で、対パソコンのコピープロテクト技術を適用した、コピ

ーコントロール CD（CCCD）が発売された訳ですが、この

技術はコピーを防止するだけでなく、場合によってはCD

プレーヤーに誤動作を起こしたり、音が悪くなったりする

などという噂が立って―本当にどの程度そういった問題

が生じたかは分からないのですが―そういう噂が立っ

て、消費者が見向きもしなくなって、結局使われなくなり

ました。ですから、今に至るまでCDは技術的にはパソコ

ンに取込み放題な訳です。 

 こういう背景事情を踏まえて、ファイルローグを始めとす

るファイル交換が普及してしまった訳です。 

 

２ 法的分析 

奥邨： まず、ユーザについて考えます。データを送る方

のユーザ Aについて考えますと、ユーザ Aはユーザ B

からの求めに応じて、ファイルを自動的に送信する訳で

す。これは、求めに応じて自動的に送信しますから自動

公衆送信になります。正確にはこの時点では、自動送信

です。で、ユーザ A にとって、ユーザ B は不特定者で

す。だって、Pier to Pierのファイル交換に参加している相

手が誰かなんて分かりませんから不特定者です。不特定

者イコール公衆ですから、公衆に対して自動で送ってい

る公衆送信、自動公衆送信ということになります。 

 ただ、ユーザ A の問題はそれだけではありません。フ

ァイルローグの専用ソフトによって、ユーザ A のパソコン

の中には、他人と共有しても良いファイルを保管するフォ

ルダが作られます。そういったフォルダの中にファイルを

入れること自体、自動公衆送信可能な状態を作り出して

いる訳ですので送信可能化になります。 

 さらに、ユーザ Aは、買ったり借りたりした CDから、音

楽ファイルを取り出して自分のパソコンに取り込んでいま

す。これは複製です。しかし、自分で聞くためであれば、

私的使用目的の複製ということで、30 条 1 項柱書で OK

になります。しかし、目的外使用の場合のみなし複製条

項（49 条）がありますので、そのようにして作成された複

製物を公衆に送信すると、「複製を行ったものとみなされ

る」訳です。従って、最初に取り込んだときの複製は、私

的使用目的と言うことで OK なのだけれども、送信するこ

とによって、または送信可能化状態にすることによって、

ユーザ A はその時点で複製したことになります。では、

その複製は許可があるのでしょうか？無いですね。だか

ら、アウトです。 

 従って、ユーザAは公衆送信権侵害と複製権侵害の両

方の侵害状態になっています。これは明らかです。送信

側のユーザは、基本的に二つの侵害をしているというこ

とになります。 

 で、このとき、著作権者である JASRACさんは誰を訴え

たか。仮に、アップロードするユーザ、さっきの説明では

ユーザAを訴えたら、これは勝ちます。100パーセント勝

ちます。明らかに違法行為ですから。 

 しかし、JASRACさんは、ユーザAではなくてサービス

を提供する業者を訴えたのです。何故か？一網打尽効

果を狙ったのだと思います。この一網打尽効果というの

は、私が色んな所で使って6、最近、段々と皆さんにも使

ってもらうようになったのですが、その一網打尽効果を狙

ったのだろうと思います。無数に居るユーザを一人一人

見つけて、お前はファイル交換をやっているだろう、あん

たもやっているだろう、と一々訴えることができますか？

モグラ叩きで、キリがない訳です。それよりはサービス提

供業者の責任を問うことで一網打尽にしたい。極端に言

えば、サービスごと止めさせたい訳です。まあ、差止め

の範囲の問題があるので、本当にサービスを止めさせら

れるかというのは、ちょっとあるのですけども、究極的に

はサービスを止めさせたいという訳です。サービスさえ

無くなってしまえば、サービスを通して悪いことをする人

は一網打尽にできる訳です。だから一網打尽効果です。

もっとも、私が勝手に作った言葉なので、司法試験の答

案には書かないほうがいいです。 

 ここまでの説明でお分かりのように、この文脈では、権

利者にとって重要なのは損害賠償の請求よりも、差止め

の方です。お金を貰っても、侵害が続いているのでは意

味がありません。少なくとも侵害的なサービスを止めさせ

たい訳です。で、そのときに何が問題になるのかという

と、ファイルローグの場合、ファイルの送信を行っている

のはユーザでした。業者はインデックスサーバを立て

て、情報を提供し、そしてファイルを交換のために必要な

ソフトを配っているだけです。ファイルの送信そのものは

やっていないのです。つまり、業者はファイルの送信に

は、ただ関与しているだけなのですね。 

 では、このような関与しているだけの人に対して差止請

求が可能ですか、ということを考えたときに、まあ色んな

議論があるのですが、著作権法学の世界では否定的な

訳です。7 

 著作権法 112 条は、差止請求権について定めた規定

です。ポイントだけ読み上げますと、「著作権者は、著作

権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、そ

の侵害の停止又は予防を請求することができる」となって

います。ここで、「著作権を侵害する者」という文言に、ユ

ーザ A が該当するのは異論がないところでしょう。ファイ

ルを複製していますし送信もしています。しかし、業者は

どうでしょうか？先程申し上げたように、業者は音楽ファ

イルそのものの送信は行っていません。インデックスデ

ータを交換しているだけ、そして、専用ソフトを配ってい

るだけです。このように、著作物の利用行為そのものは

行っていなくて、それに関与している、例えば助けてい

るだけの人を、112 条の「侵害する者」または「侵害する

おそれがある者」に該当すると言えるのか、という問題に

                                                                 
6 拙稿「著作権の間接侵害 ～日米裁判例の動向と実務への影響、今後の

課題」コピライト 2009年10月号5頁参照 
7 拙稿「著作権侵害の教唆・幇助・間接侵害」知財研フォーラム 87号40頁

以降参照 
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ついて、著作権法学では、多くの人が無理なのではない

か、と考える訳です。 

 勿論、このような考え方には異論もあって、著作権侵害

に関する差止請求というのは一種の妨害排除請求なの

だから、侵害行為に関与しているだけの人に対しても、

妨害排除、この場合は正確には侵害排除のために必要

なら差止請求ができるのではないか、という有力な指摘

はあります。ただ、少なくとも東京裁判所、東京地裁と知

財高裁は、基本的な立場として、多くの判決で非該当を

前提にしている訳です。なお、若干補足しますと、実は

大阪地裁に行くと、該当すると考えるとする判決があった

りもするのですが、あまり支持されていない状況です。 

 侵害行為に関与するだけの者は 112 条の「侵害する

者」に該当しないということになると、ファイルローグ事件

のサービス提供者に対して差止請求は出来ないというこ

とになりそうです。 

 しかし、この問題について、新しい解決法が示されたの

がファイルローグ事件の仮処分決定だった訳です。何

故、今日は判例百選で紹介されている東京高裁の判決

ではなくて、仮処分決定をわざわざ取り上げたのかという

と、ここで一つの転機があったのだと考えるからです。こ

の仮処分決定は、現在知財高裁の所長をされている、飯

村判事が東京地裁の判事だった頃に、それまであった

考え方を、インターネット時代に相応しい形で応用して解

決法を示された訳です。一種の発明、それも用途発明だ

ったのではないかと思っています。8 

 仮処分決定のポイントを読み上げましょう。「本件サー

ビスの利用者の前記各行為は、著作権侵害（複製権侵

害、自動公衆送信権侵害及び送信可能化権侵害）を構

成する」として、ユーザが侵害者であるとします。一方

で、「債務者〔注：業者〕自らは、パソコンに蔵置した本件

各 mp3 ファイルを債務者サーバに接続させるという物理

的行為をしているわけではない」ことも認めます。しか

し、そういった場合でも、「債務者の行為が、送信可能化

権及び自動公衆送信権を侵害するか否かについては、

①債務者の行為の内容・性質、②利用者のする送信可

能化状態に対する債務者の管理・支配の程度、③本件

行為によって生ずる債務者の利益の状況等を総合斟酌

して判断すべきである」と述べて、物理的にはファイルを

送信していない業者であっても、著作権侵害をしている

と判断する余地はあるのだ、とする訳です。 

 その上で決定は、ファイルローグのサービスの内容は

ユーザが市販のレコードを送信可能化状態にするため

のサービスである、としますが、ユーザによる送信可能化

は基本的には違法ですよね。ということは、違法な行為

のためのサービスだ、と性格付けている訳です。それか

ら管理性ですが、これについてはサービスを利用するた

めに必要な専用ソフトを提供していること、業者が提供す

るインデックスサーバが無いと、ユーザはファイルのイン

                                                                 
8 前掲・拙稿コピライト 2009年10月号24頁参照 

デックス情報が手に入らないためファイルの交換が出来

ないこと、サーバは業者が保有していること、等を考え合

わせると、ユーザによる送信行為は業者の管理下にある

と言える、としました。最後、営業上の利益についてです

が、裁判になったときはファイルローグ・サービス、実は

まだ無償だったのですけども、将来的には広告収入が

業者に入ることになっており、ファイル交換の結果、業者

の営業上の利益が増大する関係にある、とされました。 

 以上を踏まえて、裁判所は、自動公衆送信や、送信可

能化を行っているのは業者だと評価できる、との結論に

至る訳です。 

 こうなると、業者は自動公衆送信や、送信可能化につ

いて、単にユーザを手伝っているだけという訳ではなく

なります。むしろ、それらの行為は業者が行っている、と

いう法的な評価になります。ということは、業者は、112 条

の「侵害する者」（以下、侵害主体）に該当する、ということ

になります。当然そういった業者に対して差止請求は可

能、という結論になります。 

 ただ、差し止められるといっても、実際は、サービスそ

のものを差し止められる訳ではありません。著作権を侵

害するようなファイルの送信を差し止めることになります

から、侵害しないファイルだったら送って良いということに

はなります。しかし、こういったファイル交換サービスに

おいて交換されているファイルのどれが侵害物で、どれ

が非侵害物かというのを区別する実際的な手段はないと

言えますから、実際問題には、先の差止命令を守ろうと

思うと、サービスごと止めるしかない訳です。もしくは交換

されるファイル全部について許可を取る以外はない訳で

すね。しかし、それは実際問題できない訳で、結果ファイ

ルローグ・サービスは停止しました。 

 

３ カラオケ法理 

奥邨： この、ファイルローグ事件仮処分決定の考え方こ

そ、カラオケ法理と呼ばれます。 

 カラオケ法理とは何か？上野先生の定義が基本となっ

ていますので、引用させて頂いております。即ち、「物理

的な利用行為の主体とは言い難い者を、管理（支配）性

及び営業上の利益という二つの要素に注目して、規範的

に利用行為の主体と評価する考え方」9です。 

 少し詳しく見ますと、「物理的な利用行為の主体とは言

い難い者」、ここでは、ファイルローグ・サービスの提供業

者がこれに当たりますね。物理的には利用行為、即ち送

信行為を行っている訳ではありません。しかし、そういう

者であっても、「管理（支配）性及び営業上の利益という

二つの要素に着目して、規範的に利用行為の主体と評

価する」訳です。そう、先程述べたような管理性や営業上

の利益が認められたことから、ファイルローグ・サービス

の提供業者を、規範的な観点から自動公衆送信などの

                                                                 
9 上野達弘「いわゆる『カラオケ法理』の再検討」『知的財産権法と競争法の

現代的展開・紋谷暢男教授古稀記念』発明協会（2006年）783頁 
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主体と捉える訳です。物理的な視点だけではなくて、規

範的な視点から、利用行為、侵害の文脈では侵害行為

の主体を捉えることから、講学上は、規範的利用主体論

または規範的侵害主体論、等と言われますが、カラオケ

法理は正にその典型な訳です。 

 カラオケ法理は、最高裁判決でいえば、「クラブキャッ

ツアイ事件最高裁判決」（百選第 94 事件）の中に、見出

すことが出来ます。 

 ちょっと余談になりますが、カラオケ法理を巡る問題

は、百選では、クラブキャッツアイ事件に始まって、いわ

ゆる間接侵害の関係が全部で 6 つ取り上げられていま

す。キャッツアイ事件については東大の大渕先生が解説

をお書きになっていますし、残りの 5 つの判決について

も、錚々たる方々が解説を書いておられます。その先生

方の解説を読み比べてもらえば、この問題の難しさ、よく

お分かりいただけるのではないかと思います。 

 クラブキャッツアイ事件に戻りましょう。詳しくお話しする

時間はないので、ポイントだけ。 

 この事件は、カラオケ・スナックに関する事件なのです

が、問題はカラオケ・スナックで客によって歌われている

歌なのです。これについて、店が歌っていることにはな

らないのか、というのがポイントです。客が歌っているの

は事実なのですが、一々、客を相手にしていたのではモ

グラ叩きとなる、それにそもそも客の歌唱は 38条 1項の

非営利無償無報酬の歌唱として適法ですから、客につ

いて著作権侵害を問題とする余地がない訳です。 

 で、こういった状況で最高裁は、カラオケ・スナックは、

カラオケ装置を管理している、また、客が歌う歌は、当

然、店が用意している範囲に限られる、客のリクエスト

で、カラオケ装置の操作を従業員が行う、そういった諸々

の管理の下で客は歌唱している、しかも、カラオケ・スナ

ックというのは、客が歌うことによって店が盛り上がって儲

かるというビジネスモデルである、こういった状況を踏ま

えると、「客による歌唱も著作権法上の規律の観点から

は、店主による歌唱と同視し得る」とした訳です。 

 このクラブキャッツアイ事件の考え方は、ずっとカラオ

ケの文脈でだけ使われていました10。最初がカラオケ・ス

ナックで、次がカラオケボックス、そしてその後、通信カラ

オケと色々出てくるのですが、基本的にカラオケ絡みで

来たのです。カラオケ絡みで使われてきたこのカラオケ

法理を、さっき申し上げたように、飯村判事がインターネ

ットの世界に応用した訳です。 

 ただ、事案が大きく違うのは注意しておく必要があると

思います。クラブキャッツアイ事件は演奏権の事案です。

一方で、ファイルローグは公衆送信権の事案です。従っ

て、ファイルローグ仮処分決定中にはクラブキャッツアイ

事件最判について引用という形で言及はしていません。

あくまでも考え方を借用しただけと捉えるべきでしょう。先

程用途発明と申し上げたのも、そういうニュアンスです。 

                                                                 
10 前掲・拙稿コピライト 2009年10月号8～13頁および 24頁参照 

 インターネット関連の問題でポイントとなるのは、問題と

なる事案で、大抵の場合、個々のユーザの行為は侵害

なのです。一人一人のユーザは侵害行為をやっている、

しかし、そうなのだけど、ユーザを一人一人訴えても大し

て効果は無いのです。キリがない。刑事罰で一罰百戒が

できれば多少は自重するというのはあるかもしれません

けど、それも長続きはしない、喉元過ぎればで、時間が

経てば元の木阿弥となってしまう、それよりはサービスご

と問題視したい、責任を取らせたい、そうでなければ侵

害行為を撲滅できない、というのがある訳です。そのた

めの一つの方法が、このカラオケ法理の考え方、規範的

侵害主体の考え方と言えます。何故カラオケ法理や規範

的侵害主体論が重宝されてきたのか、その必要性があっ

たから、ということはご理解いただきたいと思います。 

 

４ Winny事件 

奥邨： ちょっと補足としまして、Winny の事件について

簡単にご紹介しておきます。 

 Winny もファイル交換の事件ですが、ファイルローグと

違って、今主流のタイプとなります。違いは、ファイルロ

ーグのようなインデックスサーバが無いことです。だっ

て、インデックスサーバを運営したら、運営した人はファ

イルローグ事件判決同様の論理で、著作権侵害責任を

問われる訳ですから、誰もそんなことはやりません。 

 Winny 事件で被告人となった方は、Winny というソフト

を開発して配布しただけです。この Winny というソフト

は、インデックスサーバを必要としません。各ソフトが自

律的に機能する、インデックス情報もソフト同士で直接交

換してしまう。イメージ的には個々のソフトがインデックス

サーバとクライアントソフトの両方の機能を兼ねて、

Winnyネットワークという特殊なネットワークを形成する訳

です。 

 裁判で問題となったのは、開発者の方が幇助犯に当た

るかでした。幇助犯ですから、前提として正犯が居ます。

正犯としては、Winny でパソコンのソフトを他人に送った

人（正犯P）と、映画を配信したQとが居ました。P とQに

ついては、両方とも捕まって起訴されて有罪になってお

ります。で、そういった正犯が居ることを前提に、正犯の

各犯行に先立って、被告人である開発者が Winny の最

新版を公開して提供した行為が幇助に当たるとして起訴

されたというのが、このWinny事件です。 

 本件、確かに開発者の行為は、正犯の行為を助けては

います。ただ、だからといって幇助だとして罰してしまうと

具合が悪い、なぜなら、Winny も含めて、P2P ファイル交

換ソフトそのものはツールでしかありませんから、良いこ

とにも悪いことにも使えます。価値中立的、と言うのでしょ

うか。しかも、こういったソフトウェアの場合、将来どんな

使い方がされるかあまり分からない段階で、ネットに公開

してバージョンアップしていく、というのは結構普通で

す。従って、何でもかんでも幇助とすると、ソフトウェア開



第８回 インターネットを巡る著作権法上の諸問題 

- 91 - 

発を大いに萎縮させる訳です。 

 そこで、問題となる場合は限るべきだということになりま

す。最高裁11も、①目の前で、私、これから悪いことに使

いますと言っている人に、そうと分かった上でソフトを提

供する場合か、②そうまでではないけれども、そのソフト

の性質や客観的利用状況、提供方法等に照らして、ソフ

トを入手する者の内、例外的とは言えない範囲の者がそ

のソフトを侵害行為に利用する蓋然性が高いと認められ

る状況下において、そういう状況だということを認識、認

容しながら、ソフトを公開提供する場合は、幇助になる、

と説示した訳です。 

 で、Winny 事件の場合、公開した時点では、正犯 P や

正犯Qが、何のためにソフトを使おうとしているかなんて

知りませんから、①ということはあり得ない訳です。です

から最高裁は、②になるかどうかということを判断します。

そして客観的状況としては、例外的でない人が侵害行為

に使うという状況があったと、は認めるのです。しかし、そ

うだけど、「そのことを認識、認容しながら」とは言えな

い、故意があるとは言えない、と結論付けた訳です。 

 ここから先は多分、刑事法の専門の先生方には、色ん

なご意見のある所だと思うのですけども、とにかく最高裁

としては、高裁が認定した事実関係から言えば、被告人

において、そういう認識、認容をしていたとまでは言えな

いとして、故意がないことを理由に幇助犯にはならない、

結果、無罪とした訳です。 

 本件、刑事の判決ですから、門外漢の私としては何とも

評価し難いのですが、ただ感想めいたことを一言申し上

げると、ファイルローグのときとは事情が変わったというこ

とです。昔のインデックスサーバがあった時代なら、ファ

イル自体の交換はしていないとしても、ファイルの交換に

必須のインデックス情報の提供を常に行っている訳で

す。だからもっと関与が具体的になります。勿論サーバと

いう機械が行っていることなので、その辺色々と議論に

はなるでしょうが、でも関与はもっと具体的です。しかし、

Winny の場合はサーバが無く、しかも、ソフトは配り終わ

っていて何をやっているかも知らない、つまり、個々のフ

ァイル交換には一切関与してない訳です。そういう状況

下で、やはりというか、だからこそソフトを配る人に対して

責任を問いたいのです。何故なら、先程も申し上げたよう

に、ファイル交換している人、一人一人を相手にしていた

のではキリがない訳ですね。だから、根っこを止めたい、

でも止めるためには工夫が要る、で色々やってみたのだ

けれども、結局ダメだった、というのがこの事例です。 

 ただ、これ、刑事で責任を問えなかったからといって、

民事でもうまく行かないかどうかはよく分かりません。

Winny 事件の場合は、幇助の故意という、非常に刑事特

有の論点の問題として結論が出されましたから、民事で

はまた別の展開があったかもしれません。 

 

                                                                 
11 最判平23・12・19刑集65・9・1380、判時2141・135 

Ⅲ カラオケ法理以外のアプローチ 

 

１ 罪に濡れたふたり事件 

奥邨： 次へ行きます。一網打尽効果関係で、もう一つ。

「罪に濡れたふたり」事件（百選第 46 事件）です。これは

匿名の投稿者が、「２ちゃんねる」のサーバに、雑誌の内

容の一部を無断投稿した事案です。 

 「罪に濡れたふたり」という漫画について特集した雑誌

「ファンブック罪に濡れたふたり Kasumi」には、作者と編

集者などが参加した座談会の内容が掲載されていまし

た。で、この雑誌を入手できなかった人が、「罪に濡れた

ふたり」という漫画について論じる、２ちゃんねるのスレッ

ドの中で、誰か、内容をアップしてくれませんか、と頼む

訳です。そうすると、親切な匿名の人が、座談会の内容

を、入力して、全部アップしてくれた訳です。一つ一つの

記事には長さ制限がありますから、複数の記事の連続投

稿の形です。連続投稿によって、座談会全部が投稿され

た訳です。 

 これを見て、著作権者である小学館と漫画の作者が、２

ちゃんねるの管理人であるヒロユキさんに、先程の記事

の削除を要請します。具体的には、ヒロユキさん宛てに、

著作権侵害です、削除してください、とメールを送った

り、ファックスを送ったりする訳です。それに対して、ヒロ

ユキさんは、２ちゃんねるでは、削除要請は削除板に書

いてもらうことになっていますので、そちらにお願いしま

す、という旨のメールだけ返した。著作権者はもう一度依

頼したのですが、それにも同じように、削除板にお願いし

ますと返信するだけで、対応しなかったのです。そこで

著作権者は、公衆送信権侵害を理由に差止請求及び損

害賠償請求を行ったという事案になります。本件で著作

権者にとって重要性が高いのは、差止請求であることは

お分かりいただけると思います。 

 本件でも、投稿者の行為が、複製権や公衆送信権の侵

害であることについて、これはもう明らかだと思うのです。

ただ、さっきも申し上げましたように、投稿者に対して差

止請求を行うのは、これは困難です。何故なら、投稿者

を探すのが容易ではないからです。そもそも２ちゃんね

るは匿名が前提ですから、投稿者の情報を開示してく

れ、と要請しても、最初は開示してくれません。色々やり

とりしたり、仮処分をもらったりして、やっと開示してもらっ

ても、出てくるのは接続時刻とIPアドレスというインターネ

ット上のアドレスだけです。IP アドレスからは、ユーザが

どのプロバイダーを利用して２ちゃんねるに接続したか

は分かりますが、そこからがさらに大変です。プロバイダ

ーに、お宅のユーザが著作権侵害をしているので、この

時刻に、この IP アドレスを割り当てられていたユーザの

本名と住所を教えてください、と要請したとても、ハイ分

かりました、ということにはならない。プロバイダーは普通

断ります。通信の秘密の侵害になるからです。 

 そうすると、今度はプロバイダーを相手に裁判するしか
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ない訳です。プロバイダー責任制限法に基づく発信者情

報開示請求を行う訳です12。一方、プロバイダーとして

は、裁判に関して争わざるを得ないのです。私も昔、プロ

バイダーの業務を手伝ったことがありますが、簡単には

個人情報は開示できません。勿論通信の秘密ということ

もありますが、よくよく考えないと怖い訳です。例えばで

すよ、著作権者だと言ってきた人が実は騙りだったらどう

するか、この事件は、そんなことはありませんが、普通著

作権は登録も何もない訳ですから、誰が権利者かなんて

簡単には分かりません。それで、よく分からずに騙りの人

に情報を渡して、悪いことに使われたらどうするか。 

 色々考えると、裁判外での開示はまず出来ませんし、

裁判でもきっちり争って、疑問がない形にして行く必要が

ある、で、そういった経緯を経て、裁判所から命令されて

やっと個人情報を出す。手は尽くした上で出す。プロバ

イダーとしては、それしかない訳です。ホイホイと個人情

報を出す訳には絶対にいかない。皆さんにしたって、ど

っかからクレームが来たら、吟味もせずに、ホイホイ個人

情報を出すようなプロバイダーを使いたいと思わないで

すよね？ 

 結果、権利者としては個人情報を手に入れるには裁判

で争うしかない、当然、2日や3日で判決が出る訳ではな

く、ある程度時間はかかる、しかも、そうやって苦労して

発信者の個人情報を入手しても、それで終わりではなく

て、本人を特定してから今度は本人に対して訴訟を起こ

して、差止請求と損害賠償請求を行うことになります。考

えると、どれだけ時間がかかるのですか、手間がかかる

のですか、お金がかかるのですかという話になる、だか

ら、やっぱり掲示板の管理人に何とかしてもらいたい、掲

示板サービス全部を止めろとは言わないけれど、問題の

投稿だけでも削除してくれと言いたい訳です。 

一方で、管理人にすれば、自分は、記事の投稿はや

っていません。場の提供だけです。しかも、大きな掲示

板になると、個々の投稿の内容どころか存在さえ知らな

い、少なくとも、誰かからクレームが来るまで、何も知りま

せん。勿論、著作権法上、差止請求、この場合は実際は

削除請求になりますが、それに関して、故意・過失の存

在は要件となっていません。侵害しているという状態が

問題ですから、知っている、知っていないは、法律上関

係ない訳です。ただ、事実問題として、知らないものをど

うやって削除するのですかという話があります。どこにあ

るかも分からないものを削除しようがない、という管理人

に同情すべき部分がある訳です。 

 もっとも、今度のケースの場合は、連絡が来たが削除板

への依頼ではないので対応しなかった、という訳です。

確かに、管理人としては外部とのやりとりは定型化した

い、それは分かる、しかし、削除板経由で依頼するという

                                                                 
12 総務省『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者

情報の開示に関する法律 －逐条解説－』（2002年）22～36頁参照 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/chikujyokaisetu.pdf 

ルールに、掲示板の利用者でない者がどこまで縛られる

のか。削除は削除板でというのが２ちゃんねるのルール

だとしても、２ちゃんねるに勝手に投稿されて被害を受け

た著作権者が、そのルールに従わなければならない理

由はどこにもない訳です。そしてそれを理由に削除せず

放置している、この部分は管理人に同情できません。 

 こういう点を全部ひっくるめて、さあどうなるのだ、という

のがこの裁判だった訳です。判旨も長いので、後で読ん

でいただくとして、結論だけ申し上げると「自己が提供し

発言削除についての最終権限を有する掲示板の運営者

は、これに書き込まれた発言が著作権侵害…に当たると

きには、そのような発言の提供の場を設けた者として、そ

の侵害行為を放置している場合には、その侵害態様、著

作権者からの申し入れの態様、さらには発言者の対応い

かんによっては、その放置自体が著作権侵害行為と評価

すべき場合もあるというべきである」という訳です。つま

り、管理人が記事を載っけた訳ではないけど、載っけた

ものが著作権侵害である場合に、それを削除せず放置し

ていると、ある一定の状況下においては、放置しているこ

と自体で著作権侵害をしていることになる、と言った訳で

す。で、著作権侵害となるような書込みをしないよう、事

前に対策を講じるべきであり、書込みがあった場合には

速やかに対処するというようなことをすべきだ、という訳で

す。にもかかわらず何もしなかった、という論理です。 

 匿名掲示板で侵害は簡単に起こり、しかも 1 回侵害が

発生すると被害は大きい訳です。この場合なら、本が売

れなくなり、しかも、どこにあるどの書込みかというのを教

えてさえもらえれば、削除は簡単です。それなのに放置

したというのは、著作権侵害行為に加担していると言える

のだから、112 条にいう「著作権を侵害する者」と捉えて

構わないのだ、と判決は言った訳です。 

 判決のこの論理は、管理支配とか、営業上の利益とか、

そういうカラオケ法理的なことには全然触れていません。

カラオケ法理とは違う訳です。侵害行為が生じやすい状

況を作って、実際侵害が発生して、侵害行為を止めさせ

るのも簡単なのにそれを放置した、そういう一連の状況

は、侵害と同視できるのだ、と言った訳です。 

 従って、この判決はカラオケ法理とは違う論理で、イン

ターネット・サービスの提供者の責任を追求したパターン

ということになります。こういう 2つの流れがあること、ご理

解いただきたいと思います。 

 

２ TVブレイク事件 

奥邨： 今度は動画投稿サイトの話をします。TVブレイク

事件控訴審判決13です。典型的な場合を考えましょう。あ

る個人ユーザが、自分で見るためにテレビ番組を DVD

に録画しました。その後、その DVDをパソコンで読み込

んで、TV 番組を動画投稿サイトのサーバにアップしまし

た。人気番組だったので、多くの人がアクセスして視聴し

                                                                 
13 知財高判平22・9・8判時2115・102 
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ました。こういう状況を考えてください。 

 このとき、動画をアップしたユーザが、著作権法的にど

う評価されるかについて、順に見ていきましょう。まず、個

人ユーザが、後で見るためにテレビ番組を DVD に録画

するというのは、さっきも申し上げたように、「個人的にま

たは家庭内その他これに準ずる範囲で使用する目的」で

「使用する者」が複製している訳ですから、私的使用目的

の複製であって、30 条 1 項により著作権侵害にはなりま

せん。問題ない訳です。 

 問題は、動画投稿共有サイトのサーバに投稿する部分

です。これは、もう繰り返しですけれども、インターネット

に接続されているサーバ、即ち自動公衆送信装置の公

衆送信用記録媒体、即ちサーバのハードディスクに情報

を記録することによって、当該情報を自動公衆送信し得

るようにするということは、送信可能化であります。従っ

て、動画投稿共有サイトのサーバに投稿する行為は、無

断で行えば公衆送信権の侵害となります。 

 また、後で自分が見るという目的、即ち私的使用目的で

作成した複製物を、それ以外の目的のために、当該複製

物によって公衆に提示すると、49条1項1号により、その

時点で複製があったものとみなされますから、動画投稿

サイトに投稿したユーザの行為は、公衆送信権侵害と複

製権侵害の両方に当たることになります。この辺全部２ち

ゃんねるの事件の場合と一緒ですよね。 

 さらに公衆からの求め、即ち不特定のユーザからの求

めによって、サーバが自動的に送信する部分も、自動公

衆送信ですから、やはり無許諾だと、公衆送信権の侵害

となります。ここも２ちゃんねるの場合と一緒です。 

とすると、やはり同じように、一々投稿ユーザを相手に

してモグラ叩きにならないように、一網打尽効果を狙って

動画投稿サイトの運営者に責任を問うことが出来るので

すかという話になってきます。つまり、動画投稿サイトっ

て言うから難しいのだけども、法律的には電子掲示板だ

と考えればよい訳です。従来の電子掲示板はテキストし

か投稿掲示できなかったところ、映像が投稿掲示できる

ようになった掲示板でしかない訳です。だから、法的な

考え方も電子掲示板の管理人に関するものを、そのまま

当てはめれば良いということになります。 

 で、この事件の判決、一番のポイントは、侵害主体は物

理的な観点からだけではなくて、法律的な観点から検討

すべきだと、さっきの規範的侵害主体論に触れていると

ころです。そして、規範的に主体を判断する際には、行

為の内容、性質、管理支配の程度、それから利益の状況

を総合考慮すべき、と言っている訳です。お分かりのよう

に、ここまではカラオケ法理ですよね。 

 ただ、この判決の変わっているのは、そこで終わらず

に、その後さらに自らコントロール可能な行為により当該

侵害結果を招来させてそこから利得を得た者として、侵

害行為を直接に行う者と同視できるか否かの視点から判

断すべきだ、と言っている訳です。この部分、何が言い

たいのか、少々分かり辛いのですが、判決の先の方を読

んでみると分かります。著作権侵害が存在する場合には

速やかに削除するなどの措置を講じるべきにもかかわら

ず、認識しながら削除せず放置していた。しかも、それに

よって経済的利益を得ていた、と言っている訳です。 

 この部分について、ポイントだけ挙げると「ユーザの複

製行為を誘引し」、「認識しながら、侵害防止措置を講じ

ることなくこれを容認し、蔵置する行為は」、自ら行ったと

評価できる、ということになります。どうでしょう、さっきの２

ちゃんねる事件の論理の構成とよく似ていませんか？ 

 つまり、このTVブレイク事件の高裁判決というのは、前

半のところはファイルローグ事件の論理、即ちカラオケ法

理なのです。しかし、後半の部分は、２ちゃんねる判決の

考え方に近い。そういう意味では、ハイブリッド型であっ

たといえるかもしれません。ただ、ハイブリッドにする必

要性があったのかはよく分かりません。ただ、どちらの論

理でも侵害主体になる、と言っている、という意味では丁

寧な判決ということになるかもしれません。 

 この事件は、上告受理申立されていたのですが、今年

の 3月ですかね、不受理という決定が出ました。ただ、不

受理ですから理由はなしです。従って、最高裁自身の考

え方は述べられていないのですね。動画投稿サイトにつ

いては、こういう状況となります。 

 なお、TVブレイク事件について 1点だけ補足しておく

と、判決中にユーザの複製行為を「誘引としている」という

件がある訳ですね。このサービス、TV ブレイクというぐら

いですから、テレビ番組を投稿することを、サイト自体とし

ても宣伝しているというニュアンスがある訳です。さらに

裁判所は、サイトの色々な構成についても丁寧に認定し

ていて、複製行為を誘引する状況があったとしている訳

です。その意味で、この判決の考え方が、ストレートに一

般的な動画投稿サイトに当てはまるものではないように

私は思っています14。自分で撮影した映像などが沢山掲

載されているような動画投稿サイトと違って、本件の場合

はドンドンとテレビ番組を掲載してください的なニュアン

スが強かった、侵害行為を誘引することに積極的だっ

た、という部分で、事案の切分けが出来るのではないか

と考えている訳です。もっとも、裁判所は、ここが切分点

ですよ、といっている訳ではありませんので、そういった

切分けが本当に成功するのかは分かりませんが、一応そ

ういう考え方もあるということはご理解ください。 

 

Ⅳ 違法配信のダウンロード違法化 

及び違法ダウンロードの刑事罰化 

 

１ 違法配信のダウンロード違法化 

奥邨： 段々時間が無くなってきたので、駆け足ですが

                                                                 
14 拙稿「動画投稿共有サイト管理運営者と著作権侵害（２）民事責任に関す

る日米裁判例の比較検討」知的財産法政策学研究35号（2011年）239頁

以降参照 
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次に行きます。今までの議論を復習しましょう。出発点と

して、アップロードする人が侵害である、というのがありま

す。そして、先ほどから何度もお話ししてきましたように、

アップロードする人だけを問題としても、モグラ叩きでキリ

がない。だから一網打尽効果を狙ってサービスごと止め

させたい、というのが今までの流れでした。 

 そのための一つの手法として、カラオケ法理という流れ

がありましたね。そして、今一つの流れとして、２ちゃん

ねる事件みたいな考え方もありました。またそのハイブリ

ッドのような考え方もありました。 

 色々工夫して、ネット時代の著作権侵害に対応してきた

訳ですが、ある意味全く新しいことをやってきた訳ではあ

りません。カラオケ法理は、そもそもネットとは無関係の

カラオケ・スナックに関する論理を応用したものでした。

ネットだからといって新しい論理が生み出された訳では

なくて、過去のものが応用された訳です。 

 ２ちゃんねる事件の考え方も、著作権の世界では新し

いのですが、実はインターネット上の名誉毀損事件にお

いては、今日取り上げた２ちゃんねる事件のそれと、ほと

んど似たような考え方が用いられてきたようなのです。私

は名誉毀損にそんなに詳しくないのですが、名誉毀損

の事案ではユーザが載っけた記事について、気付いて

放置していたということが問題とされてきました15。その意

味では、名誉毀損の事案の考え方を著作権の世界に転

用したのが２ちゃんねる事件の論理とすれば、全くの新

しいことではない訳です。TV ブレイク事件が、その両者

の応用であることは、すでにお話ししたところです。 

 このようにして、サービスを行う人にも一定の責任を負

わせましょう、ということ出来た訳ですが、それで十分な

のでしょうか、という話しです。サービスを行う人は何故サ

ービスを行っているかと言えば、それを使ってもらうこと

で儲かるからな訳です。多くが採用する広告モデルの場

合、サービスを使う人が増えてアクセス数が増えれば、

広告料が増える的な関係にあります。つまりサービスを

使う人がいるから、サービスが支えられている訳です。そ

の意味ではサービスを使うユーザ―使うと言っても著作

権侵害物をアップする方ではありません―ダウンロード

する方のユーザ、その存在が問題となってくる訳です。

アップする人だけ違法としても仕方ない、ダウンロードす

る人がいるからアップする人がいるのだし、サービスも維

持されているのだ、と考えると、ダウンロードする人を問

題視するのは当然でしょう。それが、違法配信のダウンロ

ード違法化の議論になる訳です。 

 違法配信のダウンロード違法化の話になる前に簡単に

補足だけ。インターネット上の大規模な著作権侵害と言

えば、ファイル交換が頭に浮かぶと思いますが、ファイル

交換の場合は、実はダウンロード違法化の話しはあまり

必要ないのです。何故なら、ファイル「交換」ですから、

                                                                 
15 例えば、同じ「2ちゃんねる」に関するもので、東京地判平14・6・26・判時

1810・78がある。 

通常ダウンロードだけは出来ません。ダウンロードをして

いる人は自動的にアップロードする形になるので、ダウ

ンロードを問題と出来なくても、アップロードを問題とす

れば対応できます。従って、ダウンロード違法化の問題

が重要になってくるのは、ダウンロードしかしないユーザ

が存在するようなサービスの場合です。 

 ところで、ダウンロードすると手元のパソコンに複製が

出来る訳ですが、複製権の侵害にはならないのでしょう

か？この点、ダウンロードする人が個人で、いわゆる私

的使用目的だと、30条1項で私的使用目的の複製となり

適法になります。ダウンロードする対象物が、違法にアッ

プロードされたものでもそうなのだろうか、という点につ

いては、条文からする限りはダウンロード対象物が適法

物か侵害物かは関係ないように思います16。というのも、

要件としては、複製されるものは著作権を侵害しないも

のであること、と規定していませんから。勿論、規定され

ていない場合にどのように判断するのかというのは、解

釈学の問題なのですけれども、従来の基本的な了解事

項というか従来の基本的な考え方は、規定していないの

だから、別段その複製対象物が適法物か侵害物かという

ことは問題ではない。侵害物から複製したとしても、私的

複製は適用される、従って侵害物をダウンロードしても、

私的使用目的なら著作権侵害にはなりませんという考え

方になっていた訳です。 

 この考え方は、これだけ聞くと何かすごく不合理なよう

に思うのですけれども、考えてみたら結構合理的なので

す。例えば、皆さんの持っている本のあるページが、他

人の著作物を引用しているとします。ところが、それは著

作権法 32 条の要件を満足しないので、適法ではない、

著作権法上の引用ではなくて複製権侵害だ、という場合

を考えてください。 

 で、そのときに、その著作権侵害しているページが、ち

ょうどテスト範囲だと言うことで、皆さんはテストの準備の

ために、コンビニのコピー機でコピーするとします。その

とき侵害物は私的使用目的でも複製してはいけない、著

作権侵害だっていうことになると、どうでしょう？私的使用

目的の複製は自由だと言われても、複製対象物が侵害

か侵害でないかをチェックしないといけない、というので

は現実的ではない訳です。私的使用目的の複製が自由

だということを実質的に担保するためには、複製対象物

が適法物か侵害物かを問うべきではない、その必要もな

い、ということで、これまでは来たのです。 

 しかし、ファイル交換みたいな時代が来てみると、それ

はマズいのではないの、甘すぎるのではないの、という

話になった訳です。だから、時代が変わった、正確には

技術が変わったせいで、これまで良いのではないかと思

われていたことが、もしくは問題と思われていなかったこ

とが大問題になった訳です。 

 そういった問題意識を受けて、平成 21 年、平成の大改

                                                                 
16 前掲・島並他164頁参照 
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正と言われる著作権法の改正で、「著作権を侵害する自

動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音・録画

を、その事実を知りながら行う場合」は、私的使用目的の

複製として適法にはならない、というように規定された訳

です。即ち、インターネット上で違法に配信されているも

のをダウンロードして、しかもそのダウンロードがデジタ

ル方式の録音・録画に当たっていて、さらにダウンローそ

している人は、違法配信をデジタル方式で録音・録画し

ていることを知っている場合は、私的使用目的であって

も適法とはなりませんよ、ということになった訳です。 

 ここで、ご注意いただきたい点が 2つあります。よくダウ

ンロード違法化と言われますが、全てのダウンロードが

違法化された訳ではありません。まず、デジタル方式の

録音・録画だけです。さらに正確に言えば違法配信の悪

意によるダウンロード（デジタル方式の録音・録画）の違

法化とでも言うべきでしょう。また正確に言えば、違法配

信を悪意でダウンロードしても即侵害になる訳ではありま

せん。何故なら私的使用目的の複製としては適法になら

ないというだけのことですから。従って、もし他の権利制

限規定によって適法となるならそれで侵害は免れます。

しかし、そうではない場合、多分ほとんどの場合は権利

侵害となる訳です。 

 

２ 違法ダウンロード刑事罰化 

奥邨： 以上が、ダウンロード違法化の背景についての

説明でした。 

 ところで、このダウンロード違法化は、対象がかなり限

定されているため、いくつもの限界があります。順不同

で、簡単にご紹介します。17 

 まず、自動公衆送信の受信に限られます。従って、手

動の公衆送信の場合は対象にはなりません。現実には

ありそうもありませんが、電話やメールでのリクエストを受

けて人間が一々配信する場合、それが違法配信であっ

てもダウンロード違法化の対象とはなりません。 

 また、受信して行うデジタル方式の録音録画に限られ

ますので、受信せずに行うのなら問題はないということに

なります。例えば、海賊版の CD を買ってきて目の前の

パソコンで複製する、というのは、受信がありませんので

ダウンロード違法化の対象にはなりません。ではどうなる

か？多分、私的使用目的の複製になるでしょう、従来型

の考え方から言えば。 

 また、対象はデジタル方式の録音・録画に限られます

から、アナログ方式の録音・録画ならば対象外です。でも

アナログの録音・録画機って、今あるのですかね？録画

については VHS ぐらいしか思い浮かびませんが、滅多

に見かけないのではないでしょうか。録音はカセットテー

プですが、こちらはもうちょっとあるかもしれません。た

だ、いずれも自動公衆送信、即ちインターネット上の配

                                                                 
17 池村聡『著作権法コンメンタール 別冊平成21年改正解説』勁草書房

（2010年）13～19頁参照 

信を録音・録画するのには向きませんので、まあ、そんな

に問題ないでしょう。 

 それから、対象行為が録音・録画に限られるのも問題

です。録音というのは音を連続的に固定することですし、

録画は影像を連続的に固定することです。とすると、例え

ば最近電子書籍が急速に普及していますが、それを違

法配信しているサイトがあって、それをダウンロードして

いる場合はどうなのだというと、録音・録画とは言えない

からダウンロード違法化の対象外なのです。なお、ビデ

オゲームについては、プログラムとして捉えるとダウンロ

ード違法化の対象外となりますが、そのグラフィックやオ

ーディオを映画の著作物と捉える場合は、ダウンロードを

デジタル方式の録画と捉えることが可能となるでしょう。 

 さらに、「知りながら」行う場合のみが対象、というのも限

定的です。もっとも皆さんもよくご存じのように、法律上、

知っているのか知らないのか、という問題は、簡単な話

ではない、少なくとも、当事者が、「俺は知らなかったの

だ」と主張したら、それがそのまま認められるというような

単純な話ではない訳です。 

 一般の方の間では、ダウンロード違法化について知ら

ないと言い張れば大丈夫だ、と軽く考えておられる場合

もあるようですが、そんな話ではないです。また、知らな

いと言い張れば逃げられるのだから、これはザル法だと

いう批判もありますが、それも正しくないですよね。法律

の世界で、「知りながら」即ち悪意というのは、本当に知っ

ているときだけじゃなくって、かなりのフットプリントがあっ

て、知らないというのはどういう場合に言えるのか、という

のはかなり難しい問題ですよね。だから、ダウンロード違

法化、私はザル法だとは思っていません。 

 ところで、著作権侵害の場合は、普通は刑事罰がありま

す。著作権法 119 条ですが、著作権を侵害した者は、

「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または

この併科」ですから、10 年以下の懲役と 1,000 万円以下

の罰金の両方、またはそのいずれかが課せられる、と定

められています。しかし、このダウンロード違法化による

著作権侵害の場合は刑事罰の適用は除外とされていま

す。条文を見ると、「著作権を侵害した者」の後ろに括弧

書きがあって、「第30条第1項に定める私的使用の目的

をもつて自ら著作物の複製を行った者を除く」と規定され

ているので刑事罰の対象から除かれている訳です18。 

ここ条文の解釈複雑です。著作権法 30条 1項に拠れ

ば、私的使用目的で自ら複製した場合は、本来著作権侵

害にはならないはずです。従って、当然「著作権を侵害

した者」にもならないはずなのです。従って括弧書きで

除く必要は本来ないのです。しかし、さっきの30条1項3

号のように、私的使用目的での複製であっても適法には

ならない場合がある、しかも、他の権利制限にも合致しな

いので結局著作権侵害になる人が出る訳です。同じこと

は、30条 1項 1号の公衆用設置自動複製機器を用いた

                                                                 
18 前掲・池村16頁参照 
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場合と、2 号のコピープロテクションを回避する場合も言

えます。つまり、30条1項1号から3号の場合は、私的使

用目的の複製でも著作権侵害となり得るので、その場合

に、この括弧書きの意味が出てくる訳です。つまり、この

3つの場合で著作権侵害になっても、その場合は刑事罰

を科さない、という訳です。 

 だから、ダウンロード違法化に刑事罰を科したいなら、

一番簡単なのは、この「除く」から30条1項3号を除いて

しまえば良い訳です。そうすれば刑事罰の対象となり得

る、まあ、例外の、例外の、例外になっていく訳で、どん

どん分からなくなってしまいますが… 

 すみません、勢いで話が先に進んでしまいました。先

程申し上げたように、ダウンロードする者を止めないとア

ップロードする者も止まらないし、サービスを提供する者

も止まらないという考え方が大前提にある訳です。その

結果、ダウンロードする者を一部違法にした、したのだけ

ど目立った効果がないじゃないか、何でないのだ、やは

り刑事罰が必要なのじゃないか、というのが、昨今話題に

なっている違法ダウンロードの刑事罰化の問題です。 

 ところで、今、自民党さんと公明党さんで考えている法

案は、違法ダウンロードの全てを刑事罰化するものでは

なくて絞り込みを掛けるもののようです。具体的には、有

償頒布物ということで、お金を取って頒布しているものだ

けを対象とするように報道されています19。刑事罰ですの

で、より悪性の強い行為に限定するという趣旨でしょう。 

 ダウンロード違法化、そしてその刑事罰化に関して、よ

く問題になるのは、違法にアップロードされた動画を見た

り、音楽を聴いたりするだけでも、違法になったり刑事罰

になったりするのではないか、という点です。何故そんな

ことになるかというと、インターネットで、動画を見たり、音

楽を聴いたりする場合、手元の端末にキャッシュが作成

されるからなのです。 

 インターネットで映像や音声を送る場合、例えば、1 時

間の番組ならその間ずっと継続して映像データが送り続

けられている訳ではありません。ある程度の塊に分割し

て、それを圧縮して一気に送り付けてくるのです。 

 サーバというのは、同時に対応できる端末の数に限り

があります。例えば、あるサーバは、同時には 100 台の

端末までしか扱えませんという形で設計されているとしま

す。そうすると、1時間の番組を 1時間、タラタラとデータ

を流し続けるとすると、そのサーバでは 100 台の端末に

しかデータを送れない訳です。しかし、それは勿体ない

ので、例えば 5秒分なら 5秒分を圧縮して 1秒で送り付

ける、端末の方では、受け取ったデータを伸張して 5 秒

間再生する、そうすると 5秒引く 1秒の残り 4秒間は、サ

ーバはその端末の面倒をみなくて良い訳で、別の端末

にデータを送ることが可能となります。結果、この場合な

ら5倍の端末、すなわち500台にデータを送れるようにな

                                                                 
19 この後の平成24年改正の結果、違法ダウロードに関する刑事罰は 119

条3項に規定されることとなった。 

る訳です。まあ、今説明したのは概念イメージで、実際は

もっと色々な方法がありますが、考え方としては実時間で

映像や音声を送るのではなくて、圧縮して短時間に送っ

てしまう、その結果、端末にはキャッシュが作成される、と

いうのが一般的な訳です。 

 例えば、携帯を使っていても地下鉄の駅と駅の間で、

本来電波が来ていない圏外の場所でも、短い時間だっ

たらストリーミングの映像や音声が再生されていたという

経験はありませんか？これは、端末の中にある程度纏ま

った分がキャッシュされているから出来ることなのです。 

 ここで問題となってくるのは、キャッシュは著作権法的

にはメモリなどへの複製と評価できる訳です。とすると違

法に配信されている映像や音声を、意図的にダウンロー

ドしなくても、見たり聞いたりするだけでも、キャッシュが

作られ、そのキャッシュは複製である、結果、見たり聞い

たりするだけでも違法ということになるのではないか、と

いう心配を生じている訳です。 

 この辺、まだ裁判所が明確に解釈を示したというのはな

いのですが、文化庁の解説ではそうはならない、というこ

とになっています20。なぜなら、47 条の 8 という規定があ

って、自動公衆送信を受信するときのキャッシュについ

ては、仮に複製だと評価されるとしても、権利制限の対象

になることが明記されています。従って、違法配信のダウ

ンロードが30条1項によって適法化されないとしても、こ

の 47条の8が適用されれば、著作権侵害ではなくなりま

す。当然、刑事罰の対象ともならない、という訳です。 

 ただ、この47条の8、ものすごく複雑です。しかも、政令

に委任されている部分もあり、さらに省令に規定されてい

る部分もある、ということで、複雑な規定です。結果、考え

方としては、文化庁さんがおっしゃるように、動画投稿サ

イトを見るときのキャッシュは複製権侵害になりません、と

いうのはそれで良いと思いますし、そうあるべきだと思う

のですが、ただ実際裁判になってこの規定がどう適用さ

れるかは、よく注意する必要があると思います。概ね大丈

夫だろうけど、複雑な規定であるがゆえに、その網の目

をすり抜けるような場合が全くないか、と言われると、一

抹の不安は覚える訳です。 

 

３ クラウド・コンピューティングと著作権 

奥邨： 最後の話題として、最近注目を集めているクラウ

ド・コンピューティングと著作権の関係について、簡単に

お話ししたいと思います。21 

 最近のネットでの色々な記事や書込みなどを見ている

と、日本の著作権法は遅れている、アメリカではクラウド

を利用したコンテンツ・サービス問題なく出来るのに、日

                                                                 
20 前掲・池村17頁参照 
21 小泉直樹=奥邨弘司=駒田泰土=張睿暎=生貝直人=内田祐介『クラウド

時代の著作権法 激動する世界の状況』勁草書房（2013年）、特に 1～42

頁参照、また拙稿「ロッカー・サービスと著作権 ～日米裁判例を踏まえた

MYUTA事件判決再考」『年報知的財産法2012』日本評論社（2012年）11

頁以降参照 
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本はダメだ、日本では全滅だ、という指摘があります。こ

の指摘、当たっているというべきか、そうでないというべき

か、見ていきましょう。 

 クラウドを利用したコンテンツ・サービスの内、皆さんに

も身近なのは、いわゆるロッカー・サービスだと思いま

す。音楽をクラウド上に用意された自分専用の記録領域

――これをロッカーと呼びますが――に預ける、そうす

ると、スマホからでも、ノートパソコンからでも、どこからで

も音楽を聴くことが出来る、そういったサービスを、ロッカ

ー・サービスと呼びます。 

 実は、ロッカー・サービスの登場、結構日本では早かっ

たのですね。平成 17 年に、MYUTA（ミュータ）という携

帯電話で音楽を聴くための音楽保管・変換サービスが始

まるのですが、当時はそんな言葉ありませんでしたが、

今から考えれば、正しくロッカー・サービスだった訳で

す。CD をパソコンでリッピングして、サーバの自分専用

のエリアにアップロードしたら、携帯電話でダウンロード

して聞くことが可能になるというサービスですから、紛う事

なきロッカー・サービスです。 

 実は当時の携帯――携帯電話、いわゆるガラケー、ガ

ラパゴス携帯です。今のスマホではありません――で

は、CD の音楽を取り込んで聴くというのは簡単ではなか

った、一般のユーザにとっては、携帯電話で音楽を聴き

たければ、着うたとか、着うたフルを利用するのが現実的

だった訳ですが、有料サービスですからお金がかかる訳

です。手元に CD を持っているのに、携帯で聞くために

は、着うたフルで購入しないといけない、手元のCDが使

えないか、そういう所にニーズのあったサービスな訳で

す。スマホで何でも出来る今からすると、想像し難いかも

しれませんが、ちょっと前はそんな状況だった訳です。 

 で、このMYUTAサービスに関して著作権法上何が問

題になるか？先程からのお話しと同じで、アップロードす

るところは、複製権の侵害と送信可能化に関する権利の

侵害になるかもしれない、ユーザからの求めに応じて送

信するところは、公衆送信権の侵害になるかもしれない、

という訳です。 

 詳しくは判決（百選第 98 事件）をお読みいただきたい

のですが、裁判所は、管理や支配の存在を認めまし

て、それから特に、先程も申し上げましたように当時は

CD のデータを携帯で聞けるようにするのは中々簡単で

はなかった、即ちこのサービスがなければ携帯では音楽

は聴けなかった、と言う点も考慮した上で、判決は、サー

バに複製したりサーバから送信したりしている主体は、ユ

ーザではなくてサービス提供業者なのだと判断した訳で

す。となると、許諾を得ない限り、複製も送信も著作権侵

害となります。 

 ただ、著作権法を離れて考えますと、ユーザは音楽を

自分の専用のロッカーに保管して、しかもそのユーザし

かダウンロードしない訳ですね。ロッカーに預けたものが

誰でもダウンロードできるというのが公衆送信になるとい

うのは異論がない訳ですが、自分のロッカーに出し入れ

するのが公衆送信なのだろうか、という気はする訳です。

しかし、裁判所は、ユーザが自分で自分に送っているの

ではなくて、業者がユーザに送っているのだ、と評価し

た訳です。ユーザがマウスや携帯のボタンを押して、ダ

ウンロード即ち送信を指示しているように見えるけど、そ

れは法律的に見ると、送信の端緒、きっかけに過ぎませ

ん、と判決は言っている訳です。そして、法的に評価に

値する送信行為を行っているのは業者である、業者が送

っているのだから、業者から見てユーザは不特定者もし

くは特定多数者ですから、公衆になる、つまり、公衆送信

だ、と言う訳です。 

 この MYUTA 事件判決の、ユーザへの送信は公衆へ

の送信となる、という部分の考え方は、実は、まねき TV

事件最高裁判決（最判平 23・1・18 民集 65・1・121）22とも

整合する訳です。もっとも、まねきTV事件の最高裁判決

では、この部分判示事項になっている訳ではなくて、事

実関係の当てはめの部分で、さらっと言及しているだけ

なので、どれぐらいの射程があるかというのは議論がある

のですが、まねき TV 事件最判の考え方と整合的である

というのは、ハッキリしている訳です。 

 この考え方を押し広げると、クラウド・サービス、大体に

おいて公衆送信になってしまうのではないか、と言う懸

念が出されている訳です。 

 ただ、MYUTA 事件の場合は、音楽に特化していたサ

ービスでしたし、プラスこのサービスが無いと音楽が聴け

ないところを簡単に聴けるようにしていた、という2つの大

きな要素がある訳です。これに対して通常提供されてい

るファイルストレージサービスというのは、ファイルの種類

は限定せず、どんなファイルでも良いですよということに

なっているし、プラス、サービスが無いと出来ないことを

実現しているという程でもありません。自宅に、インター

ネットに繋がるHDDを置けば誰でも出来る、だから、そう

いった点で、MYUTA と、通常のファイルストレージサー

ビスとの間には差があるから両者は区別できる、即ち、通

常のファイルストレージサービスの場合の複製や送信の

主体は、MYUTA 事件のように業者にはならずに、ユー

ザになる、という見方もあります。23 

 勿論、果たしてそう言い切って大丈夫かどうか、よく分

からないです。MYUTA の地裁判決は確定しています

し、これに似たような事案は今の所ありませんので、果た

してどうなるのかというのは、分からないと言わざるを得ま

せん。 

 後、ロッカー・サービスの関係で問題となるのは、30 条

1項1号です。仮に、MYUTAとは違って、複製したのは

ユーザだとなっても、30条 1項 1号というのがあります。

30条 1項 1号によれば、「公衆の使用に供することを目

                                                                 
22 島並良［判批］ジュリスト臨時増刊1440号（平成23年重要判例解説）281

頁参照、関連して高林龍［判批］〔ロクラクⅡ事件〕同号283頁も参照 
23 例えば、小泉直樹「まねきTV・ロクラクⅡ最判の論理構造とインパクト」ジ

ュリスト 1423号（2011年）11頁参照 
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的として設置されている自動複製機器を用いて複製する

場合」私的使用目的の複製の規定は適用されない訳で

す。皆に使わせる目的で置いてある自動的なコピー機で

複製すると、私的複製にはなりませんと規定されている

訳です。だから、本来ならコンビニのコピー機でコピーを

すると、私的複製ではない、ということになります。 

そう聞くと皆さんびっくりするかもしれません。今まで知

らなかったが、自分は著作権侵害をしていたのか、と。ご

めんなさい、説明がよくありませんでした。安心してくださ

い。附則5条の 2というのがあって、専ら文章または図画

の複製の用に供する機器については、当分の間この限り

にあらずと書いてある、だから大丈夫なのですね。例外

規定ともいえる権利制限規定の、例外のそのまた例外で

大丈夫になっています。 

 しかし、そうじゃないもの、即ち文書または図画の複製

が専らではないもの、例えば音楽のダビング機とか、ビ

デオのダビング機というのは、この附則が適用されませ

んので、そういった機械を公衆が使えるように設置してあ

る場合、即ち店頭などに置いてある場合、それを使って

コピーすると、私的使用目的の複製として適法にはなら

ない訳です。しかも、30条1項1号の機器――以降、公

衆用設置自動複製機器といいますが――を、著作権侵

害に営利目的で使用させると、刑事罰の対象となります。

業者が刑事罰を問われる可能性がある訳です。 

 で、問題は、サーバも公衆用設置自動複製機器に当た

るのではないか、という点です。サーバは、複製機能は

自動だし、皆に使わせる目的で設置しているし、文書図

画専用とも言えない。そうすると、クラウドのサーバを使

用して複製をすると私的使用目的の複製にはならない、

しかも著作権侵害になる複製に、公衆用設置自動複製

機器を使用させると刑事罰になる、大丈夫か、と言う議論

に進んでいく訳です。 

 ただ、この話は、何もロッカー・サービスやクラウド限定

ではなくて、メールサーバとか、そういうのも全部入ってく

るかもしれない話でして、その意味では、限定的に読め

ないかというのが、一つ議論になっているところです。 

 

Ⅴ まとめ 

 

奥邨： 時間も無くなってきましたので、まとめです。技術

が変化すると、著作権法は対応しないといけないという宿

命的関係にあります。そのため、毎年のように改正が行

われています。ただ傍目に見ると、それが間に合ってい

ないように思われる、次々と改正がある訳ですから。 

 しかし、すでに申し上げたように、それは仕方ないので

す。技術が進歩する後を追うのが著作権法です。私はそ

れが当たり前だと思います。それで、別段問題ないと思

います。 

 また、立法的解決がなされるまでの、裁判所の努力とい

うのが存在します。それは、今まであった考え方を応用し

たり組み合わせたりして、解決を図っている、勿論そうい

った応用が適切なのかどうかっていう議論はあります。そ

こまで頑張らなくていいのではないのかとか、それを応

用するのは無理では？とか、そういう議論はあります。た

だ、それはそれとして色々な努力で対応が為されてきて

いるというのは事実であります。 

 今日ご紹介した判決は、そういった工夫や努力の結果

であります。ただ、色々な努力や工夫が為されているだ

けに中々理解が難しい、一つ一つ順に追って理解して

いただかないと、結論だけ見ると中々分かり難いかもし

れません。当然、別の事案には応用ができないということ

になると思います。逆に言うと、一個一個追っかけていた

だくと、別段そう特殊なことをしているという訳ではない点

もお分かりいただけるかと思います。 

 なお、最後に申し上げますが、今までご紹介した判決

全てに、私が研究者として賛成かというと、そうではありま

せん。そうではありませんが、今日は、授業ということなの

で、出来る限り客観的に、全体像をお話ししたつもりで

す。どこまでそれが徹底できたかは、少し自信がありませ

んが… 

 あまり時間が無いのですが何か言いそびれていること

等があって、ご質問があれば。大丈夫ですか？どうぞ。 

学生Ａ： 貴重なお考え、ありがとうございました。簡単で

よろしいのですけれども、今日出てきた判例の中で、先

生ご自身は裁判所の立場とちょっと違うとか、ちょっと納

得はいかないけど、これを付け加えておきたいという判

例があれば紹介していただけますでしょうか？ 

奥邨： 裁判例ということでは、大体お話ししてしまいまし

た。そこで、少しずれるかもしれませんが、立法論的なこ

とを一言。これまで申し上げたように、日本では、インタ

ーネット・サービスで問題のあるものついては、色んな工

夫をして、サービス提供業者を主体と捉え、差止めを認

めるということをやってきているのです。それ自体は、

色々と議論はあるものの一定の成果は出している、評価

できる部分もある訳です。ただ、その一方で、どこまで主

体となるのかが分からないという問題がある訳です。サ

ービスもドンドン新しいのが出てくるのですが、そういっ

たものの場合にどうなるのか分からない、予見可能性が

ないという批判がずっとある訳です。 

 それで今、文化庁で、私も参加させていただいていま

すけども、立法化に向けた議論をしている訳です。そこ

での検討では、著作権侵害に関与している人に対しても

差止めができるとハッキリ条文に書こうと。ただ、その代

わり、誰に対して差止めできるかをハッキリさせようと。つ

まり、今みたいに色んな工夫をするのではなくて、条文

にハッキリ書いて予見可能性を高めようという訳です。こ

ういうことをやった人は、こういうことをやらなかった人は、

直接、物理的に侵害行為をしていなくても、差止めされま

すよ、と条文にハッキリ書くということが今議論されていま

す。 
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 多分、今年中、もしくは来年一杯ぐらいで、その結論が

出るでしょう。そうすると、今までの流れに影響が出る、実

務的には影響が出るかもしれません。もっとも、これも微

妙なところで、最高裁の判決まで色々出ている中で、ど

れぐらい条文が書けるのかというのはある訳ですね。そ

の辺よく分からないのです。 

 ただ、皆さんが将来、実務に出られたとき、今お話しし

たことと基準が変わっている可能性があります。まあ、著

作権法は毎年に近いくらい変わりますので（笑）、授業で

聞いたことがずうっと続いていると思っていると大変なこ

とになります。毎年一遍は見直してください。 

まとめますと、今日取り上げた判例で、大体カバーされ

ていると思いますが、問題はその先どうなるのかというの

は、立法による解決ということが出てくる可能性は残って

いる分野だと思います。よろしいでしょうか？ 

学生Ａ： ありがとうございました。 

奥邨： 他には、はい、どうぞ。 

学生Ｂ： 本日はありがとうございました。先程 MYUTA

事件のときに、業者から見て公衆に当たるというようなお

話があったと思うのですが、まねき TV 事件の最高裁判

決でも、公衆送信装置、客観的に見れば公衆送信装置

じゃなくても、業者から見てユーザは不特定多数だから

公衆に当たるといったような判決が出ていたかと思うので

すが、MYUTAとまねきTVの関係と、後、まねきTVが、

クラウドの関係でどう見られているのかということについ

て、どうお考えなのかをお聞きしたいと思いました。 

奥邨： はい。2 つあって、まず一つは、MYUTA事件判

決のときは、公衆送信装置かどうかという具合に、装置に

引き付けて判断はされていません。 

 一方で、まねき TV 事件判決の場合は、特に知財高裁

判決が、その装置からは 1 人にしか送れないから、装置

は公衆送信装置じゃない、よって送信自体も自動公衆送

信ではないのだっていう流れで判断したのですね。 

 だから、最高裁はそこについて、装置を中心に見るの

はおかしいのだ、ということを言って、事件を差し戻した

訳ですね。この点色々議論がありますが私の立場を申し

上げますと、公衆送信というのは行為であり、行為という

のは本来人間がするものですから、装置を中心に見ると

いうのはおかしいと思うのですね。送信という行為は、あ

くまで人間がする訳です。勿論、自動公衆送信というの

は、人間が装置などのセッティングを終えたら、後は装置

が自動的に処理する訳ですが、そこに注目して装置が

行為をしていると考えるのはおかしい、やっぱり人間を

中心に見ないといけないと思うのです。 

 そうすると、最高裁の、人間を中心にみた判断、即ち送

信の主体がサービス提供者であるならば、彼・彼女から

見たときに受け手は公衆なのだから、それは公衆送信だ

という判断は問題ないと思うのです。そして、公衆送信を

扱う装置だから、公衆送信装置だというのも問題ないと思

います。私は、まねき TV 事件判決のこの部分は、何の

違和感もないのです（笑）。 

 勿論、反論される方もいますし、議論があり得ることは

認めますが、最高裁がああ言っちゃっているので、実務

的にはその考え方が前提だろうと思います。 

 それから、まねき TV 事件判決がどれぐらいクラウドに

影響するかですが、2つ意見があります。一つは、まねき

TV事件判決の考え方で行くと、サーバを設置した人が、

送信可能化を行った人だという風に読めるので、もうクラ

ウドどころか、メールサーバを設置したって全部送信可

能化をやっていることになるという読み方をして心配され

る方がいます。ただ、学会の多くの先生は、大渕先生の

おっしゃるジュークボックス法理というのがあるのです

が、それを前提にコンテンツまで提供した上で、サーバ

も管理しているというセットの場合は、主体と評価される

だろう、という捉え方だと思います。 

 まねき TV の場合は、放送波を導入するイコール、コン

テンツを提供するというのをやった上で、ロケーションフ

リーという装置の設置・管理をしていますので、セットで

送信可能化と言われた訳です。それに対して、通常のク

ラウドとか、メールサーバとかはコンテンツはユーザが用

意するので、業者はサーバを設置・管理するだけです。

そういう意味ではまねき TV とは事案として、切分けが効

くのではないかというのが、研究者の解説の大体の傾向

です。 

 じゃあ、MYUTAはどうなのだと、MYUTAもコンテンツ

はユーザが用意したじゃないか、だったらMYUTA も業

者は送信可能化をしていないということにならないのか、

という議論はあると思います。大変難しい部分なのです

が、敢えていうとMYUTAは音楽専用だったというがある

ので、業者がコンテンツを用意していたのに近いのでは

ないか、さらに当時はそれ無しでは非常に困難だったこ

とを可能にしていたというのがあるので、やっぱり主体に

なる、一方、現行のクラウドやロッカー・サービスはそうい

った要素がないので、切り分けられるのではないか、と

いうのが現時点の大勢の落ち着きどころだと思います。

まあ、そうなるかどうかは分かりませんけど。 

学生Ｂ： ありがとうございました。 

奥邨： 他よろしいでしょうか？よろしいですか、いいで

すかね。じゃあ、どうもありがとうございました、お疲れさ

までした。（拍手） 
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第９回 パロディと表現の自由 
 

ゲスト講師：金子 敏哉（明治大学法学部専任講師） 

講師：上野 達弘（立教大学法学部教授） 
 

 

Ⅰ 概 論（上野） 

Ⅱ パロディと著作権法（金子） 

Ⅲ 質疑応答 

 

 

Ⅰ 概 論 

 

上野： はい、皆さんこんにちは。この講義では毎回素晴

らしいゲストの方をお迎えしておりますけれども、今日の

ゲストを紹介したいと思います。明治大学法学部の金子

敏哉先生です。（拍手） 

 金子先生は今年お招きしているゲストの中でも断トツで

お若いと思いますけれども、私が知っている若手の研究

者の中でも最も優秀な方だと私は予てから思っている次

第です。そんな金子先生をお迎えして、今日はパロディ

と著作権法について皆さんと議論したいという風に思っ

ております。 

 パロディと申しますと、色んなものがある訳ですけれど

も、中々日本だとイメージし難いところがあるかもしれま

せん。しかし、最近日本でも、ネットを、YouTube なんか

を見ておりますと、様々な既存の著作物を利用した映像

であるとか、音楽であるとか、ムービーや、そういうのが

沢山あることは皆さんもご存じかと思います。 

 そうだと致しますと、これは著作権法をどう評価されるの

だろうかということが問題になるところであります。確かに

他人の著作物は無断で利用していますけれども、他人の

著作物を利用して新たな創作をするということも､一つの

表現ではないかと考えられるからです。 

 むしろ最近では他人の著作物を使って、新たな創作を

するという、いわゆる二次創作というようなものが一般化

しているのではないかと思われる訳です。考えてみまし

たら、どんな人でも完全に独立した創作というのは出来

ないのであって、人間は常に模倣から始まって創作を行

っているのではないかと考えると、完全に強力な著作権

というよりも、バランスの取れた著作権を目指すべきでは

ないか、という風なことも議論されている訳であります。 

 ちょうど2日前に、著作権法に関する審議会が開かれま

して、法制問題小委員会というところで、パロディに関す

る検討を今後行うということが決定されました。まず私の

方からプレゼンをしまして、この 3 月までに行ってきたパ

ロディに関する報告書を基にして、今後新たにパロディ

問題をどう扱うべきかを検討するワーキングチームを設

置することになった訳であります。そういう意味では、この

パロディ問題というのは今年のトピックということになって

くるだろうと思われる訳であります。 

 このパロディ問題に関しまして、金子先生をお呼び致し

ましたのは、ちょうど今年の3月に、私と一緒にロンドン大

学で日本法に関するセミナーを向こうの人向けにやると

いう機会がありました。そのときに金子先生はパロディに

関するご報告をなさった訳であります。このとき、ポケモ

ン事件とかについて質問が相継ぎましたが、金子先生は

非常に雄弁にお答えになっていました。皆さんもご興味

があると思いますので、今日お忙しいところをお迎えした

次第であります。 

 なお、金子先生は、明日もパブリシティ権に関するシン

ポジウムでご報告されるということで、非常にこれも興味

深いシンポジウムだと思いますので、良かったらいらして

ください。それでは、金子先生、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

Ⅱ パロディと著作権法 

 

金子： 只今、過分のご紹介を頂きました、明治大学専任

講師の金子敏哉と申します。 

 本日の話す内容というのは、今、上野先生からご紹介

がありました通り、3 月にロンドンで 20 分ほど、簡単に日

本におけるパロディと、後、同人誌を巡る議論状況につ

いて非常に簡単にお話をしました。同人誌についての紹

介は、Wikipedia の同人誌の記述など、英語でも結構な

紹介がされており、どうやって、それ以上に意味のあるも

のをするのかと苦労した覚えがあります。今日も、この場

に、もしかすると、実際同人サークルとしてコミックマーケ

ットに参加されていて、もっと詳しい人もいらっしゃって、

「違う」という突っ込みが入るかもしれませんが、もしあれ

ば、どうぞ遠慮なくご指摘いただければと思います。 

  色々と浅い説明になっているところもありますけれども、

それもご了承いただければと思います。 

 それでは、まずパロディとは何かということですけれど

も、この点についてはアメリカの有名なキャンベル事件と

かプリティ・ウーマン事件1という事件があります。後で上

野先生から少しご紹介があるかもしれませんが、この事

件においては、アメリカのフェアユースの枠組みの中で、

著作権法上救われるべきパロディと著作権法上直ちに救

うべきものではないサタイア等を区別する基準として、原

作品に対する批評と批判というものがあるかどうかという

ことで、それが分かれるということが述べられていました。 

 日本でのパロディを巡る議論をする際に、このパロディ

というものについて、このプリティ・ウーマン事件のような

定義に従って議論されているかというと、必ずしもそうい

う訳ではありません。パロディという用語は様々な形で用

いられており、プリティ・ウーマン事件のようなものだけを

指す場合もあれば、オリジナルかそれともパロディかとい

うような言い方をする場合には、全くのオリジナルかそれ

                                                                 
1 Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569 (1994) 
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とも二次創作の全般を指すものかという形でパロディとい

う用語が使われることもあります。 

 これは論者によって区々で、先程、上野先生からご紹

介があった今年の 3月に纏められた報告書でも、パロデ

ィをどういう範囲で定義するかということが重要な問題だ

ということは指摘されております。 

 この報告においても、どういうことが救うべきパロディか、

著作権法上許容されるべきパロディかということについて

は、私自身も、それはどういうものであるべきか、というこ

とについては、まだ具体的なイメージを持てていません

ので、ひとまず定義を置かず、いわゆるパロディという言

葉のまま、お話をしていきたいと思います。 

 パロディを議論する際には、どういう作品を念頭に置く

のかというのが中々難しいところなのですけれども、一応、

私が、これは一応、著作権法でも非侵害とすることを考え

なければいけないパロディの一つの例かなと思う例とし

て、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、

「ネズミーマウスマーチ」というものを一つご紹介したいと

思います。これは、このフラッシュムービーとして、2005

年に作られたものです。 

 この動画の場合、ミッキーマウスの絵についての著作

権というのとの関係が、似てる、似ていないというところで、

本質的特徴は直接感得できないとかいうことで争うことは

出来ますかもしれませんが、ミッキーマウスマーチの曲と

の関係では、これは本質的特徴を間違いなく直接感得で

きるものと言えるでしょう。 

 それでは、この動画における曲の利用が引用に当たる

かというと、このようなパロディのための利用を引用と呼

べるかどうかというところに尽きるということになります。こ

れについては、もし、そのミッキーマウスの曲について、

著作権侵害だということを訴えた場合には、パロディであ

るということを著作権法上どう考えるのかということを、正

面から考慮せざるを得ない問題だろうと思います。 

 実際、この「ネズミマウスマーチ」の作者の方、このフラ

ッシュサイトの管理人の方が、このネズミマウスマーチの

著作権を巡る問題について自らの考え方を述べられて

いますので、それについて関心のある人は、是非このサ

イト等を見ていただきたいと思います。 

 そこでこれから、日本の著作権法でパロディをどう扱っ

ているのかということについて、簡単に状況をお話しして

いこうと思います。 

 日本の著作権法上は、今お話ししたとおり、パロディに

ついては明文の規定はございません。権利制限に関す

る一般条項も特にありません。 

 もしパロディについて争うとすれば、本質的特徴の直接

感得ができるかどうかというところで考慮する議論もありま

すが、権利制限規定の中では、著作権法 32条の引用が

使えるかどうかということが問題となります。 

 著作者人格権に関しましては、著作権法 32 条の引用

の規定は、著作権法 50 条によって、著作者人格権には

直接は適用できないことになりますが、特に改変との関

係では、著作権法 20条の同一性保持権が問題となり、こ

こでは特にやむを得ない改変に当たるかどうかということ

も争点となります。 

 また、著作者人格権の侵害に関しては、113 条 6 項の

「名誉声望を害する態様での著作物の利用が著作者人

格権の侵害と見なす」という規定との関係でも、パロディ

の問題は出てくるということになります。 

 本日の私の話ですけれども、主に 3 つのお話をしたい

と思います。一つは、いわゆるパロディ事件とも言われる、

フォト・モンタージュ事件という最高裁判決について、一

度簡単に振り返っておきたいと思います。 

 次に、パロディを巡る最近の議論状況について、解釈

論を非常に簡単に概要だけお話ししたいと思います。 

 そして、最後に、このパロディということとは少し重なり

つつも少しずれるのですが、パロディにしろ二次創作に

しろ、現行法上は形式的に著作権侵害となるにもかかわ

らず、実際の中ではある程度行われているということがあ

ります。このことをどう位置づけるのかというときには、一

つの説明は、権利者による黙認ということになる訳ですけ

れども、じゃあ、この黙認というのはどういう現象なのかと

いうことについて、同人誌の例と、実際黙認し切れず刑

事訴訟に至った、あるいは警告がされたという事案をご

紹介して、それについて少し考えてみたいと思います。 

 それではまず、フォト・モンタージュ事件とか、パロディ

写真事件とも言われる最高裁判決2について、ご紹介をし

ていきたいと思います。 

 この事件では、原告の写真家の方が、確かオーストリア

の山に実際に登られて、現地の政府とも協力して、この

雪山の写真を撮影されました。この写真では、ここにシュ

プールが綺麗に描かれていて、6 人のスキーヤーが滑り

降りているという風な写真になっております。このスキー

のシュプールについても、原告が指示をして非常に苦労

してこの写真を撮ったというような経緯が、原告側からは

主張されております。 

 この写真は、まず実業之日本社という出版社が発行し

た写真集に掲載されたのですが、その後、原告の許諾

の下で原告の氏名を表示しない形で AIU という、損害保

険会社のカレンダーに掲載されたということがあります。 

 これに対して、被告はグラフィックデザイナーであり、カ

レンダーで使用された本件写真の左半分を削除し、スノ

ータイヤを上に付け加えて、この本件モンタージュ写真

というのを作成致しました。 

 元々は、最初はYの自費出版による写真集に掲載され

た後、「週刊現代」の雑誌の方にも掲載されたということに

なっております。ちなみに、これ最初に出た Y の自費出

版によって出された写真集というのが、500 部ぐらいでし

て、しかも Y の自分のイベントで配布したというので、見

方によってはある意味同人誌ともいえるような事案です。 

                                                                 
2 最判昭55・3・28民集34・3・244 
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 ただ、「週刊現代」のほうでも載せていますので、そちら

の方では同人誌とは言い難い事案ということになります。 

 この Yのモンタージュ写真といいますのは、1970年に

発行されたために、その行為の時期が現行著作権法の

施行前であり、旧著作権法が適用されております。特に

問題になったのが、現行法の引用に対応する旧著作権

法30条1項2号の「自己ノ著作物中ニ正当ノ範囲内ニ於

イテ節録引用スルコト」という規定です。 

 もう一つ問題になったのは旧著作権法18条であり今で

言う同一性保持権に関するものですけれども、この 18条

では、著作物の発行、興行する場合においても著作者が

生きている間に改ざんしてはいけませんという規定（1

項）が、18条 3項により、30条 1項の場合においても適

用するということを定めていました。 

 第一審の東京地裁の判決は、著作権（著作財産権及び

著作者人格権）の侵害を肯定いたしました。旧法の時代

なので、あまり著作権と、著作者人格権は現行法のように

ハッキリと分かれていませんでした。 

 被告が控訴した訳ですけれども、控訴審において控訴

が認容され請求が棄却されました。原告側は、控訴審判

決に対して著作者人格権の点に絞って上告をしておりま

す。控訴審はどういう判断をしたのかと言いますと、この

判決文はフェアユースということを特に判決文の中で言

及している今読むと、かなり画期的な判決です。 

 控訴審判決の判旨をかなり乱暴に纏めますと、被告の

モンタージュ写真は、原告の本件写真のパロディだと。し

かも、このようなフォト・モンタージュの手法というのは、社

会的にも認められていると。そうなのだから、本件モンタ

ージュ写真は、旧法 30条 1項 2号の引用の要件を満た

すという、ある種パロディということを正面から認めるよう

な判断を、この高裁の判断はしております。そしてさらに、

パロディのために必要な改変は、パロディに用いられる

原作品の同一性保持権を侵害しないという、これも画期

的な判断をしております。 

 それでは、どういったものがパロディに当たるのかとい

う点に関して、控訴審の判決では被告作品は原告作品

の剽窃だという原告側の主張に対して、基本的に独立の

被告側の異なる意図というのが表れており、しかも客観

的にその意図が認められる場合にはそれは独立した、

いわゆるパロディの領域に属する、ということを述べてい

ます。このように控訴審は、元の作品の意図と違う意図が

客観的に認められれば、もうそれは独立の作品でパロデ

ィなのだという、かなり広いパロディの捉え方をしておりま

す。さらに、原告の作品に対する批判、批評という点では、

雪山の写真というのが、疑似ユートピア思想がそこにある

と。しかも、それを損害保険会社のカレンダーに使って

いるということに対して、その損害保険のカレンダーに雪

山の写真を使っているということに対する批判と、その自

動車公害の損害保険会社のカレンダーということで、そ

れに対する風刺というのを込めて、そういったことを述べ

ているのだということを、その侵害を否定する際の要素と

して述べております。 

 これに対して、著作者人格権の点に限って原告側が上

告をいたしました。上告が認められて、破棄差し戻し、同

一性保持権の侵害は肯定されたというのが、このフォト・

モンタージュ事件の上告審の判決ということになります。 

 実はこの最高裁判決は非常に有名で、翻案権侵害の

判断基準や、また引用の要件論では必ず取り上げられる

裁判例ですけれども、実は判決文の構造は色々と複雑

な構造になっております。 

最高裁判決において一般論として述べられているの

は何かというと、旧法30条1項2号、旧法下の引用の要

件として、明瞭区別性と主従関係を要求し、さらに、18 条

3 項から「引用される側の著作物の著作者人格権を侵害

するような態様でする引用は許されない」ということです。 

 そして当てはめの部分での判断内容を整理しますと、

この判決のメインの判断は、引用についての判断ではな

くて、同一性保持権の侵害についての判断です。そこで

の判断というのは、結局、改変がされつつも、原作品の

本質的特徴は直接感得できる以上、侵害になるという判

断がメインの判断となっております。 

 さらに、「のみならず～」という段落において、言わば傍

論のような形で、本件の場合には、原告の雪山の写真と

いうのが、ほぼメインを占めていて、この被告の要素に対

して原告の写真が従たるものと言うことは出来ず、引用に

ついての主従関係の用件を満たさないという判断が、少

し述べられているという風になっております。 

 最高裁の判示では色々なことが述べられていますが、

元の作品をフォト・モンタージュなどで利用することに関

しては、他人の著作物を素材として利用することは勿論

許されないことではないけれども、許諾なしで利用できる

のは「他人の著作物における表現形式上の本質的な特

徴を、それ自体として直接感得させないような態様にお

いてこれを有する場合に限られる」ということが述べられ

ております。逆に言えば、改変しつつも本質的特徴を直

接感得できる形で利用すれば、それは同一性保持権の

侵害になるよということが述べられております。そして別

個の思想・感情が表現されているとしても、そのことでは

結論は変わらないということも述べられております。 

また、主従関係に関する判示では、原審が認定した本

件モンタージュ写真作成の目的や、フォト・モンタージュ

は社会的に受けられるという事実があったとしても、この

従たるものであるということの認定は、覆らないということ

が述べられております。 

 このフォト・モンタージュ事件、最高裁判決の判示のう

ち、まず表現形式上の本質的特徴の直接感得というのが、

いわゆる類似性、また翻案権侵害などの判断基準として、

文言上用いられていったというのは、皆さんも、すでにご

存じの通りです。 それが色々繋がっていって、江差追

分事件最高裁判決に繋がるということになっております。 
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 他方、引用の要件としての明瞭区別性、主従関係という

要件については、その後、現行法 32 条の引用の要件と

しても要求されるようになっております。ただ、ここ最近の

裁判例、「絶対音感事件3」にもその萌芽は見られるので

すが、特に顕著なのが、「絵画鑑定書事件4」ですけれど

も、ここでは、明瞭区別性、主従関係といった要件にあま

り拘らない立場を示しています。上野先生の引用につい

てのご論文なども、そういった近年の立場の代表例だろ

うと思います。 

 以上が、一般的な最高裁の位置付けなのですけれども、

それでは、パロディとの関係で、このモンタージュの上告

審判決をどう考えるのかということですが、この上告審判

決中の法廷意見では、パロディという言葉について一切

触れておりません。 

 それもあって、この事件はパロディの事件ではないとの

理解が有力です。後で説明するように、近年パロディ自

体については著作権法上何らかの対応をすべきという見

解が有力ですが、そのような立場の方も、原告の作品が

特に有名なものではなく、被告は特に原告の作品を用い

るべき必要性が低かったとして、この事件自体はパロデ

ィの事件ではないという位置づけをすることが一般的なよ

うです。 

もっとも最高裁判決が、控訴審の判断、つまりパロディ

であるから引用に当たり、また、同一性保持権を侵害しな

いという判断に対する応答として執筆されているようにも

見えます。特に上告審の判決文の判決文の色々な箇所

からは、別個の思想が表れていてもそれだけじゃダメだ

ということが指摘されています。そして、風刺とか、フォト・

モンタージュを許容する社会状況があるという事実を前

提としてもなお、従であるという評価は覆らないということ

も言及されています。 

 つまり、上告審判決は、パロディについては、直接は言

及していませんけれども、その作品が原告の作品のパロ

ディか否かということを、「表現形式上の本質的特徴の直

接感得」や引用における「主従関係」の判断において考

慮しない」ことを示唆しているように理解できます。つまり、

パロディであるかどうかは著作権侵害には関係ないとい

うことを、どうも示唆しているような判断であるように思わ

れます。 

 最高裁をそういう風に積極的に評価していくべきかどう

かは分かりませんけれども、原審との対比という点で見る

と、どうもそのようなことを示唆している判決ということが言

えます。ただ、本件の事案自体は、先程も申した通り、特

に元の、原告の写真が有名でないために、パロディの事

案ではないと位置づけされることが多いので、そういう風

に、この最高裁判決はパロディの事件ではないという評

価をされることが多い事案であります。 

 なお、パロディであるかどうかを考慮しないという立場

                                                                 
3 東京地判平13・6・13、東京高判平14・4・11 
4 知財高判平22・10・13 

がよりハッキリ表れているのが、仮処分の事件ですけれ

ども、『チーズはどこへ消えた？』という作品の、この事件

です。これは原告の方の書籍が、『チーズはどこへ消え

た？』というアメリカの書籍の翻訳版の翻訳者の著作権と、

もう一つ、被告側は、『バターはどこへ溶けた？』という本

を書いたのですが、その翻訳者の著作権の侵害が問題

となった事件です。5 

 そこで一般論として述べられていることは、パロディは

許されるとしても、著作権を侵害することは許されない、

これは平たく言えば、著作権を侵害するようなパロディは

許されないという、パロディかどうかは著作権侵害で考慮

しないということが、より一般論としてはハッキリ示されて

いる事件です。 

 この事件では、実際に、翻案権の侵害が認められてい

るのですが、ただ、この事件、事案を見てみますと、パロ

ディであるということを抜きにしても、翻案権侵害を認める

ことには非常に疑問のある判断です。 

 これは翻案者の著作権、つまり、元の作品の著作権で

はなくて、二次的著作物の著作者である翻訳者の著作権

だけが問題となっており、その結果、具体的な判断は、

個々の翻訳の細かい言い回しについての対比が問題に

なっています。そしてこの事件では、幾つかの箇所で侵

害は認められているのですけれども、認められた箇所の

一部、この例を見てみますと、これが果たして創作的な

表現が類似しているといえるのかどうかは、例えば、富士

屋ホテル事件の「富士屋ホテルと結婚したようなものだ」

という表現が共通しているだけでは侵害にならないとい

った、あの「富士屋ホテル事件6」の控訴審の判決などと

比べると、今だと、そもそもパロディであることを抜きにし

ても、侵害とすることにはかなり微妙な事件であり、批判

の多い判決となっております。 

 そして本日、特にご紹介をしたいのが、この 30 年前の

事件であるフォト・モンタージュ事件を巡る当時の議論状

況と、今の議論状況の違いということです。 

 実は、この 1980 年の最高裁判決が出る前、このフォト・

モンタージュの事件、訴訟が提起されてから、このフォト・

モンタージュやパロディについて、著作権の侵害とすべ

きかどうかを巡って、芸術家の間で非常に激しい議論が

わき起こりました。 

 基本的には、パロディについて、著作権侵害とすべき

ではないという見解が、特に芸術家、画家、漫画家や小

説家の間からは強く主張されております。そういった主張

が控訴審の東京高裁の判断においても、それが大分言

及されていると、それが考慮されているということになっ

ております。 

 写真家の方はどうだったかといいますと、実は、この事

件の裏には、写真の著作権に対して、通常の著作物の

著作権に対して、非常に保護期間が短かったりといった、

                                                                 
5 東京地決平13・12・19〈チーズはどこへ消えた？事件〉参照 
6 知財高判平22・7・14、原審：東京地判平22・1・29 
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かつ、冷遇されていたことに対する反発というのが、どう

も背景としてあるようですけれども、写真家協会としては、

控訴審の判決に対して反対する声明を表明したりもした

のですけれども、一部の写真家の方は、いや、そもそも

訴えた原告の方が怪しからんということで批判をしている

者もあり、見解の分かれていた所です。 

 ただ、基本的にはパロディを容認すべきだという意見

が芸術家の間では大きかったのに対して、当時の著作

権法学者はほぼ全員、この最高裁判決を支持しておりま

す。そのお一人をご紹介いたしますと、中山信弘先生の

当時の発言では、元の作品をパロディとしてどこまで利

用できるかは非常に難しい問題であるとしつつも、原告

の写真がほぼそのまま引用されており、正当なものとは

言えない、とされ、さらに「今回の最高裁判決は、比較的

低い日本の著作権思想を高めるうえで大きな意義があ

る。」ということまで述べていらっしゃいます。 

 30 年後、中山先生はどういうことを言っているかといい

ますと、「パロディにも色々あって、一概には言えない」、

ここまでは一緒ですが、「パロディ一般を否定するような

社会は、健全な社会とは思えない」ということを述べてお

ります。 

 そんなに正面から矛盾をしている訳ではないですが、

30 年前にはこの最高裁判決を、著作権意識の低い現状

において、非常に高い意義があると評価した方が、30 年

後に、パロディ一般を否定するような社会は健全な社会

とは思えないと述べていらっしゃるというのは、これが日

本における、著作権を巡る議論状況、30 年での大きな変

化を正に象徴していると言えます。 

 中山先生を含め、このように見解が大きく変わった要因

というのは、一つは、30年前は確かに著作権意識が本当

に低かったということがあるようです。そういった状況でさ

れたこの判決というのは、今の 2012年から振り返ると、大

分状況が違うということには注意しなければいけません。 

 これは本当に怖い話で、30 年前の判決とかを読むとき

に、時代状況が全然違うというのは、色々と気を付けなけ

ればいけないなと、改めて思った次第です。 

 あと、中山先生自身に、何で見解を変えられたのです

かとストレートに聞いてみたら、一つには、状況の違いと

いうこともありますけれども、やはりもう一つ大きいのはイ

ンターネットや技術の発展により、誰でもが簡単に二次

創作等の出来るような時代になったと。改変とか、パロデ

ィとかいったことについて、かつてと今では、大分意味が

変わってきていると。そういったものに著作権法がある程

度対応していく必要があるのではないかということもおっ

しゃっておられました。 

 という訳で、パロディを巡る近年の議論動向においては、

パロディについて、ある種のパロディについては著作権

侵害を否定するための解釈論や、立法による手当ての必

要性を主張する見解が活発となっております。 

 著作権法学会でもパロディというテーマが取り上げられ

ましたし、また、法制小委員会でも、パロディ、二次創作

は審議事項になったというのが、先程の上野先生のご紹

介の通りです。 

 ただし、そういった論者も、先程から言っていますが、

フォト・モンタージュ事件の最高裁判決の結論自体はな

お支持しております。あの事件の事案は、要するにパロ

ディではないという評価をされたことが多いということで

す。パロディをどう定義するかによるのですが、特に元の

作品、この事件の場合、重要であったのは原告の写真が

そんなに有名な写真じゃない、多くの人は知らない、あ

んまり有名じゃないというのは失礼かもしれませんけど、

確かにカレンダーに使われているぐらいの写真で、そん

な、皆が知っているというような写真ではなかったという

点からすると、それをパロディと、それを被告が使ったの

をパロディと呼ぶのはどうかという点が一つあります。 

 あと、もう一つ言われているのは、この補足意見でも指

摘されていますけれども、これは雪山の写真を、スキー

ヤーが下りてくる写真でありさえすれば目的は達成でき

たのであって、原告の写真を使う必要性は、手間を省く

以外にはなかったのではないか。自分で写真を撮りに行

けば良かったでしょうというのが、補足意見でも指摘され

ていることです。これは元の写真自体に対する批判であ

る必要性がなかったという主張に還元されるかもしれま

せんけれども、こういったこともあって、多くの論者は、今

もなお、この最高裁判決の結論自体は妥当だと考える人

が多いようです。 

 それでは、著作権侵害を否定するために、解釈論とし

ては、どういうことが言われているかといいますと、一つ

は類似性、表現形式上の本質的特徴の直接感得などの

判断で対応するというようなことが言われております。 

 特に一つ言われるのが、先程出た、江差追分事件の最

高裁判決において、あの判決においては一般論として

は、もう表現形式上の本質的特徴の直接感得を基準とし、

具体的には創作的表現が共通しているかということで、こ

の部分の事実だけが似ている、この部分はアイデアだけ

が似ている、江差追分全体のとき、一番盛り上がるという

のは事実ではないけれども、それは事実ではないとして

もアイデアに過ぎないから、それが共通していても侵害

にならないという判断をしている訳ですが、それに加え

て、そういった創作的表現が共通しているかどうかという

話に加えて、本質的特徴の直接感得ということには独自

の意味があるのだということが、いわゆる全体比較論の

立場から主張されることがあります。高部眞規子調査官

による解説などが、その典型ですけれども、その全体比

較論、つまり、創作的表現が共通していても、なお、その

全体的に見てみて、被告の作品の中で、原告の作品の

表現が埋没している、色褪せているような場合について

は、侵害を否定するというような考え方を、それをパロデ

ィにも当てはめると、ある程度柔軟にパロディの問題が解

決できるのではないかというような立場もあります。 
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 これに対しては創作的表現説の立場から、全体的比較

論のように、被告の作品の創作件数が多ければ原告の

作品の創作的な表現があっても侵害は否定されるという

ロジックを採るべきではないという見解もあり、見解は分

かれているところです。私自身は創作的表現説の立場を

支持する立場ですけれども、こういう見解もあります。 

 もう一つありますのが、引用につきまして、特に主従関

係というものを重視するとパロディと言える作品が多くな

いというところについて、そういったものをもう少し柔軟に

考えていこうというような議論も展開されております。 

 また、同一性保持権に関しましては、このやむを得ない

というものを、ある種のパロディについては柔軟に解釈し

ていくべきではないかということも言われております。 

 最後に、他の解釈論でどうしようもなくなったときの一つ

の議論としては、表現の自由を援用する、勿論、他の解

釈の中でも表現の自由を考慮するということもありますけ

れども、どうしても、他の著作権法の現在の規定では救

えないけれども、なお、ある種のパロディについては、そ

れを著作権侵害とすると、憲法違反となるような作品もあ

るのではないかということも言われております。 

 小泉直樹先生の「ジュリスト」のご論文7等では、そういっ

たパロディについて、基本的には、本質的特徴の直接感

得において色々な諸要素を考慮してやるのが良いので

はないかということをおっしゃっていますが、他方で、一

部のパロディについては、それを著作権の侵害とすると、

それから表現の自由と抵触するのではないかということも

述べられております。 

 ちょっと、横に逸れるのですが、表現の自由のときによ

く分からないのは、差止請求との関係では、表現の自由

の問題は非常に大きいのですけれども、仮に、ライセン

ス料だけを支払えば良いというときに、その表現の自由

の問題というのはどういう問題になるのかというのは、よく

分からないなと思っているところです。勿論、お金が無け

れば使えないというのは、表現の自由に関して重要な問

題なのかもしれませんけれども、じゃあ、お金が無いから、

鉛筆を盗んで絵を描いたら表現の自由かというと、多分、

それは表現の自由と言えないということになると思います。

ですので、表現の自由については、私自身もまだ、不勉

強なところで、今、疑問にだけ思っているということだけ

指摘しておきたいと思います。 

 これらの解釈論では主に二つの視点での試みがされ

ており、一つは、パロディ作品について特別扱いをする

のではなく現状の一般的な解釈論の枠組みから侵害と

なるかどうかを淡々と判断する視点があります。例えばア

イデアのみ利用していれば侵害とはならない、ということ

は特にパロディであるということを考慮しなくても導かれ

ます。このようなアプローチと一部重なりますが、少し別

のアプローチとして、現状の解釈論をそのまま適用して

                                                                 
7 小泉直樹「表現の自由、パロディ、著作権」ジュリスト 1395・149（2010年）

参照 

も非侵害とは出来ない場合にパロディであるということを

特別に考慮するアプローチがあります。特に後者の様な

アプローチを取れるかどうかというところが、今後の解釈

論としての限界の問題なのだろうと思います。 

 例えば、パロディであるということを、表現上の本質的

特徴の直接感得で考慮するということは、つまり、原告の

作品がどれぐらい、ただ有名であることがパロディの条件

だとすると、原告の作品が有名であるということを、表現

上の本質的特徴の直接感得の中で考慮するかどうかと

いうことになりまして、これは通常の類似性判断では考慮

しない訳です。そういったことをやっていくかどうかという

ところが、従来の枠組みを超えてパロディであるというこ

とを考慮できるかどうかということが課題になるだろうと思

います。基本的には、それが難しいのではないかと思っ

ております。 

 今のこれですけれども、先程の解釈論の限界としては、

冒頭に示したネズミマウスマーチにおけるミッキーマウス

の楽曲の理論については、これはもうパロディであるとい

うことを考慮しない限りは、恐らく引用に当たるということも

難しいし、本質的特徴を直接感得できないということも難

しいであろうと思われます。 

 ミッキーマウスの絵については、これはパロディである

ということを特に考慮しなくても、本質的特徴を直接感得

できないと言うことは出来ると思いますけれども、曲につ

いては如何ともし難いと思われます。 

 なお、同一性保持権に関しましては、現行の著作権法

を作ったときの文化庁の担当者であった加戸守行先生の

著作権法の逐条講義におきまして、このようにパロディ形

式のものについては、パロディ化したことをもじったという

ことが一見明白であり、かつ、誰にもふざけ、茶化したも

のと受け取られ、原作者の意を害しないと認められる場

合については、同一性保持権を侵害しないという考え方

が採られております。 

 これは原作者の意を害しないと認められる場合という、

要件が付いておりますが、ある種、パロディだと分かれ

ば、同一性保持権の侵害にならないということを述べて

いるようにも思われます。これからすると、実は、ある程度

有名な作品のパロディであれば、著作権の方は別として、

同一性保持権の侵害の問題は基本的に生じないというこ

とになります。 

 実は、私自身は、加戸先生のような立場を支持する立

場に立っておりまして、どこかに書いている訳ではない

ですけど、同一性保持権全般について、そもそも、その

作品が元の作品と改変されたものであるということが一般

的に認識可能なものについては、同一性保持権の侵害

を否定すべきではないかと思います。 

 それは、ある特定の複製物とかをいじっているかもしれ

ませんけれども、無体物としての著作物を改変していると

いうことにはならないのではないかと考えております。 

 この基準からすると、パロディのように、一般的にそれ
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が元の作品とは改変されたものであると認識可能の場合、

どれぐらい一般的に認識可能かは重要な問題ですが、

一般的に認識可能な場合については、同一性保持権の

侵害とはならない、また、改変された作品について改変

した人しか触れない場合、典型的には私的領域での改

変、ときめきメモリアル事件のような場合ですけれども、こ

れについても、同一性保持権の侵害とはならないと解し

ても良いのではないかと思っております。 

 この立場からしますと、たとえ、原作品を揶揄したり、嘲

笑したり、あるいは猥褻なパロディであっても、元の作品

とは違うということが認識可能であれば、同一性保持権の

侵害にはならないということになります。 

 また、名誉・声望を害する利用という点についても、そ

れが、元の作者がやったものではないと分かる場合には、

元の作者の社会的評価の低下をもたらしていないと見る

ことも出来ます。 

このように実は、私自身は、パロディについては、原告

の解釈としても、同一性保持権の侵害にはならないし、

著作者人格権の侵害や、見なし規定も適用されない場

合が多いのではないかと思っております。ただ、これは

一般的な理解ではないだろうと思います。 

 立法を巡る議論状況としましては、平成 23 年の著作権

分科会の報告書においては、ここでは、いわゆる権利制

限規定の一般条項の導入について、いわゆるA類型、B

類型、C類型という3つを提示したのがこの報告書なので

すけれども、その際に、パロディについて、一般条項で

対応するかということについては、パロディでは、取りあ

えずはやらないと、取りあえずはパロディについて一般

条項で対応するということにはしない、ということを示した

のがこの報告書です。 

 ただ、個別の権利制限規定などを中心に検討をしてい

くというようなことが、報告書では書かれております。 

 ただ、最初は個別だけだったのですけども、中間発表

など、意見募集を経て、最後のところで注の75というのが

付け加わって、検討の結果、一般規定という対応を選択

することも、一つの報告としてはあり得るだろうということ

で、また戻っております。 

 A類型、B類型、C類型が、今、国会で議決された法案

ではかなり狭い今の写り込みじゃなくて、非常に限定的

な類型的になっていて、もう一般条項とはとても言い難い

状況になっていることからすると、このパロディに関する

再検討と合わせて、また、フェアユースのような、より包括

的な一般条項の検討という方法も、もしかしたらあるのか

もしれません。 

 そういった報告書を踏まえて、去年、上野先生をトップ

として、この委託事業による研究が行われて、その成果

は報告書にまとまっております。その内容的に、海外の

議論状況を踏まえつつ、日本において、パロディについ

て論調としたら、こういったものが論点になるということを

非常に分かり易く整理しているものです。私の話より多分

参考になりますので、是非こちらを読んでいただければ

と思いますけれども、それを踏まえて、これから法制小委

においてパロディや、パロディだけではなくて、二次創

作、パロディ以外の二次創作も含めて検討課題になると

いうことです。特に二次創作も言及しているという点が、

非常に興味深く思いました。 

 今、現行の著作権法と解釈論と立法のお話をしました

が、ある意味、著作権法の規定からすると、パロディや、

これから話すパロディ以外の二次創作、パロディとは言

えないような場合の二次創作、既存の作品を利用した新

たな創作については、著作権侵害となる、形式的にはな

る、また、裁判をされたら実質的になる場合も多い訳で

すけれども、それにもかかわらず、実際に広く行われて

いる場合があります。 

 実は、海外でもパロディを巡る議論などの際に、よく出

てくるのは、そうやって、現行法上、仮に違法だとしても、

実際に行われているのだから、敢えて立法する必要はな

いのではないかということも言われることがあります。 

 そこで、その黙認、ある意味実際に行われている一つ

の例として、日本での重要な現象の一つである同人誌に

ついて、簡単にご紹介したいと思います。 

 同人誌と申しますのは、古くは詩とか、あるいは評論な

どの、いわゆる同好の士、同人が集まって出す雑誌を指

しておりますけれども、現在は、個人が自分たちの作品

の発表の場として、編集、発行する本を広く意味するもの

となっております。 

 普通の書籍と同人誌の一番の特徴は、出版社などの負

担で出版するのではなくて、自費出版であること、また、

自分自身で編集を行うということが重要な特徴であります。

また、通常の商業流通路、ルート、いわゆる凸版などの

取次ぎを通した書店のルートには乗らずに、同人誌即売

会や、あるいは若干さっき問題になっていたのですが、

同人誌販売店などの、基本的には同人誌即売会などで

の頒布というのが原則となるというところが特徴です。 

 この最大の同人誌即売会がコミックマーケット（コミケ）

でして、このコミックマーケットについては、ネットにコミッ

クマーケット準備会の、コミックマーケットとは何かというと

ころで、非常に詳しい紹介をされておりますけれども、非

常に大規模な、50万人以上が、夏と冬の 3日間、2日間

に参加する大きなイベントが開催されております。 

 同人誌の中にはオリジナルの作品というものも沢山存

在致します。ただ、それについては、著作権法上は特に

問題はない訳で、著作権法上問題となるのは、二次創作

の一部形態としての同人誌ということです。既存の漫画、

アニメのキャラクターを使用して、場合によっては、性的

なエピソードも含めて、新しいエピソードを描くというタイ

プの同人誌が、比較的多く見られるところです。 

 これは、新しいエピソードを描いているだけでして、あ

る種、原作品に対する批判批評を含むものとしてのパロ

ディと言えるような同人誌というのは、必ずしも多くはない
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ところです。ですから、パロディについて、もし、キャンベ

ルケースのような考え方で、著作権の侵害を否定したとし

ても、同人誌一般が、二次創作への同人誌一般が、著作

権侵害から否定されるという訳ではないということになり

ます。 

 同人誌の配布形態としては、かつては友人間や、特定

の小さなグループの中でのみ配布されていましたので、

その時代はある意味、著作権法 30条 1項の私的使用目

的での複製ということで通用していたと言うことが出来ま

す。同人誌という言葉自体が、元がそういった私的使用

から出発している訳ですけれども、今は、同人誌即売会

などでの頒布が一般的となっております。 

 これは不特定、または多数の人に対する頒布、恐らく不

特定、何部売るかにも依りますけれども、私的使用目的

での複製とは言い難い利用対応ということになります。現

在人気のあるサークルの同人誌などについては、同人

ショップで販売されている場合も増えております。 

 さらには、近年、オンラインでも同人誌が販売されるよう

になっていまして、かつては同人誌の即売会での交換ぐ

らいだったら大目に見られたけれども、オンラインでの販

売までされるとちょっとということを懸念する権利者もいる

ようです。 

 また、利用者の方でも、同人誌というのが自費出版で、

また、自分で配布する、読者と交換するというのが、この

同人誌販売店やオンラインの形まですると、ちょっとそう

いった、同人誌の本来あるべき姿から逸脱しているので

はないかということを懸念する意見もあるようです。 

 こういった同人誌の既存の漫画アニメのキャラクターを

使用するものは、著作権の侵害となる可能性がある訳で

す。概ね二次創作の小説などは、キャラクターの抽象的

な設定・アイデアのみを利用しているといえる場合がほと

んどと思われます。ただ、絵に関しては中々厳しいところ

であり、実際に厳密にと絵を見比べて、本質的特徴の直

接感得できないと言える場合もあるのかもしれませんけ

れども、全てについて侵害とならないとすることは難しい

ように思われます。 

 だから、それにもかかわらず、多数の同人誌が創作さ

れている現状について、一つは出版社がそれに気付い

てないということもあり得るかもしれませんが、実際には

気付いている。それにもかかわらず、世の中に多く出回

っているということについて、その一つの説明としては、

権利者による黙認というのが、されているという説明が考

えられます。 

 実際、明示的に権利者のほうで二次創作を容認してい

る例もあります。一つ、これも同人のシューティングゲー

ムとしていわゆる、有名な「東方 Project」というものがあり

ますけれども、こちらでは企業での利用などを除いて、

かなり包括的に二次創作を許容しております。このように

明示的に示している例もありますが、特に明示的に示さ

なくても、その著作品を利用した二次創作が沢山行われ

ている作品というのはしばしばあります。 

 では何故、同人誌が黙認されているのかということです

けれども、それについては、幾つかの分析があります。8 

それらの文献等で指摘されている点と併せて見て行き

ますと、黙認されていることの説明としては、一つは、同

人誌により、実際の経済的な損害が生じていないと。つ

まり、原作品の売上の減少ということは、同人誌の販売に

よってもたらされない、むしろ売上を増す場合の方が多

いのではないか、というようなことが言われております。 

 また、他の説明としては、同人誌の作家というのは大体、

原作の非常に最も熱心なファンであると、それを訴えると

いうのは忍びないという説明もされますし、また、単にフ

ァンであるというだけではなくて、新たなクリエイターの育

成の場ともなっているということも指摘されております。 

 実際にプロの漫画家さんやゲームの原画家さんでも、

仕事の合間にこういった同人誌の即売会に参加して、非

常に人気を呼ぶというようなこともしばしば起こっているよ

うです。 

 またもう一つ指摘されているのは、日本の場合、著作権

者は、出版社に著作権を譲渡するという慣行になってい

なくて、あくまで個々の漫画家さんに著作権が留保され

る形となっております。その結果、出版社が、漫画家の同

意を得ないで権利交渉をするということは出来ない状況

になっていますので、もしかすると、それも同人誌に対

する取締りというのが、あまり行われていない例なのかも

しれません。 

 他方で、同人誌について黙認されずに、訴訟提起や警

告がされた事例も少数ながら現れております。これは多

くの場合、権利者からの警告があった時点で、同人作家

が頒布等を中止するため、中々訴訟になるということは

少ない訳ですけれども、実際、いきなり刑事訴訟まで行

ってしまった事件が、ポケモン同人誌事件であり、また、

訴訟にはならなかったのですけれども、警告がされた有

名な事例が、ドラえもんの最終回の事件ということになり

ます。 

 このポケモンの同人誌の事件というのは、これはある女

性が―福岡の方に在住していた女性のようですけれども

―ピカチュウが猥褻な行為をする同人誌を作成して、通

信販売等で販売を致しました。 

 どうやら、その通信販売の広告が載っている書籍を買

った女子中学生が、親に相談するか何かして、その親御

さんから任天堂の方に通報が行って、任天堂が刑事告

訴をしてしまったということで、我らが京都府警がこの方

を捕まえたと。何で、京都府警が出てきたのか分からな

いのですけども、京都府警が逮捕したということです。 

 その後、略式起訴で罰金刑になっていまして、どういう

                                                                 
8 Salil Mehra, Copyright And Comics In Japan: Does Law Explain Why All 

The Cartoons My Kid Watches Are Japanese Imports?, 55 RUTGERS L. REV. 

155 (2002); Adrienne Lipoma, Creativity, Copyright, and Community： an 

Exploration of the Issues Surrounding Fan-Created Works under U.S. and 

Japanese Copyright, 04-2011 Journal of International Legal Studies [Kyusyu 

University],107 (2011). 
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判決文が出たのかどうかは、よく分からないのですが、こ

れは、同一性保持権侵害じゃなくて、複製権侵害でどうも、

翻案権なのかもしれませんが、複製権侵害で訴えられた

という風に、報道では出ております。9 

 この事件は、権利者が特に事前の警告もなく、しかも民

事訴訟も使わず、いきなり刑事訴訟をやったという点に

対しては、非常に強い批判もあるところです。 

 警察が何故こうも動いたのかということについては、

中々よく分からないのですけれども、捕まった女性の側

の方の話としては、どうも社会的な犯罪組織、暴力団等

が背景にあるのではないかということを警察は考えてい

て、そういったことを取調べでは聞かれたということを女

性が答えているインタビューがあります。ただ、それは、

女性側の言い分でして、警察側がどう思ったのかはよく

分からないところです。 

 この同人誌の事件は、コミックマーケット等でも、これを

きっかけに一度著作権についてのシンポジウムが開か

れるなど、非常に衝撃を生んだ訳です。 

 もう一つ、著作権と同人誌に関して話題になったもので、

ドラえもんの最終回と言われる事件で、これは以前から

ネットで流布していた都市伝説として、ネタバレになりま

すけれども、のび太が最終的にドラえもんを作るという都

市伝説がありまして、そのストーリーに基づいてこの男性

がドラえもんの最終回というのを漫画化して同人誌を描

いて販売しました。非常にこれ、絵がうまくて、元の原作

のドラえもんにそっくりの絵が出来ております。 

 単に真似ているというだけじゃなくて 20 年後ののび太

の絵とか、そういったものも非常にうまい同人誌です。 

 ちなみに、ドラえもんの原作者である藤子・F・不二雄先

生は 1996 年に亡くなっておりまして、本当の最終回とい

うのはありません。一度、USO800（ウソ・エイト・オー・オ

ー）とかで、一時期終わりかけはありましたけども、本当

の最終回というのは無いということになっております。 

 この同人誌も非常に人気を呼びまして、1 万部以上が

販売されまして、しかも、この同人誌は、この男性の許諾

を得ずに、このご時世ですからネットにアップロードされ

たということになっております。 

 その後、小学館および、藤子先生は亡くなっています

ので、藤子先生の著作権を管理しているプロダクション

から警告を受けまして、男性は残りの同人誌を破棄し、出

版社・著作権者に対して自発的に、得た利益を賠償金と

して支払ったということのようです。 

 この事件において、何故、小学館が警告をしたのかと

いうことですけれども、この点について、小学館がインタ

ビューに答えていまして、これは、「創」という雑誌の 2006

年12月号に、小学館のコメントが載っております。 

 それによりますと、非常にこれ、あまりにも多くの部数が

販売されて、ネットで配布されたために、普通、同人誌と

いうのは一々訴えるコストもかかるので見逃しているのだ

                                                                 
9 1999・1・14朝日新聞他 

けれども、さすがに見逃し切れなくなったということが、コ

メントとして述べられております。 

 特に問題であったのは、最終回がオフィシャルなバー

ジョンであるという風な誤解を生むようになっていたという

ことが述べられております。実際、ある小学校の先生が、

小学館に対して、この最終回の同人誌を学校の授業で

使いたいという旨を言ってきたという例がありまして、それ

が一つのきっかけになったそうなのですけれども、そうい

った誤解を生じるようでは放置しておけないという思いが

強くなったということです。 

 あと、もう一つ言われていたのが、これは特に最終回に

ついては、ドラえもんの最終回というのは藤子先生だけ

が書けるものなのに、それをやられるというのは許し難か

ったということもコメントとしては述べられております。 

 この本物と誤解をされるとさすがに困るというのは、実

は結構、二次創作とか同人誌に対して権利者が動く一つ

のきっかけになるようでして、本物と誤解されるというとこ

ろまで行くと、さすがに見逃し切れないというのは、この

お話だけではなくて、ちょっと特定の名前は出せません

けれども、色んな聞いたところの話では、そういったもの

が一つあるということのようです。 

 このように、形式的に、あるいは実質的にも、著作権を

侵害するにもかかわらず、社会において一定の意義は

認められ、実際に行われている創作行為に対して我々

がどういう風に、著作権法学者や裁判所等が、どういう風

に考えていくべきなのかというのは、難しいところです。 

 一つは、もしかしたら、著作権の意識の低さを嘆いて、

もっと著作権を守れと訴えていくべきなのかもしれません

が、著作権法を修正すべきなのかもしれませんし、そも

そも何もすべきではないのかもしれません、現状に任せ

るのが実は、パロディについて議論すること自体が、もし

かしたら、今ある議論、創作の状況を歪めてしまうのかも

しれません。 

 私自身は、パロディについて、まだ見解は固まってい

ないのですけれども、同一の事件については、先程述

べた理由で侵害にはならないと考えるべきだと思ってお

ります。著作権については、現行の解釈論で出来る範囲

は色々とあると思いますけれども、パロディであるというこ

とを特別に考慮するというのが、パロディとはそもそも何

なのかということが不明確なこともあって難しいのであろう

と思います。 

 ただ、表現の自由と明らかな抵触をする場合、例えば、

ある表現が社会において別の概念を示す、ある種の共

通の記号といいますか、言語になっていると。例えば、ミ

ッキーマウスというのは、もう今、ある種、著作権を示す単

語、あの絵というのが、著作権を示す一つの単語のような

ものになっております。 

 そのようなものについては、そのような形で用いられる

というのは、ある程度パロディとして許容されるべきでは

ないか、それはパロディではなく、もしかしたら、ある種
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の普通名称なのかもしれませんけれども、許容すべきで

はないかと考えております。 

 それ以外のパロディ、二次創作に関しましては、白黒

ハッキリ付けるよりも、灰色の現状のほうが、刑事罰の点

さえ除けば望ましいのではないかと思っています。ただ、

理屈の上では、今の、先程のピカチュウの事件のように、

いきなり、刑事訴追をされるという、法律の理屈の上では

なっているという現状について、さらに、TPP による非親

告罪化などという話と組み合わせると、刑事訴訟との問題

というのは確かに問題で、それとの関係は考えなければ

いけないと思っておりますが、まだ難しい問題であるとい

うところに留まっております。 

 すみません、長くなりましたが、そんなところです。 

 

Ⅲ 質疑応答 

 

上野： 金子先生、どうもありがとうございました。では、あ

まり時間もないので、私の方からお話しするべきではな

いかもしれませんけど、折角ですので、外国法に関しま

して若干ご紹介しておきたいと思います。これは一昨日

審議会が開かれまして、そのときにも言われたのですけ

れども、そして、さっき、アメリカの事例として紹介されま

したキャンベル事件というのがありましたが、これはちょ

っと音を聞いておきたいと思います。 

 まず、これは「プリティ・ウーマン」という映画ですね、皆

さんもご存じかと思いますけれども、そこで主題歌として

使われました曲をムービーで聞いてみたいと思います。

それから、パロディの方をちょっと聞いてみたいのです

が、これはラップ調なのですね。（音楽流れる） 

 …とまあ、こういう感じですね。先程もお話がありました

けれども、こういう著作物の批評、または論評の対象とし

ているというパロディ、あるいはそうでなくて、その著作物

以外のものを論評しているというようなものはサタイアと

いう風に言われていますけれども、アメリカ法では、こう

いったものがフェアユースで認められる可能性があると

いう判決であります。 

 あと、ドイツなんかも事件があります。ドイツ連邦を表し

ているワシのマークなのですけれども、そのワシをパロ

ディにしたという訳なのですね。ワシがお札を鷲掴みに

しているという、そういう洒落かどうか分からないのです

けど（笑）、税金を取ろうとしている酷い国だと、そういうパ

ロディ作品なのですね。 

 ドイツ法上は、フェアユースという規定は無いのですけ

れども、自由利用という規定があって、一定の著作物利

用については、著作権の法範囲に含まれないという形で

適法になっていて、これによって一定のパロディが許さ

れるということになっているようです。他にもドイツには、

「恋に夢中」というのを「殺しに夢中」というように歌詞を少

し変えたというような事件もあります。 

 しかし、もっと広くパロディが認められているのはフラン

スであります。フランスでは、明文の規定で「パロディ、パ

スティーシュ、カリカチュア」が許容されています。この 3

つがどういう区別になっているのかなんて、これだけでも

議論がすごくあるのですけれども、広くパロディが許され

ている国です。過去の裁判例でも、シャンソンで「枯葉」と

いう有名な曲がありますけど、その歌詞をちょっと変えて、

イブ・モンタンが亡くなったときにオマージュとして掲載し

たという訳です。作詞家は別に居るのですけれども、そ

のように歌詞を改変して載せたというようなことが適法な

パロディに当たるとされたものがあります。 

 日本でも MAD 画像みたいなものはたくさん見受けら

れますよね。著作権法学会でも例に挙がったのは 2つぐ

らいありまして、一つが、「ヒットラー最期の12日間」という

映画があるのですけど、その映像を使って――今ニヤッ

としていらっしゃる方は多分ご存じなのだろうと思います

けれども――それに字幕を付けて、いわゆる空耳みた

いな感じの動画が沢山あります。 

 こういう風に、シリアスな画面に全然違う面白いセリフを

付けて見せるというようなことですよね。これはある意味

では笑いを目的としているから、フランスなんかだと、

humour という、つまりユーモアがあれば許されるというよ

うな広い許容性を持っていますので、ヒットラーのそうい

った MAD 動画も許される可能性はあるだろうという風に

思われます。 

 そうすると、さっきのネズミーマーチはどうなのかなと、

私もずっと考えていたのですけど、非常にあれは良いテ

ーマですね。というのは、あれはタダの笑いではなくて、

批評や批判みたいなのも含まれていると思うからです。 

 我々が今度、日本で立法するかということになったり、も

し訴訟になったら、どういう基準で、あるいはどういう根拠

で、こうしたことを考えるべきかが問題になるところではな

いかという風に思います。 

 皆さん、沢山事例なんかをご存じだろうと思いますから、

これぐらい許されるべきじゃないかとか、色々ご意見をお

持ちなのではないかと思います。ご意見があれば、ある

いは金子先生にご質問ということでもよろしいかと思いま

す。ここからディスカッションの時間にしたいと思います。 

 どなたからでも結構ですので、いかがでしょうか。 

学生Ａ： 本日は貴重な話、ありがとうございました。 

 全くの思い付きの質問で、ちょっと著作権法が絡むかど

うかも、自分で分からないのですけど、仮に、そのパロデ

ィ作品が広まったことによって、原作の売上が倍増したと

します。売上が倍増して、しばらく時間が経って、売上が

落ちてきた後にパロディを作った作者に対して、無断使

用だろうと言って、何らかの損害賠償をするようなこととい

うのは、許されるのでしょうか。 

金子： 著作権法上は、消滅時効にさえかかっていなけ

れば、加害者を知ってから 3 年経つと消滅時効にかかり

ますが、3 年の内に売上が下がったとすれば、損害賠償

請求は当然可能ということになります。 



＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業 

- 110 - 

 これはよく経済学の先生とかとも話していて議論になる

のですが、ライセンス料相当額の損害というのが結構ク

セ者でして、売上減少による逸失利益という点から見ると、

実は侵害によって、本当に侵害行為があった訳で売上

が増えたとすれば、売上減少による逸失利益はゼロとい

うか、むしろ得しているということになります。 

 ところが、ライセンス料相当額という、著作権法 114条 3

項の、受けるべき金銭の額ということになると、これは、た

とえ売上が上がろうが下がろうが、ライセンス料相当額の

損害は当然に発生するということになります。それは売上

が上がったといっても関係ない、ライセンス料相当額の

損害は常に発生するということになります。 

 ですので、著作権法上は、それは可能ということになる

だろうと思います。 

学生Ａ： 分かりました、ありがとうございます。 

上野： はい、では次の方。 

学生Ｂ： 貴重な講演ありがとうございました。先程の講

義の中で、パロディと認めるための要素の一つとして、パ

ロディ写真の例だと思うのですけど、それほど有名では

ない、知られていなかったというのが一つの要素として

働いたという話を伺ったのですけれども、パロディを認定

するに当たって、原作が誰に、どれほど知られているか

というのは、どういう風に評価されるのですか。 

 例えば、一般の人は知らなくても、写真の専門のプロの

作家だったら、この写真は知っているとかだったらパロデ

ィになるのか、その評価の対象と程度というのは、どういう

風に裁判所は見ているのでしょうか。 

金子： 難しい質問ありがとうございました。まず、私もパ

ロディについて定義しないと言いつつ、他方では、もし

パロディについて特別の規定を設けるなどする場合には、

基本的に元の作品がある程度知られているということを

必要だという風に考えています。 

 裁判例は今のところ、パロディについて、そういうパロ

ディだからどうこうという判断をした裁判例は、そのフォト・

モンタージュ事件の控訴審を除けば、無いということにな

りますね。フォト・モンタージュ事件の控訴審の場合には、

パロディかどうかということより、元の作品の有名さというこ

とはあまり考えていないので、むしろ、その意味では、裁

判所はまだ判断を示していないということになります。 

 先程の、この同一性保持権についての加戸先生や私

の理解、あるいは著作権についても、その原作品がある

程度有名であるということが、パロディにとって必須な要

件だというときに、その有名さというのをどう考えるかとい

うのは難しい問題でして、アニメの例とかの、MAD 動画

とかの例についても、そのアニメのファンの人は知って

いますけれども、アニメのファンの人じゃない人は全然

知らない訳ですね。 

 ただ、私自身は、結構ある狭いコミュニティで知られて

いるというだけでも十分かなと、基本的には考えておりま

す。パロディについて、もし先程、同一性保持権侵害に

ついての私の立場からしても、その元の原作品の基本的

な需要者、原作品、原告の側の作品を見ている聴衆の、

それが主に対象とするようなグループにとって、ある程度

有名であれば、それで十分かなと。 

 被告側の方の作品に触れている人と、原告の作品に触

れ、被告側の作品に触れているグループの中で、原告

の作品がある程度有名であれば、それで十分かなという

気はしています。 

 それに対して、被告の作品が非常に多くの対象に対し

て開かれているという場合には、その判断からは、まだ

難しいということになります。ただ、そうすると、ニコニコ動

画とかはどうするのだという問題になるのですけれども、

誰でも見られる訳ですけれども、当該タグとかが付いて

いると、ある程度限定的な範囲になりますので、全員が

知らなければいけないとなると、パロディと認められるも

のはほとんど少なくなってしまいますので、ある基本的な

被告の作品が、この予定する視聴者の間で知られてい

て、本物とは別のものだと認識可能であれば、私自身は

良いのではないかと思っております。 

学生Ｂ： ありがとうございます。 

学生Ｃ： 本日はありがとうございました。パロディについ

て、もし、パロディであるということで、著作権侵害になら

ないという風なことが認められるとしたら、先生のお話で

は、割と客観的なことが多かったと思うのですけど、もし、

パロディのそういう形、ユーモアだとか、そういう主観的な

ものというのは、仮に要件を作ると考えるとしたら、考慮さ

れるのかなと思いまして、個人的には、例えば、政治的

なメッセージだとかを発する場合とかには、そのパロディ

とかいうのは、結構広く認められても良いのではないか

なとか、感覚的に思っていたりするのですけれども、その

辺のことは何か議論になったりすることがあれば教えて

いただけるとありがたいです。 

金子： 特に政治的な言論に関して、憲法の先生にむし

ろ聞きたいのですけれど、基本的に、表現の自由なんか

でも、政治的な言論に関してはとりわけ尊重するというよ

うな立場が、一般的な傾向として見られると思います。 

 ですので、政治的な批判の枠組みで作品を使うというこ

とであれば、それは多分、表現の自由の観点からは、パ

ロディとして著作権侵害を否定すべき、と言い易いという

ことになるだろうと思います。 

 その主観的な、と言われたのは、内心としてどう思って

いるという趣旨ですか、それとも作品の目的がどういう目

的であるかということを客観的にその作品から判断すると

いう…ご質問の趣旨はどちらの趣旨でしょうか？ 

学生Ｃ： その辺のすごく細かいところまでちょっと考え

なかったのですけど、自分の聞きたかったというか、やっ

ぱり、やっている人の本当の、作品から読み取るという訳

ではなくて、実際の行為の意思みたいな… 

金子： そうですね、行為のときの意思というのは、パブリ

シティ権に関するピンク・レディ際高裁判決も、肖像等の
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顧客吸引力を専ら利用する目的でということで、目的をメ

ルクマークとしているのですが、では目的を何から判断

するかというと、本人の証言だけから判断する訳にいか

ないので、結局は客観的に訴訟で出てきている作品そ

れ自体とか、それが出されている文脈とか、そういったこ

とから判断せざるを得ないだろうと思います。 

 そういう意味では、最終的には主観的な目的に判断基

準を置くとしても、結局は客観的な事情から見て判断す

る場合とそれほどは違わないのではないかと思います。 

 なので、その主観か客観かという問題よりは、そういっ

た政治目的の批判であるということをメルクマールにする

のか、あるいは、例えば、フランスの場合には、笑いが取

れるかというのが、たしか重要なメルクマールであります

けれども、それは本当に笑えるかという意味ではなくて、

笑いを目的としているかどうかということで、確か、やっぱ

り、それは客観的に作品の趣旨から考えるということのよ

うでして、そういった、何を、どういうものをパロディと考え

るかというときに、政治目的に限るのか、笑いを目的とし

たものに限るのかという、そこの判断のほうが重要な問題

になるのかなという気がしています。 

学生Ｃ： ありがとうございました。 

上野： 他にはいかがでしょうか。はい。 

学生Ｄ： 本日は大変貴重なお話を、本当にありがとうご

ざいました。コミックマーケット受付販売の東日本担当を

しています。 

上野： ああ、そうですか（笑）。専門家がいらっしゃいま

したね、やっぱり。 

学生Ｄ： ちょっと外れてしまうかもしれないのですが、先

生のパロディに関する私見の中で、同一性保持権につ

いては、現行法の解釈としても、基本的に侵害とならない

とすべきで、著作権については、表現の自由と抵触する

こと以外については、灰色のままで良いとおっしゃって

おりましたが、現在、同人作家の多くが、著作権とは別の

領域で、あくまで原作者、元の原著作者の方に対する、

畏敬の念というか、あくまで尊敬して作っているという方

が非常に多いので、その利用形態に限らず、原作者の

方が嫌がった場合には、仮にそれが、本当に陰で認めら

れていたとしても、翻案とか複製とかという要件には、現

行法上も引っ掛からないような場合であっても、原著作者

の方が難色を示した場合には、それは取り止めるべきだ

というような論調が特に一般的だとは思うのですが、そう

いったときに出てくるのが、同一性保持権侵害とも関わっ

てくるかとは思うのですが、原著作者の方の人格的利益、

拘りに関する部分をどの程度重く見るかということについ

て、バランスの問題だとは思うのですが、どのようにお考

えなのか、お聞きしたかったです。 

金子： ありがとうございました。この灰色にと述べたのは、

一つの意としては、そういった権利の侵害にならない場

合についても、萎縮する場合も含めて、あんまり白黒は

っきり付けてしまうと、本当にギリギリ白のところを、社会

的に言うと、それはどうかなというところでも、白だからと

いう主張がされるというのが、本当に良いのかどうかとい

う思いがあり申し上げました。これはアイデア、表現の区

別のときにも、同じ問題があると思うのですが、それもあ

って、灰色の領域が良いのではないかと考えているのが

一つ理由です。 

 ただ、表現の自由に抵触する範囲では、それは白にし

なきゃいけないということで、それは対処するとしても、他

の領域で、微妙な所は微妙なままでも良いのではないか

という思いがあって、灰色ということを述べました。 

 今おっしゃったのは、著作権侵害とならないような場合

についても、むしろ同人の作家さんの方で、原作者の作

家に対する畏敬の念から、ちゃんと尊重して、嫌と言った

ら止めるというルールは、私自身はそれ自体非常に良い

ことではないかと思います。 

 良いことだと思いますが、では、裁判規範としての著作

権法はどう考えるかというと、そういった原作者の思い入

れとかを、著作権侵害は、著作者人格権の侵害とならな

い場合についてまで保護すべき場合というのに対しては、

裁判規範として見ると、それは慎重であるべきなのでは

ないかと思っております。 

 著作者人格権の侵害にならないけれども、作者の人格

的利益に関して、不法行為の成立を認めた例としては、

図書館の蔵書に入れたものを恣意的に廃棄したという図

書館の事件がありますけれども、作者に面と向かって、

精神的な苦痛を与えるようなことをするという行為は、こ

れは多分、著作権法のロジックとは別に不法行為が成立

することはありますけれども、著作権者の目に付かない

範囲で、取りあえずはやると、それが結果的に目に付い

た場合に、著作者人格権の著作権の侵害にもならない

けれども、なお人格的利益の侵害とかを認めるということ

に対しては、裁判規範としては、むしろ消極的で、不法

行為の成立を認めるべきではないと考えております。 

 では、それを世の中でドンドンやって良いということかと

いうと、そうでもないだろうと思います。その意味で、そう

いった領域については、敢えて明確なルールではなく、

裁判規範となったら、私自身は否定的に解しますけれど

も、明確なルールが無い方が、ある程度それぞれが自制

されるのではないかなという風にすら、思っている次第

ですね。 

学生Ｄ： ありがとうございました。 

上野： はい、では、こちら。 

学生Ｅ： 今日は、本当にありがとうございました。ドラえ

もん最終回事件とちょっと関連するかなと思うのですけれ

ど、漫画という点について、例えば、本でしたら、文章の

部分が長いので、そこで創作性が表れて、本質的特徴と

かいうところもあると思うのですけれど、漫画ということに

なると、絵の部分としては、原作とは違う、コマ割りでやれ

ば、少し絵というのは変わってくると思いますし、この漫

画というところで、セリフも一々短くなってくると思うので、
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そこに創作性が認められるかという疑問もちょっとあるの

ですけれども、漫画における、そういう表現というのは、

複製権の侵害となるような共通性というか、類似性という

のは、どの辺を重視するのでしょうか。 

金子： 実は、その問題は考え直さなければ、と思ってい

るところであります。今、上野先生にもご協力を頂いてい

るプロジェクトの中で、白田先生が、同人誌で二次創作と

か言われて侵害だと言われているものが、本当に絵がど

れぐらい似ているぐらいで侵害なのかはちょっと見直す

べきではないか、というような議論をされています。 

 漫画の絵に関しましては、昔、ポパイ事件において、あ

んまり、あのポパイに似ているか、微妙な絵でもあるにも

かかわらず、下にポパイと書いたときに、その絵につい

ての著作権の侵害を認めたという事例があります。 

 今見ると、それはどうかな、と思う訳ですけれども、日本

の著作権法学者の面白いところは、基本的に、文章につ

いては、結構アイデアと表現の区別というのを広く認めて、

アイデアだと言うのですけれども、漫画とかには、絵に関

しては、漫画の一コマを取っても、絵は著作権だと。絵が

共通していると、同じキャラクターであっても、同じキャラ

クターを使った小説版の同人誌は、多分、基本的にほと

んど著作権侵害にならないだろうと思います。 

 他方では、同じキャラクターでも、絵を使うと、少なから

ぬものは著作権の侵害だと、著作権法学者は考える場

合が多いと思います。これは、絵については、多分一コ

マだけの絵でも、基本的にはそれで著作物だと考える見

解が強いのですが、それが本当に良いのかどうかという

ことは、今ちょっと、私自身も考え直さなければいけない

なと思っている例です。 

 実物を持ってくれば良かったのですが、先程の東方

Project とかで、色んな同人誌が出ているのですけれども、

同じキャラだとされるものが全然違う絵で描かれる訳です

ね。あれが本当に侵害なのかということを冷静に考えると、

実は侵害じゃない場合も多いのではないかという気もし

ています。 

 ただ、では絵は、どこまで、そのアニメ版と、その漫画

でちょっと違うときに侵害にならないかというと、それもど

うかなという気もしていまして、絵についての、まだ、具体

的にどこまで似ていれば侵害かということについては、

多分、文章よりもかなり線引きは厳しいところです。 

 だから、ドラえもん最終回は著作権侵害だと言う学者の

方がほとんどだと思うのですけれども、では、どこまで似

ていたら侵害なのかということについて、ちょっと今見直

さなければいけないかなと思っているところです。 

 あまり、ちゃんとした答えになっていないかもしれませ

んけれども、よろしいでしょうか。 

学生Ｅ： あと、もう少し聞きたかったのは、絵とセリフの

部分というのは、例えば、分けて考えることになるのか、

一緒に含めて、それで同一性というのを考えるのかという

のは、ちょっとお聞きしたかったのですけれど。 

金子： それも難しい問題ですね。昔、三村量一先生が

漫画と言えば、漫画と絵は不可分一体だとおっしゃって、

それがキャンディ・キャンディ事件で、漫画と絵は不可分

一体とか、著作者の認定に関して問題となっていることが

ありますが、今のご質問は、侵害判断としてセリフと絵と

いうものを切り離して見るかどうかということかと思われま

す。基本的には、絵だけを使っても、絵だけに創作的表

現が十分に、単体で見て創作表現があると見れば、絵だ

け利用しても侵害は認められるということになります。 

 また、吹き出しのほうは、多分吹き出しだけ見て、創作

性があると考えられれば、吹き出し部分を使って侵害を

判断すると。吹き出しだけではダメだ、絵だけではダメだ

ということになれば、絵と吹き出しの組合せと様子を見て、

そこで創作的表現があるかどうかを見て、それで、創作

的要因があれば、絵と吹き出し、両方を使えば、侵害は

認められるということになるのだろうと思います。 

 どういう風に分けて見るかは、被告の作品が、原告の作

品のどの要素を使っているかどうかということに応じて考

えればよくて、では、その被告が使っている中に、ある程

度原告の利用された部分に、著作的表現があるかどうか

ということを見れば良いというのが、私の理解なのですが、

キャンディ・キャンディ事件の控訴審判決は、それとはち

ょっと違う理解を、二次的著作物に関してですけれども、

少し違う理解をしています。 

 ただ、一般的には、キャンディ・キャンディの控訴審の

ような理解を除けば、被告側が利用しているものについ

ては、入っているかどうかということを見るので、吹き出し

と絵を分けられるかどうかは、それは、被告が吹き出しだ

けを使っているか、絵だけを使っているか、両方使って

いるか次第ということになる訳でございます。 

学生Ｅ： ありがとうございました。 

上野： 他にはいかがでしょうか。同人誌にお詳しい方も

いらっしゃるのではないでしょうか。 

金子： 間違っているよということであれば、何か？ 

上野： よろしいですかね。では時間も参りましたので、

金子先生は、お話も大変面白くて、また、このパロディ問

題は、一昨日の審議会の記事に対しても、かなりツイッタ

ー上でもつぶやきが多くて、パロディに関して検討を行う

ことは非常に望ましいというような声が、ネット上ではある

ようです。ただ、今お聞きしていても、これはそもそも立

法すべきなのかと、何でもかんでも立法で明確にすれば

良いというものでもなくて、ひょっとしたらグレーな方がう

まくいく場合もあるかもしれないということで、今後、どう検

討を進めるのかよく分からないなという感じも私は印象と

して持ちましたけれども、いずれに致しましても、大変ユ

ニークで充実したご報告を頂きまして、誠にありがとうご

ざいました。（拍手） 

 ということで、今日の授業はこれで終わりにしたいと思

います。お疲れ様でした。 

（拍手） 
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第 10回 音楽に関する著作権法上
の問題 
 
講師：安藤 和宏(早稲田大学 IIIPS-Forum客員上級研究員) 

 

 

Ⅰ 最近の音楽ビジネスの傾向 

Ⅱ 原盤ビジネスと出版ビジネス 

Ⅲ 音楽著作権侵害訴訟における問題点 

 １ 依拠性 

 ２ 類似性 

 ３ 全体比較論と部分比較論 

 ４ 創作性の高低と権利範囲の広狭 

 ５ コード進行の著作物性 

 

 

Ⅰ 最近の音楽ビジネスの傾向 

 

安藤： 本日は、まず、最近の音楽のビジネスの傾向に

ついてお話をしたいと思います。ここに 2枚のアーティス

ト写真があります。左は嵐の「Face Down」、右は AKB48

の｢真夏のSounds good!」です。この2つのグループが最

近の年間ヒット・チャートの上位を独占している感じにな

っています。 

 ちなみに、2011 年のオリコンの年間シングル・ベストテ

ンを見ると 1位から 7位までがこのAKB48と嵐で占めら

れています。8 位は「マル・マル・モリ・モリ！」という曲で

す。これはフジテレビの「マルモのおきて」というドラマの

主題歌です。9位は SKEというAKB48の姉妹グループ

ですね。10位はKis-My-Ft2です。このように2011年は4

つのグループが年間チャートを独占しました。しかし、

2010 年はもっと凄かったのです。AKB48 と嵐の曲が年

間ベストテンを独占しました。これが 1つ目の傾向です。 

 2 つ目の傾向として、韓国アーティストの活躍が挙げら

れます。左はご覧の通り、少女時代という韓国の9人組の

グループです。それから右はKARAという5人組のグル

ープですね。どちらも日本で大変な人気があります。皆

さんご承知の通り、いわゆる韓流ブームが映画、ドラマに

限らず音楽の方にも押し寄せていまして、ここ数年は韓

国のアーティストがかなり日本の音楽市場でかなり頑張

っているのですね。 

 韓国アーティストが日本で活躍する理由は色々ありま

す。まず、韓国は音楽マーケットの規模が小さいことが挙

げられます。人口も日本の半分くらい、それから物価も日

本よりもかなり低い。つまり、日本のマーケットの方が魅

力的なのですね。それからもう一つの大きな理由として

は、韓国ではレコードはあまり売れないことが挙げられま

す。インターネットのインフラがとても整備されているので、

音楽配信が音楽の流通手段の主流になっているそうで

す。そうすると、どうしても音楽配信の競争が激しくて、ダ

ウンロードの販売価格が安くなる傾向にある、アーティス

トはビジネスを音楽配信だけで成立させるのは難しいと

いうことになっているそうです。そういう背景があって、韓

国のアーティストたちは来日して、CDやDVDを出したり、

コンサート・ツアーを展開したりしているという訳です。 

 3つ目の傾向は、カバー・アルバムが大変売れていると

いうことです。いわゆるカバー・ブームが最近、日本では

起こっています。徳永英明さんを筆頭にして、JUJU さん、

BENI さん、一青窈さんといった歌唱力があるアーティス

トが過去の曲をアレンジし直して歌っています。 

 音楽業界ではこれは珍しいことです。日本では、これま

でアーティストやその事務所はカバー・アルバムをリリー

スすることに積極的ではありませんでした。何故かという

と、他人の曲を歌っても、本人や事務所に著作権使用料

が入ってこないからです。たとえば、徳永英明さんが自

分の曲を作詞・作曲するとします。通常、徳永さんの曲の

著作権は事務所が管理する。そうすると、徳永さんの曲

が利用されると、JASRAC を通じて著作権使用料が徳永

さんや事務所に分配されることになります。 

 ところが他人の曲を歌ったら、徳永英明さんは歌唱印

税という印税は入ってきますが、著作権使用料は入って

きません。たとえば徳永英明さんが美空ひばりさんの「川

の流れのように」をカバーするとします。徳永さんの CD

が売れても、その著作権使用料は徳永さんや事務所に

はいきません。「川の流れのように」の作詞者である秋元

康さん、作曲者の見岳章さん、そしてこの曲を管理して

いるコロムビア・ソングスという音楽出版社に分配される

訳です。つまり、他人の曲を歌っても、著作権使用料が

本人にも事務所にも入ってこないので、ビジネス的にお

いしくない訳です。では何故最近、カバーのブームが起

きたのでしょう。それには、CD が売れなくなってきて、事

務所はオリジナル曲に拘らなくなってきたという事情があ

ります。 

 スクリーンのグラフ（図表 1）を見てください。レコード売

上のピークは、1997 年から 1998 年にかけてです。バブ

ルが弾けた後です。1998 年にはレコード売上は、6,000

億円を超えていました。ところがその後、レコード売上は 
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下降の一途をたどり、2010年にはついに 3,000億円を切

ってしまいます。CD が売れなくなっているという話をよく

聞きますが、データを見ると実は音楽配信の売上も頭打

ちになっていることが分かります。 

 このままでは事務所は経営が立ち行かなくなってしま

いますから、アーティスト・グッズを売ったり、コンサート

やライブを積極的に展開したりすることによって、利益を

出そうとしています。実は、アーティスト・グッズは事務所

が製作して販売しています。何故なら利益率が高いから

です。したがって、コンサートやライブで販売するアーテ

ィスト・グッズは他社にライセンスしないのが一般的です。

ただし、写真集やポスター、カレンダー等は事務所から

ライセンスを受けた専門業者が販売しています。 

 

Ⅱ 原盤ビジネスと出版ビジネス 

 

安藤： このようにレコード業界は深刻な不況に直面して

いる訳ですが、JASRAC は意外にも好調を維持していま

す。同じ音楽業界にいるのだから、1998 年から著作権使

用料の徴収額は減少していると思われるかも知れません

が、そうなっていません。スクリーンのグラフ（図表2）を見

てください。JASRAC の著作権使用料の徴収額のピーク

は 2007年です。JASRACが徴収する著作権使用料とレ

コード売上げの推移は、一致していないのですね。これ

は、レコード会社が音源を利用するという原盤ビジネスを

展開しているのに対して、JASRAC は楽曲をライセンス

するという出版ビジネスを展開しているという違いから生

じているものです。原盤ビジネスと出版ビジネスは、音楽

著作権ビジネスを理解する上でのキーワードですから、

少し詳しく解説しましょう。 

 原盤ビジネスは音源ビジネスです。つまり、音源が収録

されているCDや音楽配信の売上げに依存するビジネス

です。一方、出版ビジネスは収入源がCDや音楽配信だ

けではない、楽曲が利用されれば、収入を得ることが出

来ます。ですから、コンサート、カラオケ、放送、有線放

送、楽譜、レストラン、喫茶店、居酒屋、ダンス教室など、

楽曲を利用する者から著作権使用料を徴収することが出

来る訳です。 

 このように出版ビジネスは、音楽の利用者から幅広く著

作権使用料を徴収することが出来ます。従って、CDや音

楽配信が不調でも、コンサートやカラオケ、放送等の他

の利用者から著作権使用料を徴収すれば良いので、CD

や音楽配信の売上げが不振でも何とかなる訳です。 

 JASRACでは毎年、JASRAC賞というものを発表してい

ます。JASRAC 賞というのは、前年度で著作権使用料が

多かった曲のベストテンを発表し、その関係者、具体的

には作詞家、作曲家、音楽出版社等を表彰するというも

のです。昨年の金賞、つまり最も著作権使用料が多かっ

た曲は高橋洋子さんが歌った「残酷な天使のテーゼ」で

した。この曲は 1995年に発表された曲です。何故 10年

以上前の曲の著作権使用料が多いのでしょうか、不思議

ですよね。私が推測するところによると、パチンコでの著

作権使用料が大きく貢献していると思います。 

 さて、今年のJASRAC賞の金賞はAKB48の「ヘビーロ

ーテーション」でした。銀賞は AKB48 の「ポニーテール

とシュシュ」、銅賞はAKB48の「Beginner」です。金賞・銀

賞・銅賞をすべて同じアーティストが独占したのは、

JASRAC 史上初めてのことだそうです。確かにそれくら

いAKB48の人気は凄まじかったということですね。 

 4位以下の曲で興味深いのは、9位の「ワンピースの背

景音楽」ですね。これはビデオの著作権使用料が大きく

貢献したと思います。10位に「ゲバゲバ 90分！テーマ」

という曲が入っていますが、知っていますか？多分、聴

けば分かります。ここで聴いてみましょう。（曲が流れる） 

 分かりましたね。そうです、キリンビールの「のどごし生」

という商品のコマーシャルに使われている曲です。この

コマーシャルは沢山テレビで流れていますよね。 

 この曲はインストなのでカラオケでも歌われないと思い

ます。CD もそれほど売れていないでしょう。やはり、コマ

ーシャルによる著作権使用料が大半を占めていると思い

ます。全国でこのくらい多くコマーシャルで流されると 9

位に入るくらい著作権使用料が発生するということです。 

 JASRAC は毎年、カラオケ・ベストテンというものも発表

しています。どんな曲がカラオケで最も歌われたかが分

かります。私にとってカラオケ・ベストテンが一番興味深

いです。何故なら、JASRAC 賞と必ずしも一致していな

いからです。カラオケ・ベストテンには、日本人に長く歌

い継がれる曲が沢山入っています。いわゆるエバーグリ

ーンの曲ですね。 

 2011 年のカラオケ・ベストテンを見てみましょう。1 位は

AKB48の「ヘビーローテーション」です。これはCDも売

れているし、ノリノリの曲なので納得でしょう。2 位は坂本

冬美さんの「また君に恋している」です。これも最近のヒッ

ト曲だし、演歌で歌い易いので、チャートに入るのは理

解できます。3位は一青窈さんの「ハナミズキ」です。この

曲は 2004年に発表された曲なので、7年経ちますが、カ

ラオケ・ベストテンの上位にずっと入っています。実は、

「ハナミズキ」は発売時にオリコンで最高4位でした。つま
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り、AKB48の曲のように 100万を超える爆発的な大ヒット

曲という訳ではなかったのです。ところが楽曲の良さから、

累計 132 週もチャート・インし、国民の間でずっと歌い継

がれる曲になっていきました。正にエバーグリーンの曲と

言えると思います。ちなみに一青窈さんはこの曲の作詞

をしていますから、安定した印税生活を送っていると言え

ます。羨ましいですね。 

 このように昔から歌い継がれている曲はカラオケ・チャ

ートに入っています。1995 年発売の高橋洋子さんの「残

酷な天使のテーゼ」、1986年発売の石川さゆりさんの「天

城越え」、1981 年発売の五木ひろし・木の実ナナさんの

「居酒屋」、1987 年発売の石原裕次郎さんの「北の旅人」

がベストテンに入っています。皆さんが生まれる前の曲

がカラオケ・チャートに沢山入っている訳です。 

 外国にもカラオケはありますが、日本ほど盛んではな

いです。私はアメリカに3年間住んでいましたが、日本ほ

どカラオケ文化は根付いていないです。日本ではカラオ

ケで歌い継がれる曲を書いた作家が夢の印税生活を送

ることが出来ると言えるでしょう。 

 

Ⅲ 音楽著作権侵害訴訟における問題点 

 

１ 依拠性 

安藤： さて、前置きはこのくらいにして、いよいよ本日の

テーマである著作権侵害についてお話しをしたいと思い

ます。今回は、特に音楽著作権侵害の問題について解

説したいと思います。音楽著作権侵害の問題について

は、議論する機会が少ないと思います。何故かと言うと、

まず日本の裁判例がとても少ないことが挙げられます。

そのため分析することが難しい。アメリカでは音楽著作権

侵害事件が多くあります。本日はアメリカの裁判例等を例

にして、音楽著作権侵害の問題についてできるだけ詳し

くお話ししたいと思っています。 

 ご存じの通り、著作権侵害は依拠性と類似性が要件と

なっています。それから著作権法に法定されている著作

物の利用行為がないと著作権侵害になりませんから、依

拠性、類似性、法定の利用行為という 3 つの要件が充足

されたときに、行為者は著作権侵害責任を負うという構造

になっています。 

 依拠性の要件について簡単にお話しします。著作権法

は、特許や実用新案、意匠、商標と異なり、登録制度を採

用していません。著作物を創作した時点で、何の手続を

経ずに、著作権が発生するという無方式主義を採用して

います。従って、私がお話ししている講義も著作権が発

生していることになります。 

 このように、著作権を発生させるために、特許庁に出願

したり、文化庁に登録したりする必要がない。創作した時

点で次々に著作権が発生していく、著作権にはこのよう

な特徴があります。私の似顔絵をレジメの片隅に書いて

いる人にも、その似顔絵の著作権が発生していることに

なる訳です。 

 無方式主義を採用しているために、世の中にどんな著

作物があるのかを調べようとしても、調べようがない、有

名な作家の作品であれば、図書館や美術館に行ったりし

て調べることが出来るかもしれませんが、一般の人々が

日々創作する著作物については調べる手立てがありま

せん。従って、他人の作品と偶然似たような作品を作っ

た作家に「あなたの作品は私の作品と似ているので、利

用することを止めなさい」と命令するのは酷ということにな

ります。これが依拠性を要件とする理由の一つです。 

 もう一つの理由としては、著作物というのは多様性の世

界だということが挙げられます。他人の作品と異なる作品

の創造が奨励される、あるいは文化的な価値が認められ

る世界なので、偶然の一致が起こり難いということが挙げ

られます1。他人の作品と似たような作品を創ると、猿マネ

だとか、二匹目のドジョウだとか言われてしまいます。反

対にこれまでに無い独創的な作品を創ると、多くの人か

ら称賛されるという世界なのです。 

 反対に特許や実用新案のような技術の世界ですと、エ

イズの薬や、電力をあまり消費しない蛍光灯のように、皆

が目指す技術は一方向に流れます。つまり、偶然の一致

が起こり易い。タッチの差で同一発明について特許権を

取ったなんて話を耳にしますが、これも多くの技術者が

同一方向に向かって、技術開発をしていることの証左で

しょう。従って、著作権の世界では、偶然の一致というの

はあまり起こらないのではないかと言われています。勿

論、全く起こらない訳ではありません。裁判例でもワン・レ

イニー・ナイト・イン・トーキョー事件という訴訟で、被告の

鈴木道明さんという作家が偶然の一致を主張しました。

依拠性の証明責任は、著作権侵害を主張している者が

負うとされています。なので、著作権侵害責任に問われ

ている者は、「原告の作品は見たことも聞いたこともない」

と主張するのが一般的です。 

 理論的には、原告やその証人が被告によるコピー行為

を実際に見たり、あるいは被告がその事実を認めたりと

いった直接証拠によって証明責任を果たすことも出来ま

すが、このような直接証拠は入手が極めて困難です。従

って、通常は被告が原告の作品にアクセスした事実を証

明することによって、原告は被告によるコピーを証明する

ことになります。 

 では、アクセスを証明するにはどうすればいいかと言う

と、被告が原告作品を聞いたり見たりする合理的な機会

があったことを示すということになります。ワン・レイニー・

ナイト・イン・トーキョー事件では、控訴審と上告審で依拠

性が否定されました2。先程お話ししたように、被告の鈴

木道明さんという作家が原告作品を聴いたことが無いと

主張したのです。最高裁は「既存の著作物に接する機会

がなく、従って、その存在、内容を知らなかった者は、こ

                                                                 
1 田村善之『著作権法概説［第2版］』有斐閣（2001年）49頁 
2 最判昭53・9・7民集32・6・1145 
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れを知らなかったことにつき過失があると否とにかかわら

ず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないも

のであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成

しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならな

いものではない。」と判示しました。 

 この鈴木道明先生という作家は、当時 TBSの演出部長

で音楽番組のプロデューサーでした。そして TBSのレコ

ード室に自由に出入りする権限を持っていました。放送

局のレコード室には膨大な数のレコードが保存されてい

ます。そこには原告のレコードもあったと推察されます。

しかし、TBSの音楽番組を作っていた、あるいはレコード

室に自由に出入りすることが出来たというだけでは、原告

作品にアクセスしたと認定することは難しいでしょう。最高

裁は、このような事実だけでは依拠性を認めることは出

来ないということで、原告の請求を棄却するという高裁の

判決を維持しました。 

 では、原告は被告のアクセスが認定されるために、ど

のような証拠を出したらよいのでしょうか。音楽著作権侵

害事件に関しては、CD の売上枚数、音楽配信のダウン

ロード数、テレビ・コマーシャルやラジオ・コマーシャルの

規模（地域、回数、期間）、オリコン等のヒット・チャート、

教科書への採用等が挙げられます。その他にも、原告作

品を歌うアーティストと仕事上の付き合いが深いこと、あ

まり例のない転調や展開が原告作品と被告作品に共通

していること、被告が原告のデモテープを受け取ってい

ること、等がアクセスの証拠になり得るでしょう。最近では、

デジタル技術を利用した電子透かしなどを作品に入れる

こともあるようです。原告の著作物に入れられた電子透か

しが被告の著作物に複製されていることも、アクセスの証

拠となると思います。 

 ただし、原告が被告によるアクセスの証拠を見つけるこ

とが出来ない場合であっても、原告の著作物に依拠しな

ければ、被告の著作物を作成することが出来ない程に類

似している場合、依拠が推認され、証明責任は被告に移

ります。そして、被告による独立創作の抗弁が功を奏さな

い限り、依拠は認められることになります。 

 では、この場合、被告はどのように依拠性を否定すれ

ば良いのでしょうか。アメリカの裁判例では、原告作品が

アメリカでヒットしていた時に外国に住んでいたので知ら

なかったという主張が認められたものがあります。また、

原告作品ではなく、他の類似の作品をコピーしたことの

事実を証明することができれば、依拠性を否定すること

が出来るでしょう。 

 依拠性の論点として、無意識による依拠は依拠性の要

件を満たすかという問題があります3。これは実際によく起

こることだと思います。作曲家が昔、聴いた曲が頭の片

隅に残っていた。そして、新しく作曲する場合にそれが

                                                                 
3 西田美昭「複製権の侵害の判断の基本的考え方」斉藤博・牧野利秋『裁

判実務体系27 知的財産関係訴訟法』青林書院（1997年）127頁、山本隆

司「著作権侵害の成否」牧野利秋・飯村敏明『新裁判実務体系22 著作権

関係訴訟』青林書院（2004年）320頁等を参照 

何かの拍子に出てきてしまう。作曲家は自分の作品だと

思って、自分の名前で発表します。本人はまさか他人の

曲だと思っていないので罪の意識もありません。私の作

品ですと、堂々と発表する訳です。すると、元の作品の

権利者がいきなり現れて「あなたの作品は盗作だ」とクレ

ームをつける、場合によっては訴訟を提起する、ある種

の悲劇といえるかも知れません。 

 さて、皆さんはこの問題をどのように考えるでしょうか。

日本では無意識の依拠についての裁判例は残念ながら

まだありません。しかし、アメリカではすでに判例法として

確立されていて、無意識の依拠でも依拠性の要件は満

たされるということになっています。 

 アメリカでの無意識の依拠で最も有名な訴訟は、My 

Sweet Lord事件です4。被告はビートルズのメンバーであ

るジョージ・ハリスン、さらに原告作品・被告作品ともアメリ

カのビルボードでナンバーワン・ヒットになったという話題

性に事欠かないものでした。被告作品は「My Sweet 

Lord」という 1970 年の大ヒット曲です。原告作品はシフォ

ンズというアメリカの黒人のグループが歌った「He's So 

Fine（イカした彼）」です。こちらは 1963 年の大ヒット曲で

す。まず、原告作品から聴いてみましょう。（曲が流れる） 

 次に被告作品です。（曲が流れる） 

 皆さん、お分かりの通り、かなり似ていると思います。両

曲の譜面を比べてみると、ほとんど同じです。しかし、訴

訟でジョージ・ハリスンは、「この曲は自分で創作したもの

だ」という主張をします。この主張に対して、裁判所は「ハ

リソンは『He’s So Fine』を故意に使用したのだろうか、私

はそうは思わない。それでもやはり、歌詞は違うものの、

『My Sweet Lord』は『He’s So Fine』とまったく同じであり、

ハリソンが『He’s So Fine』にアクセスしたということは明ら

かである。法の下では、これは著作権侵害であり、このこ

とはたとえ無意識になされたとしても変わらないのであ

る。」と判示して、依拠性を認めました。 

 このようにアメリカでは無意識の複製も依拠性の要件を

満たすとされています。無意識の依拠というのは、作曲

家にとって本当に厄介な問題だと思います。昔、聴いた

曲はどうしても頭の片隅に残ってしまう。特に自分の好き

な曲はなおさらです。無意識の依拠の裁判例として、もう

一つ紹介しておきましょう。 

 被告はマイケル・ボルトンという有名なアーティストです。

マイケル・ボルトンが 13 歳の頃、聴いていたアイズリー・

ブラザーズの「Love is a Wonderful Thing」という曲が頭の

片隅に残ってしまって、その30年後に作曲した時に出て

きてしまったという事件です5。まず、原告作品を聴いて

いましょう。（曲が流れる） 

次は被告の作品です。（曲が流れる） 

 私はあまり似ていないと思いますが、それはともかく、

裁判所は「10代の若者は、概して熱烈な音楽愛好者であ

                                                                 
4 Bright Tunes Music Copr. v. Harrisongs Music, Ltd.,420 F.Supp. 177 (S.D.N.Y. 

1976). 
5 Three Boys Music Corp. v. Bolton, 212 F.3d 477 (9th Cir. 2000). 
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る。R&Bの音楽に取り付かれた2人のコネティカット州の

若者が数週間ラジオやテレビで放送されていたアイズリ

ー・ブラザーズの曲を覚えており、それを 20年後に無意

識にコピーしたということは、大いにあり得ることである。」

と判示して、マイケル・ボルトンに対する著作権侵害責任

を認めました。このようにアメリカでは無意識の依拠は依

拠性の要件を満たすという判例法が確立されています。 

 先程お話ししたように、日本では無意識の依拠が争点

となった訴訟はまだありません。ただ、学説では議論が

分かれています。私個人としては、アメリカの裁判例のよ

うに、無意識の複製は依拠性の要件を満たすとすべきだ

と思っています。 

 第一の理由は、被告は独自に創作行為を行っておらず、

被告の行為はフリーライドではないかということです。無

意識に複製したといっても、他人の作品を利用していると

いう事実には変わりありません。つまり、被告はフリーライ

ドしている訳です。フリーライドを「無意識」という事情に

配慮して、侵害責任を免責するという主張には到底賛成

できません。 

 第二の理由は、無意識の依拠を認めると、多くの被告

が無意識の依拠を主張して、侵害責任を免れようとする

のではないかということです。無意識の複製が依拠性の

要件を満たさないとすると、アクセスを認定された被告は

「確かに私は原告作品にアクセスしました。でも、それは

無意識に私の作品に現れてしまったので、故意に盗作し

た訳ではないのです」と主張するでしょう。このような被告

の主張に対して、原告はどのように対処したらよいのでし

ょうか。これはあまりに原告に酷な状況を作り出すことに

なると思います。 

 第三の理由は、被告作品の著作権は誰に帰属するの

かという問題が生じるということです。被告は自分で創作

していないので、著作権を主張することは出来ないでし

ょう。そもそも創作行為をしていない訳ですから。一方、

原告はどうでしょうか。もし、原告に被告作品の著作権が

帰属しているとなると、依拠性を認めたことと同じ帰結に

なるでしょう。この辺は、無意識の複製は依拠性の要件を

満たさないと主張する論者が議論していないところなの

で、正直なところ、よく分かりません。 

 いずれにせよ、私としては以上のような理由から無意識

の複製は、依拠性の要件を満たすと考えるべきだと思っ

ています。 

 

２ 類似性 

安藤： 次に類似性の要件についてはお話しをしたいと

思います。旧法下の事件ですが、ワン・レイニー・ナイト・

イン・トーキョー事件上告審で、複製とは「既存の著作物

の内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製するこ

と」と判示されています。また、これも旧法下の事件です

が、パロディ・モンタージュ写真事件第一次上告審で、

「右他人の許諾なくして利用することが許されるのは、他

人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ

自体として直接感得させないような態様においてこれを

利用する場合に限られる。」と判示されています。6 

 現行法下の事件では、江差追分事件上告審で「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」と判示され

ています7。つまり、裁判例では、翻案とは「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」という定義が確立されていま

す。これは言語の著作物の事件でしたが、他の種類の著

作物の事件においても、裁判所はこの判断基準を用い

て、著作権侵害の有無を判断しています。 

 さて、先程お話ししたワン・レイニー・ナイト・イン・トーキ

ョー事件ですが、一審では類似性の判断をしています。

一審はどのような判断をしているかと言うと、「類似してい

ない」という結論です。ここで原告作品と被告作品を聴い

てみましょう。まず、原告の「Boulevard of Broken Dreams」

という曲を聴いてみましょう。（曲が流れる） 

 次に被告の「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」で

す。（曲が流れる） 

 いかがでしょうか。どちらの曲も A-B-A’という構成を取

っていますね。B はいわゆるサビと言われる部分です。

両曲の音の一致率を調べたら、A メロは、64％、B メロが

25％、A’メロが 62.5％でした。全体では 48％です。お分

かりの通り、A メロと A’メロはかなり似ています。一致率

は60％以上です。ただし、サビのBメロはあまり似ていま

せん。一致率は 25％です。サビの相違が裁判所の判断

に大きな影響を与えたと推測されます。やはりサビが違う

と、全体の印象もかなり異なることになります。また、被告

作品の編曲が原告作品とは異なった日本風のアレンジ

をしていることも、類似性否定の決め手の一つだったと

思います。 

 次に著作権侵害が認められた事件を紹介しましょう。記

念樹事件といわれるものです8。この事件はマスコミでも

かなり取り上げられましたので、ご存じの方も多いと思い

ます。まず、原告作品である小林亜星さんの「どこまでも

行こう」を聴いてみましょう。（曲が流れる） 

 では、被告作品の服部克久さんの「記念樹」を聴きまし

ょう。（曲が流れる） 

 どう思いましたか。似ていると思った人も多いと思いま

す。実は、両曲の音の一致率は 72％です。ワン・レイニ

ー・ナイト・イン・トーキョー事件の曲に比べると、一致率

はかなり高いです。この事件の一審では類似性は無いと

                                                                 
6 最判昭55・3・28民集34・3・244 
7 最判平13・6・28民集55・4・837 
8 東京高判平14・9・6判時1794・3 



＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業 

- 118 - 

して、著作権侵害を否定しました。ただ、原告は一審で

複製権侵害のみを主張していて、なぜか翻案権侵害を

主張していませんでした。控訴審では、戦略を変更して、

複製権侵害の主張を取り下げて、翻案権侵害のみを主

張しました。通常は、主位的主張として複製権侵害、予備

的主張として翻案権侵害を主張すると思います。控訴審

では、72％という高い音の一致率に着目して、著作権侵

害を認めました。音の一致率を重視したという点で、大変

重要な裁判例だと思います。 

 もう少しこの事件の解説を続けたいと思います。お聴き

になってお分かりの通り、「どこまでも行こう」はとてもシン

プルなアレンジになっています。伴奏がギター1 本です

ね。一方、「記念樹」は贅沢なオーケストレーションをして、

豪華な印象を受けると思います。これもアレンジの妙で

すね。メロディーがかなり似ている曲でも、アレンジを変

えれば、印象が異なることが分かります。 

 ちょっと譜面を見てみましょう。「どこまでも行こう」は 3

つしか和音を使っていません。本当にシンプルなコード

進行ですよね。一方、「記念樹」は分数コードやテンショ

ン・コード等を多用していて、凝ったコード進行を施して

います。これには理由があって、被告の服部克久さんは

編曲が本業です。そういうと本人から叱られるかも知れま

せんが、一般的に認識としては、服部克久さんは編曲家

として著名です。「記念樹」の編曲は服部克久さんではな

く、別の方が行っているのですが、和音は服部克久さん

が付けていると思われます。編曲家ならではの、かなり

凝ったコード進行をつけた結果ではないでしょうか。 

 いずれにせよ、両曲ではアレンジの施し方がかなり異

なりますので、そこで惑わされてしまう人も多いと思いま

す。私は一貫して、両曲は類似していると主張していま

すが、知人の中には今でも「あの曲は全然似ていない」

と言う人もいます。人によって曲の感じ方は異なるという

ことなのでしょうが、音楽的素養がない人は、メロディーと

アレンジを分離して聴き取ることが難しいことも一因なよう

な気がします。 

 音楽著作権侵害の考慮要素というのは、旋律（メロディ

ー）、和声、リズム、形式の4つだと言われています。ポピ

ュラー音楽の場合、メロディーが中心になりますが、それ

でも和声、リズム、形式というものも同時に考慮して類似

性を判断しなければなりません。メロディーが似ていたら、

それだけで侵害にして良いのではないかという学説もあ

ります。しかし、私はそれに対して異論を唱えています。

というのも、実際の作曲は、メロディーだけを創作すると

いうことはあり得ないからです。 

 作曲家は、曲を創作するとき、メロディーだけではなく、

和声と拍子を付けます。3/4拍子、4/4拍子、6/8拍子とい

うように、リズムを付ける訳です。同じメロディーでも、3 拍

子と 4 拍子では全く印象が異なります。なので、メロディ

ーだけを取り出して、類似性を判断するという主張には

賛成できません。それから形式の考慮についても不要で

あるという主張があります。しかし、作曲家は通常、形式

も指定します。A メロ－B メロ－A メロで行くのか、A メロ

－B メロ－C メロ－A メロで行くのかということを書いてい

ます。従って、これも音楽著作権侵害の判断に際する考

慮要素にすべきです。 

 

３ 全体比較論と部分比較論 

安藤： 次に、全体比較論と部分比較論についてお話し

します9。全体比較論とは、著作物の全体に着目し、部分

的に類似していたとしても、全体として異なれば著作権

侵害が否定される理論のことです。それぞれの作品にお

ける創作的な表現形式としての価値の存否及び程度を

それぞれ検討し、両者の創作的価値の相関関係を比較

衡量して、創作的な表現形式の同一性を判断するアプロ

ーチです。 

 一方、部分比較論とは、原告著作物中の創作的表現に

着目し、被告著作物においてそれが再生されているかを

判断して、侵害の成否を決定する理論のことです。創作

性のある表現部分の再生の基準を貫徹し、原告著作物

の創作的表現を再生した部分が被告著作物の一部分に

止まる場合であっても、侵害となります。 

 私は、部分比較論が妥当だと思っています。何故かと

言うと、全体比較論では、被告作品が長ければ長いほど、

非侵害になり易いという変な帰結になってしまうからです。

具体的な例を挙げて説明しましょう。たとえば、原告作品

は A-B-C-Dという構成だったとします。ここでは A、B、C、

D はそれぞれ創作的表現が独立して認められるとしまし

ょう。このようなケースで、被告が自分の作品において、

A-B-C を模倣したとします。被告作品の構成が A-B-C-E

だったらどうでしょう。多分、全体比較論でも侵害が認め

られると思います。 

 では、被告作品の構成がA-B-C-E-F-G…X-Y-Zだった

らどうでしょうか。全体比較論では、全体を比較する訳で

すから、非侵害と認定される可能性がかなり高いと思い

ます。原告作品から利用した部分が同じであっても、被

告作品の長さが変わると、侵害・非侵害の結論が変わる

という理論にはどうしても賛成できません。やはり部分比

較論が妥当だと思います。 

 ただし、全体比較論を主張する学者はいらっしゃいま

す。また、ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件の一

審、記念樹事件の一審・控訴審とも、全体比較論を用い

て判決を下しているように思います。音楽著作物以外の

著作権侵害事件でも、全体比較論を用いて判断している

裁判例は少なくありません。 

                                                                 
9 全体比較論と部分比較論については、田村・前掲注(1)59 頁、椙山敬士

「翻案の構造」知財管理56巻2号（2006年）211頁。駒田泰土「複製または

翻案における全体比較論への疑問」『現代社会と著作権法：斉藤博先生御

退職記念論文集』弘文堂（2008年）304頁、駒田泰土「著作物と作品概念と

の異同について」知的財産法政策学研究11号（2006年）145頁、上野達弘

「ドイツ法における翻案－『本質的特徴の直接感得』論の再構成－」著作

権研究 34号（2007年）28頁、前田哲男「翻案の判断における比較の対象

と視点」著作権研究34号（2007年）74頁等を参照。 
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 では、音楽業界では実務上、どちらの基準を用いてい

るのでしょうか。実は、音楽業界では部分比較論を採用

しています。ヒップ・ホップやクラブ・ミュージックで利用さ

れているミュージック・サンプリングは、オリジナルの音楽

の一部を利用するというものですが、全体から見るとオリ

ジナルの一部しか使っていないから許諾は不要だとは

考えられていません。全体比較論から見ると、セーフに

見えるような事例でも、権利者から許諾を貰ってサンプリ

ングしているのが通常の実務です。勿論、創作的表現で

はないフレーズを利用する場合には、著作権者から許諾

を貰う必要はありません。 

 ところで、日本で音楽著作権侵害事件の数が少ない理

由の一つに、音楽業界がとても狭い世界なので、訴訟を

提起し辛いことが挙げられます。身内意識が強いというこ

とですね。音楽業界に就職するのは競争率が高くて本当

に大変なのですが、一度入ると転職は驚くほど簡単です。

株式会社音楽業界なんて揶揄する人もいる程です。な

ので、訴訟する前に和解で終わってしまうケースがほと

んどなのですね。 

 当事者同士で和解してしまうと、どのような曲が問題に

なったのか、あるいはどのような解決方法が採られたの

かは外部からは分かりません。しかし、関係者から聞い

てみると、紛争になったケースというのは、意外と多いこ

とに気付かされます。ここでその一部をご紹介したいと思

います。まず、この曲を聴いてください。（曲が流れる） 

 これは倍賞千恵子さんの「さよならはダンスの後に」と

いう曲です。作曲家は小川寛興先生です。JASRACの理

事を務められた著名な作曲家です。次にこの曲を聴いて

ください。（曲が流れる） 

 これはアニメのセーラームーンの主題歌「ムーンライト

伝説」です。小川先生はこの曲を聴いた時にさすがに盗

作だと思ったのでしょう。当時、青山学院大学の教授であ

った半田正夫先生に相談されたそうです。半田先生は講

演録で「土曜日の夜7時に『美少女戦士セーラームーン』

というのをテレビでやっておりますから、それを聞きまし

たら、先生（筆者注：小川寛興先生のこと）の曲の盗作で

あると思ってまず間違いありません」と言っています10。結

局、このケースは和解が成立していて、「ムーンライト伝

説」の印税の一部は、小川先生に払われているという話

を聞いたことがあります。 

 このような裏事情を知らないと、「こんなに似ている曲で

も盗作で訴えられないのだ」みたいなことになってしまい

ます。学者の先生方にそのような傾向が強いと思います。

ただ、実務をやっていると、裏話は結構耳にすることが多

いので、裁判例や学説よりも、実務上の著作権侵害の境

界線は低く設定されているように思います。実務では、盗

作のクレームは頻繁とは言えないまでも、かなりの頻度

で行われています。音楽著作権侵害問題については、

                                                                 
10 小川寛興「音楽の創作―作曲と編曲の間―」『音楽と法：日本レコード協

会寄付講座』青山学院大学法学部（1994年）278頁 

そのような事情を考慮した上で、議論していなければな

らないと思います。 

 

４ 創作性の高低と権利範囲の広狭 

安藤： 最後に創作性の高低と権利範囲の広狭という問

題をお話しします。一般的には、創作性が高い作品は保

護範囲が広く、創作性が低い作品は保護範囲が狭いと

いう相関関係が認められるとされています。後者のことを

アメリカでは thin copyrightといいます。直訳すると、狭い

著作権ということです。つまり、権利行使できる範囲が狭

いということです。具体例を挙げて説明しましょう。交通標

語事件という有名な著作権侵害訴訟があります。この事

件では、原告が創作した「ボク安心 ママの膝より チャ

イルドシート」という交通標語の著作物性がまず問題にな

りました。 

 一般的に、交通標語のような短い文章には著作物性は

ないと言われてきましたが、裁判所は「ボク安心 ママの

膝より チャイルドシート」という交通標語には、「筆者の

個性が十分に発揮されたものということができる」として、

著作物性があると認定しました。ただし、裁判では類似性

は否定されています。 

 控訴審では、「この交通標語のような著作物は、著作物

性そのものが認められない場合も多く、それが認められ

る場合にも、その同一性または類似性の認められる範囲、

つまり、著作権法による保護の及ぶ範囲は一般に狭い者

とならざるを得ない。ときには、いわゆるデッドコピーの

類の使用を禁止するだけにとどまることも少なくないとい

うべきである。」と判示して、著作権侵害を否定しました11。

つまり、「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」の保

護範囲から外れているとした訳です。正に thin copyright

の理論を採用した訳ですね。私はこの判断は妥当だと思

います。そして、交通標語の事案だけでなく、音楽著作

権侵害の事案にも当てはまると思っています。 

 つまり、作曲者の個性が表れているが、創作性が低い

フレーズやリフについては、thin copyrightの理論が適用

されて、デッドコピーに近いものでないと、著作権侵害に

ならないという帰結が妥当だと思うのです。というのも、創

作性の低いフレーズやリフに厚い保護を与えたら、アレ

ンジャーが大変困る訳です。曲のメロディーや和声、リズ

ムが決まると、その制約の下に編曲することになります。

ギターやベース、キーボード等は、指が届く範囲という物

理的な制約もあります。従って、このようなフレーズやリフ

に厚い保護を与えると、新たなアレンジをすることがとて

も難しくなります。 

 ここでギターのリフの例を聴いてもらいましょう。まず、

オールマン・ブラザーズ・バンドの「One Way Out」のリフ

を聴いてみてください。有名なリフです。（曲が流れる） 

 とても耳に残るリフですが、譜面を見るとかなりシンプ

ルに創られています。お分かりの通り、このフレーズに広 

                                                                 
11 東京高判平13・10・30判時1773・127 
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範な保護を与えてしまうと、後続の作曲者や編曲者は似

たようなリフを創ることができなくなります。では、「One 

Way Out」のリフと似ているリフを使っている曲がいくつか

ご紹介しましょう。（曲が流れる） 

 このように「One Way Out」のリフと似ているリフというの

は、たくさん存在します。でもそれぞれ微妙に違いますよ

ね。デッドコピーでは決してないです。このようにして多

様な楽曲が創り出されていくという状況は、文化の発展

にとって好ましいと思う訳です。 

 

５ コード進行の著作物性 

安藤： 最後にコード進行の著作物性についてお話しし

たいと思います。コード進行に著作権を与えてしまうと、ヒ

ット曲になり易いコード進行を思い付いた人はもうウハウ

ハな訳です。後続の作曲者は、最初にコード進行を付け

た人から許諾を受けて、著作権使用料を払わなければ

ならなくなる。しかし、コード進行というのは、そもそも著

作者の個性が表れているものでしょうか。私はそうは思い

ません。また、ほとんどのコード進行はすでに過去の作

曲家によって付けられています。また、コード進行を一人

の作曲家に独占させると、音楽文化の発展が阻害されて

しまいます。従って、コード進行には著作権が認められ

ないと一般的には考えられています。 

 ここで同じコード進行を取る曲をいくつか聴いてもらい

ましょう。まずはユーミンの「守ってあげたい」です。 

（曲が流れる） 

 この曲のコード進行はパッフェルベルの「カノン」と同じ

です。このコード進行は多くのヒット曲で使われていて、

音楽業界では「ゴールデン・コード」と言われています。

このコード進行を取る曲は実に沢山あります。 

（曲が流れる） 

 このように槇原敬之の「どんなときも。」や ZARD の「負

けないで」、山下達郎の「クリスマスイブ」、岡本真夜の

「TOMORROW」、宇多田ヒカルの「First Love」、サザン

オールスターズの「TSUNAMI」など、枚挙に暇がありま

せん。他にもゴールデン・コードはあります。財津和夫の

「サボテンの花」を聴いてみてください。（曲が流れる） 

 次は渡辺美里の「My Revolution」です。（曲が流れる） 

 次はサザンオールスターズの「涙のKiss」です。 

（曲が流れる） 

 このようにゴールデン・コードには色々なものがありま

す。ヒット曲狙いの作曲家は、まずゴールデン・コードで

曲を創ったりします。当たる確率が大きいからです。 

 ちょうど時間になりました。皆さんの中に音楽業界やエ

ンターテインメント業界に興味がある方は是非、今日の

講義を参考にして頂きたいと思います。ご清聴、ありがと

うございました。（拍手） 

 

 

 

 

 
第 11回 著作権法における損害論
―特許法との比較において 
 

講師：飯田 圭（弁護士・弁理士・筑波大学大学院講師） 

司会：富岡 英次（弁護士・早稲田大学大学院客員教授） 
 

 

Ⅰ はじめに（富岡英次） 

Ⅱ 講演（飯田圭） 

 １ 本講義の目的 

 ２ 著作権侵害による損害賠償請求の請求原因事実 

 ３ 侵害者の故意または過失 

  （１）立法趣旨 

  （２）裁判例の傾向 

  （３）裁判例の傾向の分析 

 ４ 侵害による損害の発生 

  （１）損害の種類 

  （２）無形損害に係る裁判例の傾向 

  （３）無形損害に係る裁判例の傾向の分析 

 ５ 損害の額 

  （１）著作権法114条の趣旨及び内容 

  （２）著作権法114条２項の適用要件―著作権者

の利用の要否 

  （３）著作権法114条１項の適用要件―著作権者

の利用の要否 

  （４）侵害品の安価・無償譲渡の場合の著作権法

114条３項における利用料相当額の算定 

  （５）侵害品の製造のみの場合又は侵害品の販売

後の返品・買戻し・交換等の場合の著作権法

114条３項における利用料相当額の算定 

  （６）寄与率の考慮の仕方 

 ６ 終わりに 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

富岡： 私は、当大学院法務研究科客員教授の富岡英次

です。本日は、飯田圭弁護士をお招きして、「著作権法

における損害論―特許法との比較において」というテー

マで講演していただきます。飯田弁護士は、1995 年、弁

護士登録されて中村合同特許法律事務所に勤務され、

米国のフランクリン・ピアース・ロー・センターに留学され、

ニューヨークの弁護士事務所に研修勤務された後、帰国

されて中村合同特許法律事務所パートナーとして勤務さ

れながら、筑波大学大学院ビジネス科学研究科で講師を

続け、また、特許庁やアジア弁理士会など公私の様々な
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団体において、委員等として活動されてきています。詳

しくは、中村合同特許法律事務所のホームページをご覧

ください。今日は盛り沢山なので、早速講演に入ります。 

 

Ⅱ 講 演 

 

１ 本講義の目的 

飯田： 只今ご紹介いただきました、弁護士・弁理士の飯

田圭と申します。まず、本日の講義の目的をお話ししま

す。本日の講義は、著作権侵害による損害賠償論、特に

特許権侵害による損害賠償論との比較を通じて、著作

権・著作権法に係る基本的な理解を深めるための素材を

提供する、ということを目的としています。 

 この点、本日の講義では、著作権侵害による損害賠償

論の論点を網羅的にご説明する訳ではありません。また、

ご説明する論点についても、判例や多数説を知識として

ご説明する訳でもありません。 

 即ち、著作権侵害による損害賠償論をご説明し、その

際には特許権侵害による損害賠償論との比較をする訳

ですけれども、あくまでも、それを通じて、著作権・著作

権法について、特許権・特許法と比較して、どういう基本

的な特徴があるのだろうか、ということを改めて考えてい

ただく、そのために素材を提供させていただく、それが

本日の講義の目的です。 

  

２ 著作権侵害による損害賠償請求の請求原因事実 

飯田： ただ、まずは基本的なところから、著作権侵害に

よる損害賠償請求権の根拠条文や法的性質について、

お話しします。 

 この点、著作権侵害による損害賠償請求権は民法 709

条に基づく不法行為による損害賠償請求権です。決して

著作権法に根拠条文がある訳ではないし、著作権法上

の請求権という訳ではありません。民法709条に基づく不

法行為による損害賠償請求権、これが著作権侵害による

損害賠償請求権の根拠条文及び法的性質です。 

 そこで、不法行為による損害賠償請求権の要件事実の

内、原告が主張立証責任を負う請求原因事実が何なの

かという点をまず考えるところから出発したいと思います。

この点、不法行為による損害賠償請求の請求原因事実

は基本的には民法709条の規定文言に拠ります。 

 即ち、民法 709 条は「故意又は過失によって他人の権

利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによ

って生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。

この規定文言から、不法行為による損害賠償請求の請求

原因事実は、1 つ目に、侵害者による他人の権利または

法律上保護される利益が侵害されたこと、2つ目に、その

侵害が侵害者の故意または過失によること、3つ目に、そ

の侵害によって損害が発生したこと、4つ目に、その損害

の額、になる訳です。なお、侵害による損害の発生にお

ける「による」という因果関係については、判例上、不法

行為の場合にも、債務不履行による損害賠償に関する民

法416条の類推適用が肯定されています。 

 以上を前提に、では著作権侵害による損害賠償請求の

請求原因事実はどうなるのかというと、先程述べた不法

行為による損害賠償請求の請求原因事実を、著作権侵

害に置き換えれば良い訳です。そうすると、1 つ目に、侵

害者によって著作権者の著作権が侵害されたこと、2 つ

目に、その侵害が侵害者の故意または過失に拠ること、3

つ目に、その侵害によって損害が発生したこと、4つ目に、

その損害の額、これらが著作権侵害による損害賠償請求

の請求原因事実となる訳です。 

 

３ 侵害者の故意または過失 

（１）立法趣旨 

飯田： ここで、侵害者による著作権者の著作権の侵害と

いう点は、著作権侵害による差止請求の請求原因事実で

もある訳で、著作権侵害による損害賠償請求の請求原因

事実として特有な点は、2つ目、3つ目、4つ目になります。

そこで、本日はまず、著作権侵害による損害賠償請求の

請求原因事実の2つ目、「侵害が侵害者の故意又は過失

によること」という請求原因事実から、その趣旨をお話しし

ます。 

 この点、不法行為による損害賠償請求について、民法

709 条は侵害者の故意または過失を要求していますが、

それは過失責任主義を採用した、という趣旨です。 

 そのような過失責任主義を採用した民法 709 条の下で、

特許法 103 条は、侵害者の過失を推定する規定を置い

ています。このように特許法 103 条で侵害者の過失が推

定されている趣旨は、まず 1つ目は、民法 709条に拠る

場合には、侵害者の故意または過失は、権利者が立証

責任を負っていたところ、その立証責任を転換し、侵害

者に自己の故意または過失の不存在の立証責任を負わ

せ、それによって侵害から特許権者を保護する必要性が

あるということです。 

 2 つ目以下は、過失を推定する許容性の点です。まず、

2 つ目として、特許法は、特許要件の実体審査主義を採

用していますので、特許出願された発明について特許を

付与するに値するかどうか、特許権を発生させるべきか

どうか、ということについて、特許庁が実体的に審査して

いる、という点です。 

 また、3 つ目は、そのようにして審査された結果、特許

が付与された場合に、特許庁によって特許公報が発行さ

れ、その結果、特許権が存在すること、その特許権が発

生した特許発明の内容ないし技術的範囲は、第三者・公

衆に公示されている、という点です。 

 さらに、4 つ目は、特許権の場合、侵害行為は、業とし

て行われるものに限定されている、という点です。 

 このような点を許容性として、侵害者の過失を推定して

も良い、ということになります。 

 他方、著作権法では、特許法と異なり、侵害者の過失
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は推定されません。すなわち、著作権侵害の場合は、民

法709条の原則通り、著作権者が侵害者の故意または過

失を主張立証しなければならない、ということになってい

ます。 

 何故、著作権法は特許法と異なり過失を推定していな

いのか、という点は、まず、著作権の場合には、特許権の

場合と異なり、侵害行為は業としてのものには必ずしも限

定されていません。個人的、家庭的な行為であっても、

著作権の侵害行為になり得ます。そうすると、そういう個

人的・家庭的な行為の行為者について、過失を推定して

良いのか、という問題があります。 

 また、著作権法は、無方式主義を採用しており、著作者

が著作物を創作すること、それ自体によって、創作と同時

に著作者に著作権が発生、帰属することになります。特

許法のように、特許要件を特許庁が実体審査するように

はなっていません。 

 著作権法の場合には、無法式主義というものが採用さ

れている、さらに、侵害行為は業としてのものに限定され

ていない。その結果、著作権法の場合には、特許法の場

合のように、過失を推定する許容性が欠けている、その

結果、民法 709 条の原則通り、過失は推定されていない、

ということになります。 

 この点、要件事実という意味では、権利者が侵害者の

故意または過失を主張立証しなければならないか、ある

いは侵害者が自らの故意または過失が存在しないことを

主張立証しなければならないか、という点で、著作権法と

特許法とは、大きく違っています。 

 

（２）裁判例の傾向 

飯田： では、そのような侵害者の故意または過失の主

張立証責任の所在に係る、著作権法と特許法との要件事

実としての違いが、実際の裁判例における過失の認定判

断において、実務上、大きな違いを生じているのかどう

か、が次の問題です。 

 この点、著作権等侵害の裁判例の傾向を見ると、実際

には、多数の裁判例において、裁判所は、侵害者の故

意または過失を肯認しており、権利者は、侵害者に故意

または過失があると立証することに成功しています。 

 いくつかの裁判例をご紹介しますが、まずは、まねき

TV 事件についての平成 24 年の知財高判 1、これは最

高裁判例の後の差戻しの控訴審です。まねきTVのサー

ビス提供者について侵害が成立することは、もう最高裁

判例の方で判断が下ったので、控訴審は、基本的にそ

れに拘束されるような判断しか出来ない訳ですが、その

侵害者に、故意または過失があるか、損害賠償責任が認

められるかという点は、差戻しの控訴審の方で審理でき

る問題ですので、当然控訴審での大きな争点の一つに

なりました。 

 この点について、まねきTV事件に係る平成24年の知

                                                                 
1 知財高判平24・1・31（平23（ネ）第10009号） 

財高判は、以下の通り判断しています。「原告らは、被告

に対して、平成16年11月4日に配達された警告書とい

うものを送付して、本件サービスが、原告らの公衆送信権

や送信可能化権の侵害に該当し、著作権および著作隣

接権を侵害するものであるということ、あるいは本件サー

ビスと同種のサービスの運営会社に対して、東京地裁が

サービスの差止めを命じていること、さらに、被告に対し

て、本件サービスの中止を要求するとともに、書面による

回答を求めるということ、これらのことを通知したということ

が認められ、このような事実関係を前提にすると、被告に

おいて、遅くとも、平成 16 年 11月 4日の時点、つまり、

警告書が配達された時点で、本件サービスが公衆送信

権や送信可能化権の「侵害に該当するとの法律解釈もあ

り得ると認識できる状況であったと言うべきである。そうす

ると、本件サービスのような事業について、その適法性

に関する法律解釈や実務上の取扱いが分かれ、直ちに

違法であるとの認識を持つことが期待できるような状況で

はなかったとしても〔…〕、少なくとも本件サービスが違法

とされる可能性があることを認識し得たものであり、〔…〕

過失が認められる」。知財高判は、こう言った訳です。 

 つまり、過失を認めるハードルというのは、非常に低い

のです。 

 次の裁判例は、暁の脱走事件に係る平成 24 年の最高

裁判例です。これは、著作権者が、現行著作権法の施行

日より前に公開された映画の著作権侵害を理由として、

その映画の DVD を海外において製造して、輸入して、

頒布していた侵害者に対して、損害賠償を求めた事案で

す。2 

 最高裁判例では過失が認められるか否かが争点となり

ましたが、何故これが争点になったかというと、この事件

で知財高裁は、侵害者の過失というものを否定して著作

権者の損害賠償請求を否定しました。その理由は、映画

が公表された日から著作権の存続期間の満了を起算す

るのか、それとも、その映画の著作者である監督等が死

亡したときから、その著作権の存続期間の満了を起算す

べきなのか、という著作権の存続期間の起算点をどう判

断するか、ということが法律上極めて専門的な知見が必

要とされていて、学説や裁判例も喧々諤々で議論してい

たようなところであるから、それについて侵害者が判断を

誤ったとしてもそれはやむを得ない、というものでした。 

 この点、最高裁は、以下のように判断しました。「被上告

人は、本件行為の時点において」―これは DVD を海外

で製造して、日本に輸入して、日本で頒布した時点です

けども―その時点において、「本件各映画の著作権の存

続期間について、少なくとも本件各監督が著作者の一人

であるとして旧法 3 条が適用されることを認識し得たとい

うべきであり、そうであれば、本件各監督の死亡した時期

などの必要な調査を行うことによって、本件各映画の著

作権が存続していたことも認識し得たというべきである。

                                                                 
2 最判平24・1・17（平22（受）第1884号） 
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以上の事情からすれば、〔…〕少なくとも過失があったと

いうほかはない」、と。 

 この最判からもお分かりいただける通り、過失を認定判

断するための基準というのは低いのです。実際の実務、

裁判における運用において、過失を認定判断するため

の基準というものは、かなり低いということです。その結果、

特許法において過失が推定されているという状況と、著

作権法において過失が推定されていない状況、要件事

実的には大きな違いですが、実務的にはそれほど大き

な違いは生じていないということになります。 

 

（３）裁判例の傾向の分析 

飯田： 何故、著作権侵害の事案において侵害者の故意

や過失が認定判断され易いのか、ということを考えてみ

たいと思います。 

 まず 1点目として、特許権が絶対権である、ということが

挙げられます。つまり、侵害者が特許権を知らなくても、

特許発明を知らなくても、特許発明の技術的範囲に属す

るような技術というものを無断で、あるいは法定の除外事

由なく、侵害者が実施すれば、それは特許権侵害になり

ます。そのような場合に、過失の推定規定がなく、過失が

あったことを権利者が主張立証しなければならないとす

ると、つまり、特許権の存在も知らないで、特許発明の内

容も知らないで、独自に開発したけれども、偶々特許発

明の技術的範囲に属するような技術を実施してしまった

侵害者の過失を、特許権者が主張立証しなければなら

ないとすると、そのような主張立証をすることは特許権者

にとって難しいかもしれません。そのようなこともあって、

特許法では過失が推定されているのかもしれません。 

 他方、著作権は、絶対権である特許権と異なって、相対

権と言われています。著作権侵害が成立するためには、

依拠が必要です。そうすると、著作権を侵害するような物

を自ら作成した者は、著作権者の著作物に直接依拠して

おり、そうであれば、そもそも過失を問題とするまでもなく、

普通は故意が認められます。これは、裁判例の傾向を分

析する際の 1つの視点です。 

 もう 1 つの視点は、実際に著作権の侵害が問題となる

事案における、被疑侵害者が業者である場合、特に従来

の裁判例でよく問題となっていたのが出版社ですが、出

版社等の業者が侵害行為を行った場合を想定していま

す。業者ですから、当然、専門的知識や、専門的な実務

慣行等に精通しています。しかも出版社や放送局といっ

た業者が一旦侵害行為をすると、その侵害の結果は大

変広まり易く、権利者にとって被害が甚大になります。業

者の侵害行為の結果として、権利者の被害は、甚大に拡

大していきます。被疑侵害者が出版社等の業者である場

合には、そのような 2 つの観点があるので、重い注意義

務が課せられています。即ち、過失の認定のハードルは、

低くなるということです。 

 大きくはこの2点の理由から、著作権法では特許法と異

なり過失が推定されない結果、著作権者には民法709条

の原則通り、侵害者の故意または過失の主張立証責任

が課されていますが、裁判実務においては侵害者の故

意または過失は比較的容易に肯認されていて、実際に

は特許権の場合と大きな違いは生じていません。 

 

４ 侵害による損害の発生 

（１）損害の種類 

飯田： 次に、著作権侵害による損害賠償請求の請求原

因事実の 3 つ目になりますけども、侵害による損害の発

生について、検討してみたいと思います。ここにいう損害

にはどのような種類の損害が考えられるのか、特許権や

著作権等の侵害によって生じる可能性がある損害の種類

として、一般的にどのようなものが考えられるのか、という

ことをまずご説明します。大きく 3 つのカテゴリーに分け

ます。 

 1 つ目は、消極的財産損害、2 つ目は、積極的財産損

害、3つ目は、無形損害です。 

 もう少し詳しく言うと、消極的財産損害というのは、裁判

実務で言うところの逸失利益、侵害がなければ権利者が

得べかりし利益を失ったことです。この逸失利益には、よ

り具体的にどのようなものがあるかというと、例えば、侵害

者の侵害の結果、権利者の製品の販売数量が減少して、

それによって得べかりし利益を失ったとか、侵害者の製

品が安価だったため、対抗上、権利者の製品の値下げ

を余儀なくされて、その結果、権利者が得べかりし利益を

失ってしまった、というようなものがあります。 

 あるいは、権利者は、ライセンスをしていて、ライセンシ

ーから約定ロイヤルティを収受していたところ、侵害者の

侵害によって、そのライセンシーの売上げが減少してし

まった結果、ライセンシーから権利者が受領する約定の

ロイヤルティが減少してしまったとか、あるいは、そもそも

侵害者は本来侵害してはならない訳だから、侵害者から

は逸失ロイヤルティが取れるはずだった、というような、

逸失ロイヤルティという考え方、これらは全て基本的には

逸失利益、消極的な財産損害です。 

 なお、逸失利益というものを損害として観念するのは、

裁判実務の考え方です。つまり知的財産権の侵害による

損害賠償請求の根拠条文や法的性質は、民法 709 条に

基づく不法行為による損害賠償請求なので、民法の判例

が填補賠償説とか、差額説とか、現実損害説とかを採用

しているということは、その枠内で知的財産権侵害による

損害賠償請求というのも考えなければなりません。少なく

とも、裁判実務上は、そう考えなければなりません。そう

すると、裁判実務上は、やはり消極的財産損害は、逸失

利益という風に考えます。 

 ただ、特に知的財産法の学者の方々は、必ずしも裁判

実務に捕らわれませんので、現実の損害とか、差額とか、

填補賠償というような民法の考え方から多少離れて、損

害を規範的に考えて、差額とか現実損害ではない、市場



＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業 

- 124 - 

の機会を喪失したこと、それ自体が損害であると考える

方もいらっしゃいます。民法でも、判例ではなく学説であ

れば、そういう規範的損害概念という考え方をする学者も

いらっしゃいますが、ここでは裁判実務を前提にお話し

致しますので、消極的財産損害、逸失利益というものを

主としてお話しをさせていただきます。 

 損害の種類の 2つ目、積極的財産損害。これは侵害の

結果、積極的に出費したもの、例えば、侵害調査費用だ

とか、あるいは弁護士費用といったものです。 

 損害の種類の 3 つ目、無形損害。この無形損害として

考えられるのは、名誉や声望、信用といったものが毀損

された結果、無形の損害が生じたとか、あるいは精神的

苦痛を受けたとか、そういうものが考えられます。 

 

（２）無形損害に係る裁判例の傾向 

飯田： では、このような侵害による損害の発生という要

件事実について、特に無形損害に係る裁判例の傾向と

いうものを見てみると、以下の通りになっています。 

 無形損害の賠償請求について、特許権侵害の場合に

は多数の裁判例において、名誉、信用の毀損は否定さ

れています。そして精神的苦痛の賠償については、特許

権侵害の場合には、そもそも多数の裁判例において請

求されていません。これらの名誉、信用毀損とか、精神

的苦痛といった無形損害の賠償請求を肯定した裁判例と

いうのは、特許権侵害の場合には、ほとんどありません。 

 では、著作権侵害の場合はどうでしょうか。まず、著作

権侵害の場合でも、名誉、声望、信用毀損の賠償請求を

肯定した裁判例はほとんどありません。ただ、ここで注意

しなければならないのは、著作権法は、著作権だけでは

なくて著作者人格権を規定しています。著作者人格権侵

害による名誉、声望、信用毀損の賠償請求、あるいは謝

罪広告その他の名誉回復と措置請求、これは多数の裁

判例において肯定されています。 

 これに対して、財産権としての著作権侵害の場合に、

名誉、声望、信用毀損の賠償請求を肯定した裁判例は、

ほとんどありませんが、少なからぬ裁判例において、著

作財産権の侵害にもかかわらず、精神的苦痛、著作権者

が精神的苦痛を被ったことについての慰謝料の賠償請

求が肯定されています。 

 そもそも、パロディ事件にかかる最高裁判例自身が、一

個の行為により同一著作物について、著作財産権と著作

者人格権が侵害された場合に、それを理由として、著作

者人格権侵害に基づく慰謝料請求とは別に、著作財産

権に基づく慰謝料請求が訴訟物を異にする請求としてで

きる、ということを、一般論として判断しています。 

 その最高裁判例の下で、実際の裁判例においても、精

神的苦痛の慰謝料の請求というものが、著作財産権侵害

であるにもかかわらず肯定されています。 

 裁判例でご紹介したいと思いますけども、レオナール・

フジタ美術全集事件に係る昭和 60 年の東京高判です。

この事件における著作権者は、フランス名はレオナー

ル・フジタ、藤田嗣治画伯の妻で、画伯の著作物の著作

権の相続人です。 

 侵害者である出版社は、美術全集の 1 冊を出版して、

その本件書籍の中には画伯の絵画12点の複製物が、著

作権者である妻の許諾を受けることなく掲載されていまし

た。そこで著作権者である妻が、著作権侵害を理由とし

て損害賠償等を請求したところ、一審判決は著作権侵害

を認めたため、出版社が控訴した、という事件です。3 

 この控訴審で、昭和 60 年の東京高判は以下の通り判

示しています。「特に控訴人は、被控訴人の再三の懇請

に応ぜず、藤田作品の本件書籍への掲載を明確に拒否

していたのに拘らず、本件絵画の複製物が本件書籍へ

掲載されたこと、その結果、藤田嗣治は世界的な評価を

受けるべき画家であって日本の絵画の流れの中で位置

づけることは許されないとする被控訴人の感情が著しく

傷つけられたこと〔…〕、本件訴訟の提起および維持のた

め渡日し法廷に出廷するなど精神的負担が大きいと推

測されることに鑑みると、控訴人の本件著作権侵害により

被控訴人が被った精神的苦痛を慰藉するに相当する額

は金 80 万円と認めるべきである」という判断が下されて

います。 

 特許権侵害の場合と異なり、著作権侵害の場合には、

無形損害に係る、特に精神的な苦痛の慰謝料請求という

ものを、少なからぬ裁判例が認めてきているという裁判例

の傾向について、少し考えてみます。 

 

（３）無形損害に係る裁判例の傾向の分析 

飯田： まず、1 つ考えられるのは、著作権者と著作物、

特許権者と特許発明との精神的結付きというのは、実は

強弱があるのではないか、これは著作者とか発明者では

ありません。著作者は著作物と精神的結付きがあるのは

当然ですし、発明者も発明と精神的結付きは多分あるで

しょう。そうではなく、実は、特許権者と特許発明との間に

は、精神的結付きというのは、あまり無いのではないかと

思います。 

 ところが、著作権者と著作物というのは、精神的結付き

がかなりの程度ある場合があるということだと思います。 

 もう1つ考えられるのは、著作権侵害と特許権侵害の侵

害態様の相違です。先程申し上げたとおり、特許権は絶

対権なので特許権侵害は特許権の存在を知らなくても、

また特許発明の内容を知らなくても、独自開発の場合で

も成立し得ます。しかも、その特許権侵害というのは、あ

くまでも発明者が発明した特許発明の範囲内に属するか

らこそ侵害になる訳です。 

 それに対して著作権侵害の場合は、まず著作権が相

対権なので侵害者は著作物に依拠します。そのため基

本的には模倣事案、つまり真似をしているのです。著作

権侵害の中には、著作物をコピーしてしまったという複製

                                                                 
3 東京高判昭60・10・17無体裁集17・3・462 
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権侵害のみならず、著作物を改変してしまった、翻案し

てしまったというような翻案権侵害の事案というのもありま

す。つまり著作権者が、作者が創作して著作権を取得し

て、自ら利用したり、他者に利用を許諾したりしていた著

作物そのものを改変して、翻案して、著作権侵害になると

いうような場合もあります。 

 このような、特許権侵害の侵害態様と異なる、著作権侵

害の侵害態様の場合に、著作権者といえども精神的な損

害を被るということは、やはり考え得るということです。 

 著作権者と著作物との精神的結付きの程度と、著作権

侵害と特許権侵害の侵害態様の相違という2点が、恐らく

著作権侵害に係る裁判例においては、特許権侵害の場

合と異なり、精神的苦痛の慰謝料が認められることがある、

ということを説明する 2 つの視点、ということになると思い

ます。 

 

５ 損害の額 

（１）著作権法114条の趣旨及び内容 

飯田： 次に、著作権侵害による損害賠償請求の請求原

因事実の4つ目、損害の額ということについてお話しした

いと思います。 

 まず、特許法にも著作権法にも、損害の額という点につ

いて民法709条の特則が規定されています。その趣旨で

すけども、まず民法709条によれば、侵害により生じた損

害の額の主張立証責任は権利者が負います。 

 ところが、侵害者による侵害によって生じた権利者の損

害の内、特に消極的財産損害の額については、知的財

産権としての特許権や著作権等の侵害の場合、立証が

困難です。そのような立証の困難性というものを救済して、

特許権者、著作権者等の知的財産権者が十分な損害賠

償を受けることができるよう、特許法や著作権法等の知的

財産権法においては、損害の額の算定に関して同じよう

な特則が規定されています。 

 具体的な例を見ていきます。まず特許法102条1項と、

著作権法114条1項の規定を見てください。 

 これは、基本的には、原告製品の単位当たりの利益の

額に、被告製品の譲渡数量を乗じた金額を、原告の実施

能力を越えない範囲において損害額と認定してよい、と

いう規定です。ただし、侵害品の譲渡数量の全てを権利

者が販売できなかったというような事情がある場合には、

その事情に応じた譲渡数量分は控除してよい、それが但

書の規定です。特許法 102 条 1 項も著作権法 114 条 1

項も、細かい表現の仕方は違いますが、基本的な考え方

は同じ規定です。 

 次に、特許法 102条 2項と著作権法 114条 2項も同じ

ような規定を置いています。これらの規定は、侵害者が

侵害によって利益を上げている場合に、その利益の額は、

権利者の損害額と推定される、という規定です。 

 3つ目、特許法 102条 3項と特許法 114条 3項は、権

利者は、侵害者に対して侵害について受けるべき金銭

の額に相当する額の金銭を損害として賠償請求できる、

基本的には、そのような同じ内容の規定です。 

 このように、損害の額について特許法と著作権法には、

その損害の額の立証の困難さというものを救済するため

に、少なくとも規定文言上は、ほぼ同じに見える規定を、

民法709条の特則として規定しています。 

 

（２）著作権法114条２項の適用要件―著作権者の利

用の要否 

ア 裁判例・学説の傾向 

飯田： では、その解釈は、著作権法の場合と特許法の

場合とで、本当に全部同じなのでしょうか。いくつか見て

いきたいと思いますが、例えば、2 項を適用するために、

特許権者の実施や著作権者の利用というものが必要な

のかどうか、これは裁判例が決する傾向を見てみたいと

思います。 

 まず、特許権侵害の場合には、特許法102条2項適用

のために特許権者の実施が必要かどうか、という点につ

いて学説上は、原則として特許権者がほぼ侵害期間中

に実施していたことを必要とする見解が多数です。 

 また、裁判例上も特許権者が侵害期間中に実施してい

たことを必要としたもの、あるいはそのように理解されるも

のが多数です。 

 それに対して、著作権侵害の場合はどうでしょうか。例

えば、学説上著作権者の利用を要さないとする見解があ

ります。例えば、青柳弁護士、田村教授、斉藤教授、作花

教授、それから高林教授は、そのような見解でいらっしゃ

います。さらに、著作権者の利用の蓋然性があれば足り

るという見解があります。奥邨教授や中山教授がこのよう

な見解を採られています。著作権侵害の場合には、学説

上、このような見解が非常に有力です。 

 また、裁判例上も、著作権者の利用は要さないとしたレ

オナール・フジタ美術全集事件に係る昭和 59 年の東京

地判 4や、保護期間満了までの間に著作権者の利用の

可能性があれば足りるとしたキャンディ・キャンディ事件

に係る平成 12 年の東京地判 5、あるいは著作権者の利

用での利得の蓋然性があれば足りるとしたキャロル事件

に係る平成17年の東京地判 6、といった裁判例が散見さ

れます。この中で、キャロル事件に係る平成 17年の東京

地判を紹介したいと思います。 

 キャロル事件に係る東京地判は、以下の通り判示して

います。「著作権法 114 条 2 項は、当該著作物を利用し

て侵害者が現実にある利益を得ている以上、著作権者が

同様の方法で著作物を利用する限り同様の利益を得ら

れる蓋然性があるという前提に基づき、侵害者が侵害行

為により得た利益の額をもって著作権者の逸失利益と推

定する規定であると解される。したがって、同項の適用が

                                                                 
4 東京地判昭59・8・31無体裁集16・2・547 
5 東京地判平11・2・25判時1673・66 
6 東京地判平17・3・15判時1894・110 
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認められるためには、著作権者が侵害者と同様の方法で

著作物を利用して利益を得られる蓋然性があることが必

要」と言っています。著作権者の利用は、その蓋然性が

あれば足りる、と言っている訳です。 

 

イ 裁判例・学説の傾向の分析 

飯田： では何故、2 項適用のために特許権者の実施や、

著作権者の利用が必要かどうかという論点について、特

許権侵害の場合には学説も裁判例も必要だと言っている

のに対して、著作権侵害の場合には裁判例や学説にお

いて、それは要らないのだと、蓋然性で足りるのだ、とい

うような見解が有力なのでしょうか。 

 まず 1 つ目の理由として、著作権法の学説は、著作権

法114条2項は、規定文言上著作権者の利用を必要とす

るという限定を特に設けていないと説明します。 

 また、2つ目の理由として、2項が問題としている損害と

いうのは逸失利益ではなく、規範的損害としての市場機

会の喪失を問題としていると説明するものがあります。学

説ですので、2 項を市場機会の喪失という規範的損害概

念で説明することによって、著作権者の利用は不要であ

る、と説明するのです。 

 ところが、考えてみてください。2 項の規定文言が限定

されていないとか、市場機会の喪失という規範的損害概

念を採用すれば説明できるという点は、特許法も著作権

法も同じはずです。 

 ところが、実際には、特許法の議論と著作権法の議論

は異なっています。ですから1と2だけでは恐らく説明は

ついていません。著作権法と特許法とで解釈論が異なる

ということについては、2項の規定文言が限定されていな

いとか、規範的損害概念を採用すべきだという理由では

説明し切れていない訳です。 

 そこで、もう少し考えていくと、どういうことが考えられる

のか、ということが 3つ目です。3つ目は、著作権者が自

己利用したり第三者へ利用許諾したりするというようなこと

について沿革はどうだったのか、実態はどうなのか、そ

れと特許権者が自己実施したり、第三者へ実施許諾した

りするということについて沿革はどうだったのか、実態は

どうなのか、それが実は違っているのではないのだろう

か、という点です。 

 もう少し具体的に言います。特許権とか、特許権者につ

いてはエジソンを思い浮かべてください。エジソンは偉

大な発明家ですけども、実はそれ以上に偉大な起業家、

事業家なのです。エジソンは自ら発明して、その発明を

自ら事業化する訳です。そうすると、エジソンは特許権者

でありながら特許発明を自己実施していく訳です。 

 むしろ、第三者への実施許諾というものはエジソンはま

ず基本的にはしません。そうすると、特許権の場合には

特許権者が実施する訳です。特許権者は特許発明を自

己実施する、沿革的にはそういう風になっています。 

 それに対して著作権の沿革というのは、作家と出版社

を例に考えると、作家は小説等を著作しますけども、作家

は、その小説等を自ら出版しません。即ち、自ら利用しま

せん。出版社に利用を許諾して出版社が出版します。 

 著作権法の沿革というのは、グーテンベルクの活版印

刷の頃に遡る訳ですけれども、著作権の場合には著作

権者は第三者へ利用許諾するというのが沿革的には基

本なのです。 

 特許法では、特許権者が自己実施することが沿革とな

っているのに対して、著作権法では、著作権者が自ら利

用するということは、あまり想定していない。特許法と著作

権法、それぞれエジソンやグーテンベルグの活版印刷と

いう辺りを沿革として見ていただければ、違いはお分かり

いただけると思いますが、これは、現在の実態としても、

かなりの部分で当てはまるはずです。 

 そうすると、自己利用するのか、第三者に利用許諾する

のかという沿革や実態が、著作権の場合と特許権の場合

で違う。その違いが解釈論に反映する余地があり得るの

ではないだろうか、ということが 3つ目の理由です。 

 さらに 4つ目として、これを法的な議論にまで高めてい

くとどうなるかというと、著作権の法的性質・権利内容と、

特許権の法的性質・権利内容というものが、そもそも、特

許法と著作権法とで違うのではないか、という話です。 

 これは、特許権は、基本的には自ら特許発明を実施す

る権利として構成されているのに対して、著作権は、第三

者に著作物の利用を許諾する権利として構成されている

のではないか、そういう視点です。 

 この点については、著作権の方のお話をすると早いと

思うのですが、英米法のコピーライトロー上の概念として、

オーソライゼーション法理というものがあります。このオ

ーソライゼーション法理というのは、正に著作権の権利内

容には、著作権者が著作物を第三者に利用許諾する権

利というものが、そもそも本来的に含まれている、という考

え方です。 

 そのような英米法のコピーライトロー上のオーソライゼ

ーション法理という考え方によると、著作権者による第三

者への著作物の利用の許諾を妨害すれば、それだけで

著作権侵害が成立する、著作権者に無断で法定の除外

事由なく著作物を利用することが著作権侵害を構成する

のみならず、第三者に利用許諾することを妨害することも、

著作権侵害を構成する、これが英米法のコピーライトロ

ーにおけるオーソライゼーション法理という考え方です。 

 このオーソライゼーション法理というのは実際に、英米

法系の国々の立法にも反映されていますし、裁判例にも

反映されています。 

 確かに、日本は英米法の国ではなく大陸法の国なので、

大陸法のオーサーズライトという著作権法を継受してい

ます。そのため英米法のオーソライゼーション法理という

ものを直ちに持ってくることは難しいかもしれません。 

 ただ、英米法のオーソライゼーション法理と同じような

考え方というものを、大陸法のオーサーズライトを継受し
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た日本の著作権法でも検討してみる余地はあるのかもし

れません。例えば、ベルヌ条約の複製権を見ると分かる

のですが、複製権の定義は「複製する権利」と書いてい

ません。ベルン条約は、複製権は「複製を許諾することを

排他的に支配する権利」と規定しています。 

 ベルヌ条約は、当然、英米法のコピーライトの国と大陸

法のオーサーズライトの国を包括するような条約として書

かれています。そのベルヌ条約ですら、複製権について

は「複製を許諾することを排他的に支配する権利」と規定

していますので、大陸法系のオーサーズライトを継受し

た日本としても、著作権の権利内容、法的性質について、

オーソライゼーション法理と全く同じものではないにして

も、似たような考え方を採用する余地というのは十分にあ

るのではないかということです。 

 実はこの論点は、近時の著作権法の改正の議論の中

で、正に議論されているところです。今、著作権の間接

侵害というものが立法化されるべく、文化庁の法制問題

小委員会で議論されているということは、既にご承知かも

しれません。法制問題小委員会の主査として働かれてい

る大渕教授が、著作権の間接侵害について、その立法

化との関連で、この 2～3 年の間に一連の論文を発表さ

れています。その大渕教授が、どのような考え方を採ら

れているかと申し上げますと、今回の著作権の間接侵害

の立法化がなくても、現行の著作権法の下でも著作権の

間接侵害は解釈論として成立し得る、大渕教授は、論文

で、基本的にそのように書かれています。その上で、い

わゆるカラオケ法理は規範的な直接侵害と言われていま

すが、実質的には間接侵害の法理であるはずで本来は

著作権の間接侵害として議論すべきところを、最高裁判

例は著作権法に間接侵害規定が無かったために直接侵

害の枠組みの中に無理やり押し込めていると大渕教授

は、その論文において分析されています。 

 さらに、大渕教授は論文の中で、日本の著作権法と、日

本の特許法の違い、つまり特許権と著作権の違いにも言

及されています。大渕教授によると、特許権については、

本来的に直接侵害しか成立しないけれども、それだけで

は不十分だから、明文で特許法は擬制侵害としての間接

侵害を立法化している。そのため特許法の場合には、間

接侵害の規定が無ければ、間接侵害は成立しない、と。 

 それに対して今回、自分達は著作権法の間接侵害の

立法化をしているけれども、立法化が無くても著作権の

間接侵害というのは、現行法の解釈論として成立する、

何故なら、著作権と特許権は、法的性質、権利内容が本

来的に違うからという説明をされています。 

 かなり脱線しましたが、結局そういうところも特許権の場

合には自己実施というものが基本になっているけれども、

著作権というのはむしろ第三者への利用許諾というもの

が基本になっている、そういう権利内容、法的性質が違う、

というようなところが、損害論の 2 項の適用に当たって、

特許権者による実施、あるいは著作権者による利用が必

要なのかどうなのか、という解釈の相違に出てくるのでは

ないか、と思います。 

 

（３）著作権法114条１項の適用要件－著作権者の利

用の要否 

ア 裁判例・学説の傾向  

飯田： では、1 項適用のために、著作権者の利用が必

要なのかどうなのか。この点に関する裁判例や学説の傾

向を分析すると、まず特許権侵害の場合も、著作権侵害

の場合も、1 項適用のためには特許権者の実施や著作

権者の利用が原則として必要とする見解が学説上は多

数で、裁判例上も必要としたものが多数です。 

 2 項と異なり 1 項では、何故特許権と著作権とで学説も

裁判例も結論が同じになるかというと、これは 1項の立法

の経緯や趣旨あるいは 1項の規定文言そのものを見ると、

1 項の解釈論としては特許権者の実施や著作権者の利

用を不要とする解釈論は採り得ないことが明らかです。

学説、裁判例上、結論が同じになるのはこのためです。 

 もっとも 1 項についても違う所は出てきます。まず著作

権者の利用や特許権者の実施が、1項適用の前提として

必要であるとして、その利用や実施がどのようなものであ

ることを要するのか、ということについて、実は著作権の

場合と特許権の場合とで違いが出てきます。 

 具体的に言いますと、まず 1 項適用のために、特許権

者による実施や著作権者による利用が必要であるとして、

その特許権者の実施や著作権者の利用というものが、当

該特許発明の実施あるいは当該著作物の利用であること

が必要かどうか、という論点があります。 

 あるいは、特許権者の実施や著作権者の利用と、侵害

者の侵害とが、どの程度競合するものであることが必要

かという論点について、実は特許権侵害と著作権侵害と

の場合で、若干違いが出てきます。 

 まず、特許権侵害の場合には、学説や裁判例上、1 項

の法的性質については、補完関係擬制説ではなく推定

一部覆滅許容説という説を採用するものが多数です。 

 さらに、その推定一部覆滅許容説を採用しつつ、1項適

用のためには、特許権者の製品は当該特許発明の実施

品であることは要しない、侵害品の競合品であれば足り

る、その競合というのも競合の可能性で足りる、そういう考

え方が多数です。 

 これは様々な説明の仕方がありますが、まず 1 項の規

定文言は、特許権者の製品が特許発明の実施品である

ということを必要とするように限定していません。また 1項

は、本文と但書という構造になっており、本文においては、

論理則上類型的に相当因果関係が認められれば本文は

適用されて、経験則上個別具体的に因果関係が認めら

れない場合には但書で控除するというようになっており、

本文と但書とで主張立証責任を使い分けていると言うこと

が出来ます。 

 そのようなことを考えると、本文で要求するような競合と
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いうのは可能性で足り、実際に競合の程度が低いといっ

た事情がある場合は、但書でその程度が低い分を控除

すれば良いという使い方が出来る訳です。 

 ただ、1 項の規定文言が限定されていないとか、本文・

但書があるから、本文で論理則上類型的に因果関係を

検討して、但書では経験則上個別具体的に因果関係を

検討すれば良いという説明だけだと、特許権の場合と著

作権の場合は全く同じになるはずです。 

 ところが、著作権侵害の場合には 1 項適用のためには、

著作権者の製品は当該著作物の利用品で、かつ侵害品

の競合品であることを要する、という考え方が非常に有力

です。しかも、その競合品というところの競合ということも

代替性が必要である、つまり競合の可能性ではなく、実

際の代替性が必要で、代替性がなければ、そもそも 1 項

は適用しない、という裁判例がある訳です。 

 そうすると、やはり特許権侵害の場合と著作権侵害の場

合で、1 項を適用するために違いが出てきます。特許権

の場合には、特許発明の実施品であることを要さず、競

合品であれば足りる、しかも競合というのは可能性であ

れば足りる、これに対して著作権侵害の場合には、単な

る競合品では足りず、著作物の利用品で、かつ競合品で

あることを要する。しかも、その競合というのは可能性で

は足りず実際の代替性が必要ということになります。 

 

イ 裁判例・学説の傾向の分析 

飯田： 特許権侵害と著作権侵害の場合で、1 項を適用

するために出てくる違いをどう説明できるのか、ということ

をお話しいたします。 

 ここでもまず、特許権の場合には特許権者の特許取得

や自己実施の実態、発明の技術性から見ていきます。つ

まり特許権者の特許取得や自己実施の実態というものが、

どのようなものか、まず想定していただきたいのですが、

現在の国際的な大企業が特許取得をどう戦略的に行っ

ていくかというとポートフォリオです。自己が実施する製

品や技術、サービスをカバーする特許だけではなく、そ

の回りをポートフォリオとして出願していく訳です。そうす

ると、自己が実施している製品や技術、サービスを囲ん

でいるポートフォリオとしての周辺の特許については、実

施していない、というような状況はよくある訳です。 

 そうであるにもかかわらず、自己が実施している製品や

技術、サービスをカバーする特許とは違う所で、違う特許

を競合他社が侵害していて、しかも、その競合他社の侵

害というのは自社の製品や技術、サービスと競合してい

るということが当然あり得る訳です。 

 あるいは特許権者の特許取得、自己実施の実態として

他に考えられるのは、例えば特許というのは非常に先端

的な技術というものを出願する訳で、先端的な技術という

のは今の事業化に適しているとは限らない訳です。先端

的な技術は、とりあえず特許出願して特許権を取得して

おいて、当面は、特許権者は、もう少し事業化し易い技

術を事業化していく、ということも当然ある訳です。 

 そうこうしている間に、競合他社が自己の特許を取得し

た先端的技術について実施を開始したとすると、当然、

先端技術について事業を開始した競合他社の方が、従

前自分が行っている事業よりも競争力が強くなったりする

訳です。そのときに、特許で押さえつつも、自分自身の

事業というのは従来の事業をやっている、というようなこと

も当然起こり得る訳です。 

 さらに、発明というのは技術ですので、技術というのは

いつでも、ある程度の代替性というものがあります。という

ことは、基本的には競合可能性が肯定されるということで

す。技術というのは代替性が基本的に肯定されるので、

ある技術と別の技術との間には競合可能性が肯定される、

ということです。そうすると特許権の場合には、特許権者

の製品が当該特許発明の実施品でなくとも当該特許権

の侵害品と競合可能性のある製品であるという事態が想

定され易いのです。 

 そのような想定され易い事態がある以上、そのような事

態を本文、但書で読んでいくというのは、解釈論として当

然あり得るということになります。 

 それに対して、著作権の場合には創作や自己利用の

実態がどうなっているか、この場合は、著作権者が創作

して第三者に許諾することなく自ら利用するということを

念頭に置きます。そもそも 1 項適用のためには、著作権

者の利用が必要なので、ここで実態を問題にするのは、

著作権者が創作して自己利用するという実態がどういうも

のなのか、ということです。 

 著作権者が著作物を創作して自分で利用するとしたら、

著作物をポートフォリオとして沢山創作して、ある著作物

を利用して、他の著作物についてはポートフォリオとして

それを固めるというようなことは、ほぼ考えません。著作

物の創作と利用とは、そういうものです。 

 そうすると、著作権者の製品が問題の著作物の利用品

ではないけれども、侵害品の競合品であるという事態は、

そもそも想定し難いのです。そうすると、先程の特許権の

場合のような解釈論を採用するための事態というものが、

そもそも想定し難いのです。 

 さらには、著作物というのは文化的な所産であるのに対

して発明は技術です。そのため発明は本来的に代替性

があって競合可能性があるのですが、著作物は需要者

の嗜好に訴えるものなので、需要者の嗜好性が非常に

強い、代替性という点では、ある著作物と他の著作物に

は基本的には代替性はありません。著作物の文化的所

産性からすると、著作権者の製品が当該著作物の利用

品であっても侵害品の競合品ではない、という事態が想

定されます。 

 著作権者の製品が、当該著作物の利用品であっても、

そもそも侵害品とは競合品ではないという事態は想定さ

れ易い。著作権者の創作や自己利用の実態とか、著作

物の文化的所産性という所から、どういう事態が想定され
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易く、どういう事態が想定され難いのかということを考えて

いくと、結局1項適用のための著作権法の解釈としては、

1 項を適用するためには、著作権者の製品は著作物の

利用品であり、かつ侵害品の競合品であって、競合とい

うのは実際の代替性が必要である、ということを要求して

いく、そういう解釈論が合理的ということになってきます。 

 

（４）侵害品の安価・無償譲渡の場合の著作権法 114

条３項における利用料相当額の算定 

ア 裁判例の傾向 

飯田： 次に、侵害品が安価に、あるいは無償で譲渡さ

れた場合に、3 項において利用料相当額をどう算定して

いくのか、ということについての裁判例の傾向を見ていき

ます。 

 3 項で実施料相当額や利用料相当額を算定する方法

について、特許権侵害の場合には、裁判例上これは物

の特許発明に係る侵害品が販売されたときを想定してい

ますけども、通常は「侵害品の販売価格×相当実施料

率」に依るものが大多数です。 

 では、その侵害品が安価で、あるいは無償で譲渡され

たときにはどうするのかということが問題ですけれども、

そのときでも、一応侵害品の販売価格ではなく、「定価×

相当実施料率」とか、「侵害品の単位辺り実施料相当額

×販売数量」、といったことを肯定した裁判例がある一方

で、「特許権者の実施品の販売価格×相当実施料率」に

依ることは否定した裁判例、あるいは侵害品が安価乃至

無償で譲渡されようが、「侵害品の販売価格×相当実施

料率」に依るしかないといった裁判例が多く見られます。 

 それに対して、著作権侵害の場合には、裁判例上まず

「侵害品の販売価格×相当利用料率」に依るものが多数

です。これは特許権侵害の場合と同じ傾向です。 

 もっとも、侵害品が安価に、あるいは無償で譲渡された

ときには、例えば「侵害品の定価×相当利用料率」に依

ることを肯定したもの、あるいは「侵害品の表示販売価格

×相当利用料率」に依ることを肯定したもの、さらには

「侵害品の単位当たり利用料相当額×販売数量」に依る

ことを肯定したものがあります。 

 ただこのレベルでは、著作権侵害の場合も特許権侵害

の場合も、裁判例としての傾向はあまり変わりません。た

だ著作権侵害の場合は、さらに進んで「同種商品の販売

価格×相当利用料率」に依ることを肯定したものや、「権

利者利用品の表示小売価格×相当利用料率」に依ること

を肯定したもの、さらには「権利者利用品の標準小売価

格それ自体」に依ることを肯定したもの、そういう権利者

フレンドリーな解釈を採用した裁判例があります。 

 裁判例を簡単にご説明致しますと、黒澤明の角川映画

事件に係る平成21年の知財高判7は「本件各映画につい

ては、〔…〕控訴人とジェネオンとの間の本件基本契約及

び本件個別契約によって、現実の販売価格に関わらず、

                                                                 
7 知財高判平21・9・15（平21（ネ）第10042号） 

表示小売価格のパーセンテージ、すなわち、DVD 一本

当たり幾らを使用料とすることが合意されていたのであり、

しかも、この合意が独占的、かつ、排他的な許諾を前提と

するものであったのであるから、少なくとも本件各映画に

ついては、著作権者である控訴人が、同条件を下回る条

件において、第三者に対して使用を許諾することは想定

できないというべきである。そうすると、本件各映画の著

作権の使用料相当額について、表示小売価格よりも廉価

で販売されることを想定して、使用料相当額の算定の基

準を変動させるべき理由はない」と判断しました。 

 

イ 裁判例の傾向の分析 

飯田： 何故、侵害品が安価に、あるいは無償で譲渡さ

れた場合に、特許権の場合よりも著作権の場合の方が、

権利者にフレンドリーな利用料相当額の算定方法が採ら

れるのか、ということを考えてみます。 

 まず、侵害のためのコストということを考えた場合、著作

権侵害は、特に海賊版の場合にはコストはほとんどかか

りません。他方、特許権侵害の場合には、それが模倣品

であるとしても、ある程度のコストはかかります。 

 そのようなことを考えると、著作権の侵害品が海賊版の

場合には非常に安価に販売してもなお利益が出る訳で

す。それに対して、特許権の侵害品は模倣品の場合でも

コストがかかっていますから、ある程度の価格で売らない

と、ある程度の利益は出ない訳です。さらに、侵害による

権利者の損害という点でも、そのような侵害状況ですの

で、海賊版の方が権利者は大きなダメージを受け易い訳

です。 

 そのようなことを考えると、3項の実施料相当額あるいは

使用料相当額を算定する場合に、安価、無償譲渡の場

合の権利者の救済の必要性という点で、特許権よりも著

作権の方が、やはり大きいということになります。 

 また裁判例で言われているように、著作権者が海賊版

に利用許諾するということは、およそ想定し難い、海賊版

というのは要するに著作権者の著作物のデッドコピーで

すから、そういうものについて著作権者が利用許諾する

ということは、およそ想定し難い、このような点が利用料

相当額を算定する場合に権利者製品の価格を基準とし

ている、著作権の裁判例の 1 つの根拠となっていると思

います。 

 

（５）侵害品の製造のみの場合又は侵害品の販売後の

返品・買戻し・交換等の場合の著作権法114条３項

における利用料相当額の算定 

ア 裁判例の傾向 

飯田： 次は、侵害品が製造されたものの販売されてい

ない場合に、実施料相当額や利用料相当額をどう算定

するのか、ということについてお話しいたします。 

 まず、特許権侵害の場合には、裁判例上「侵害品の販

売可能価格×相当実施料率」に依るものもありますが、
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可能価格というものを考えるのも中々難しいということで、

「侵害品の製造費用×相当実施料率」としたものもありま

す。この場合、結局、実施料相当額は低くなります。 

 他方、著作権侵害の場合には、裁判例上「原告図書一

部当たりの定価の 1割の額×被告図書の発行部数」を利

用料相当額として認定するに当たって、「被告図書に売

れ残りがあったことは認定の妨げにはならない。売れなく

ても、利用料相当額は、そのまま計算しても構わない」、

と判断した裁判例があります。 

 また、侵害品が販売された後に、返品されたり、買い戻

したり、交換したりした場合に、実施料相当額や利用料相

当額を算定する際、その侵害品の販売価格から返品とか、

買戻しとか、交換した分を控除するべきなのかどうなのか、 

この点について特許権侵害の場合には、裁判例上控除

を否定したものもありますが、肯定したものもちゃんとあり

ます。 

 他方、著作権侵害の場合には、裁判例上、控除を否定

したものがあります。特に、複製権侵害というのは納品数

量分において、既に生じているのだから、後で返品され

たとしても、その返品数量分を控除することは許されない

といった裁判例もあります。 

 

イ 裁判例の傾向の分析 

飯田： このことをどう説明するかというと、ここでも特許権

と著作権の権利構成のそもそもの相違、ということが挙げ

られます。 

 まず、特許権というのは特許権という単一の権利があっ

て、その特許権の権利内容というのは特許発明を実施す

る権利でして、その実施とは特許発明に係る物を製造し

たり、販売したり、販売の申出をしたり、輸出したり、輸入

したり、そういうことが特許法に規定されています。ただ、

いずれにしても特許権は一つです。 

 それに対して、著作権というのは、実は「著作権」という

権利はなく、あるのは著作権の「支分権」です。例えば、

支分権には複製権といったものがあります。複製権とい

った支分権が著作権の権利内容として個別具体的に規

定されているのは、結局、著作物の具体的な利用態様に

着目して、利用態様ごとに、その利用態様について権利

を与えた方が良いというものが、支分権として創設されて

いったためです。そうすると、特許権の場合には、例え

ば市販品が製造されたけれども、実際には市販されない

で、倉庫で在庫に止まっているというような場合に、特許

権侵害というものが完結したのかどうかというところが、若

干疑問として残ります。 

 それに対して、著作権の場合に、特に複製権の場合で

は、著作物が複製されれば、その複製物が販売されてい

なくても複製権の侵害というものが完結していることは明

らかです。著作権と特許権には、そういう権利構成の相

違というものがあります。 

 また、実務上、特に実施料や利用料の算定方法につい

て、契約上の実例というものも違っています。例えば、先

程の図書ですと、発行したら「図書の定価×発行部数×

利用料率」が印税になります。これが通常の契約上の利

用料の算定方法です。 

 それに対して、特許発明の場合には製造して販売する

ライセンシーが製造して販売したら、「ライセンシーの販

売価格×実施料率」を実施料とする、これが特許発明の

場合の通常の実施料の契約上の算定方法です。そういう

契約上の実例に相違があるというところも、これらの侵害

品の製造のみの場合、あるいは販売後の返品、買戻し、

交換等の場合に、実施料相当額や利用料相当額の算定

の仕方が違ってくる理由になっていると思います。 

 

（６）寄与率の考慮の仕方 

ア 裁判例の傾向 

飯田： 最後ですけども、寄与率の考慮の仕方について

の裁判例、学説の傾向というものも違っています。 

 例えば、侵害態様の一部のみで侵害が行われている

場合に、寄与率というものを考慮しますが、その考慮の

仕方について特許権侵害の場合には学説上、一般に特

許発明による商品や役務の価値あるいは需要者の購入

動機といったものへの寄与に影響し得る各種の事情を考

慮すべき、という風に言われています。 

 裁判例上、実際には侵害態様の一部でしか侵害は行

われていないものの、寄与率を考慮した結果、寄与率を

100 パーセントという風に認定判断しているものは、特許

権の裁判例の場合には、結構あります。 

 それに対して、著作権侵害の場合、特に出版物への言

語の著作物の複製や翻案に係る裁判例においては、頁

数等の全体に対する侵害部分の客観的な割合、これを

寄与率としたものが多数あります。 

 例えば、100頁の本のうち、原告の著作物が複製、翻案

されている頁数が2頁に過ぎないとしたら、寄与率は100

分の 2 とする、といったものが著作権侵害の場合には、

沢山あります。 

 

イ 裁判例の傾向の分析 

飯田： この違いの理由というものを考えると、以下のよう

に言えるのではないかと思います。 

 そもそも特許発明の技術的価値というものは、ある程度

評価をすることが比較的容易であるのに対して、著作物

の文化的価値、これを評価するのは難しいです。 

 さらにいえば、そもそも特許発明については技術的価

値を評価できれば、その技術的価値の評価の如何によ

って経済的価値もある程度評価できます。技術的価値と

経済的価値というのは相関性がある程度高いからです。 

 それに対して、著作物については評価することがそも

そも難しい文化的価値を、仮に評価することが出来たとし

ても、その文化的価値と著作物の経済的価値は相関しま

せん。寄与率を考えるときに価値というものを考えなけれ 
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ばなりませんが、価値を考える場合に特許権の場合には、

その価値というものを考え易いのに対して、著作物の場

合には価値というものを客観的な尺度で評価するというこ

とが結構難しい、そうすると外形的な頁数といったところ

で評価せざるを得ない、というところがあります。 

 さらに言ってしまえば、これは著作権に特有の問題な

のかもしれませんが、裁判所が、あるいは国家権力が、

著作物の価値というものを評価するということが、そもそも

妥当なのかという問題があります。 

 著作物の創作性というものを考えるときも、個性の表れ

であれば足りるとか、あるいは選択の幅の中で考えれば

足りるとか言っているのは、それは価値というものは評価

しないという訳です。 

 創作性を考える場合に、価値というものは評価しない、

ということは結局、裁判所等が著作物の価値を評価する

ということは、そもそも適当ではない、それが著作権法の

世界です。そのようなところがあって、結局、寄与率の考

慮の仕方についても、著作権法と特許法では相当程度

相違がある、ということが考えられると思います。 

 

６ 終わりに 

飯田： 以上で、本日お話ししたいことは終わりです。著

作権侵害による損害賠償論、特に特許権侵害による損害

賠償論との比較を通じて、著作権・著作権法に係る基本

的な理解を深めるための素材を提供させて頂きました。 

（拍手） 
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Ⅰ はじめに 

 

前田： それでは時間になりましたので始めたいと思いま

す。今日の担当講師の弁護士の前田と申します。今日は

放送に関する著作権についてということでゲストスピーカ

ーをお招きしておりますので、紹介させていただきたい

と思います。千葉晋也様でございます。 

 千葉様は昭和56年、1981年に早稲田大学政経学部を

ご卒業されてブリヂストンに入社され、約 5 年間、同社に

勤務されました。その半分はサウジアラビアなど中近東

の勤務をご経験され、その後フジテレビに転職されまし

て、フジテレビの著作権部長を経て現在は編成制作局専

任局次長を務めておられます。 

 フジテレビにおいて著作権業務の責任者を担当されて

おられたということで、放送に関する著作権全般に精通

しておられますので、今日お忙しい中をお越しいただき

ました。私の方から、私が質問役となりまして千葉様のお

話を伺っていくという形で進めていきたいと思います。千

葉様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

千葉： ご紹介に預かりました千葉と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。実は前田先生はフジテレビの顧

問弁護士でいらっしゃるので余程お世話になっているの

はこちらの方で、その恩返しという意味もありまして今日

は参上しました。卒業してからもうどれぐらいですか、30

年以上になってあまり学校にも来なかったのですが、何

か大工事が始まっていて私が出た政経の建物が無くな

っていたり、教育学部が工事中になっていたり商学部・法

学部が新しくなっていたり、何だか別の大学に来たような

気が致します。 

 今日は前田先生と 90分間の問答形式でやり取りを致し

ますので、実は私は大学時代ほとんど勉強していなくて、

その後前田先生がおっしゃったように、紆余曲折を経て

偶然にフジテレビに勤めることになりましたので法律の専

門家ではないです。ただし、著作権だけは17年もやって

いますので多少なりとも実務という意味で興味のあること

をお話しできるのではないかと思います。本日はよろしく

お願いいたします。 

 

Ⅱ 放送番組の著作権の帰属 

 

前田： どうぞお掛けください。今日は、フジテレビのお

考えをお聞きするということではなくて、千葉様個人のお

考えをお聞きすることにさせていただきたいと思います。 

 それではまず番組の著作権についてお聞きしていきた

いと思います。放送番組というものは、著作権法上、生放

送以外のものは「映画の著作物」に該当するということに

なっています。前に、私が 5 月に担当させていただいた

ときに、映画の著作物についてのお話をさせていただい

たのですが、そのときも放送番組は原則として「映画の著

作物」であるとお話しさせていただきました。 

 前回はお話ししなかったかもしれませんけれども、著作
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権法の中には、映画の著作物そのものが何を意味する

かという定義規定はありません。もっとも、映画の著作物

の範囲を若干拡張するという規定がございまして、それ

が 2条 3項でございますが、「この法律にいう『映画の著

作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚

的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定さ

れている著作物を含む。」とされています。 

 これは、映画の著作物そのものを定義しているのでは

なく、赫々然々のものは映画の著作物に「含まれる」と書

いてあります。それでは、映画の著作物自体は何なのか

が問題として残る訳ですけれども、それは、いわゆる劇

場用映画を想定しているという風に言われています。 

 そして、劇場用映画に類似する視覚的または視聴覚的

効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定され

ているものは映画の著作物に含まれるということでござい

ますので、テレビドラマのみならずドキュメンタリー番組

だとか、バラエティ番組だとか、そのような番組も、「物に

固定されている」との要件を満たしている限りは、映画の

著作物に当たるということでございます。 

 生放送については、映画の著作物に当たるかどうかに

は多少議論がございまして、即ち「物に固定されている」

という要件を生放送が満たすかどうかということなのです

けれども、生放送そのものだけだったら物に固定されて

いないのですが、生放送というのは放送すると同時に録

画しているのです。 

 放送局としては、生放送し放しということはあり得なくて、

こういう生放送をしたという記録を残す必要がある訳です

ので、そのために生放送番組も放送と同時に録画してい

る、その録画をしているということをもって物に固定され

ているという要件を満たすと考えるのかどうなのかという

議論がございます。 

 中山先生の著作権法の教科書を使っておられる方は

ご覧になっているかもしれませんが、中山先生の教科書

では生放送でも同時に録画されている限り映画の著作物

の概念に含まれると書かれています1。ともあれ、生放送

について議論はあるものの、大部分の放送番組は映画

の著作物に当たるということになる訳ですが、フジテレビ

とか日本テレビ、テレビ朝日、TBSなどの在京キー局と言

われるテレビ局あるいはNHKは、自ら放送している番組

について著作権者なのかどうなのか。 

 放送局が放送事業者としての著作隣接権を有すること

は以前私が担当した回の冒頭でお話しさせていただい

たと思うのですが、それとは別に、映画の著作物としての

放送番組について著作権者なのかどうなのか、まず、こ

の点から千葉様に教えていただきたいと思います。 

千葉： 皆さん方が見ていらっしゃる放送は、番組の

100％がテレビ局の著作物かというとそうではないという

のが実態です。例えばテレビ局から番組制作会社に番

組作って欲しいという発注が行きます。それで発注され

                                                                 
1 中山信弘『著作権法』有斐閣（2007年）85頁 

た番組で、契約上著作権は制作会社が持つようになって

いる番組は我々局側の著作物ではないという場合があり

ます。 

 それから、ここら辺はちょっと微妙なのですけれども、

例えばオリンピックとかサッカーのワールドカップとかは、

放送権のみの購入ですし、仮にスポーツイベントの中継

をフジテレビが担当したとしても、カメラを配置して照明

を按配して放送するのは我々ですけれども、その著作権

がどこになっているのかというのは契約で決まっており、

100％がうちのものではないのです。オリンピックの場合

は民放5社（正式には民放連）とNHKが毎回コンソーシ

アムを組んで IOC当局と交渉して放送権を購入するとい

う段取りになっていますので、我々の著作物かと言われ

るとそうではない、勝手に使えないという意味でそう言わ

ざるを得ないということだと思います。 

 在京 5社の民放（日テレ、テレ朝、TBS、フジテレビ、テ

レビ東京）それぞれ、テレビ番組を放送しておりますけれ

ども伝統的に自社制作、自社の制作著作の番組が多い

局と少ない局とございます。民放で自社の制作著作の番

組が多いと言われているのが日テレです。次が TBS、フ

ジテレビで、テレビ朝日、テレビ東京に至っては、つい最

近まで自社の制作著作物があまり無かった。何故、自社

の制作著作物になっていないのか、そこら辺は色々な経

緯があってそうなっているのですけれども、放送されて

いる番組が全部局のものかと言うと、そうではないという

実態がございます。 

 フジテレビに照らして申し上げると、レギュラードラマの

中でも制作会社が著作権を持っている場合があります。

また、系列局の関西テレビ制作の火曜10時のドラマ枠で

すが、これは関西テレビの制作ですが、制作会社が著作

権を持っている場合もあるようです。ドラマ1つとっても権

利の帰属という意味では多様な状況になっているという

のが実態でございます。 

前田： ありがとうございます。以前の授業で、映画製作

者のお話をさせていただきました。著作権は誰が持つか

と言うと著作権法の大原則では著作者であるのですけれ

ども、映画の著作物の著作権については例外があって、

著作者は監督さん等であるけれども、映画の著作物の著

作権は原則として映画製作者に帰属するというお話をし

ました。今、千葉様から制作著作がテレビ局のものもあれ

ばそうでないものもあるということを教えていただいたの

ですが、制作著作がテレビ局のものというのはテレビ局

が映画製作者であると、そうでないものは制作会社等が

映画製作者であると、こういうことになるのでしょうか？ 

千葉： おっしゃるとおりですね。「制著」、いわゆる制作・

著作というヤツですけれども、それがテレビ局ということ

だとテレビ局が映画製作者で制著が番組制作会社という

場合は、テレビ局は映画製作者ではないということになる

のではないかと思います。 

前田： 先程から「制著」、あるいは「制作・著作」という言
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葉を使っていただいたのですが、よく番組の最後に「制

作・著作 フジテレビ」というような表示がございますけれ

ども、こう表記されているものは、フジテレビが「制作・著

作」、いわゆる「制著」である番組ということになるのでしょ

うか。 

千葉： はい、その通りでございます。表記に関しては、

ウチは制作会社が制著を持っているのならどう表記して

いるのかと言うと、ここに制作会社名が入ります。我々の

表記の場合は、ここに制作会社名が入って、単なる制作

としてフジテレビが入る、こういうルールになっています。 

 これは別に法律で決めたものではなくて、局のポリシ

ーとして、こういう表記があった場合はこの会社が制作・

著作を持っているということになります。この制作の「制」

ですけれども、日テレ系は必ず衣付きの「製」の字を使っ

ているみたいです。そこら辺も別に法律で決まったことで

はないので、各局の趣味というか決め事というのでそうな

っています。 

前田： ありがとうございます。そうすると著作権法に照ら

して考えると、これが映画製作者を意味しているというよう

なことになるのでしょうか。 

千葉： その通りです。 

前田： 分かりました、ありがとうございます。テレビ局自ら

が「制作・著作」である番組は、著作権は映画製作者であ

るフジテレビに帰属しているから、それを放送するのは

フジテレビの勝手ということになると思うのですけれども、

制作会社が制作・著作である番組は、映画製作者は制作

会社であって、そこが著作権者であるということになると、

それを放送するためには、著作権者から許諾を得る契約

をしなければいけないということになると思うのですが、

テレビ局以外の制作会社が著作権者である番組を放送

するためには、放送局は、どういった契約を締結してい

るのでしょうか？ 

千葉： 契約の骨子は 2 つあると思うのですけれども、1

つは、何しろその制作会社にその番組を作ってもらわな

ければいけませんから、赫々然々の番組をこういう条件

下で作ってくださいねというところです。そのような制作

業務を委託する契約内容は必須です。 

 それから、2番目はその成果物をフジテレビで放送させ

てくださいという許諾を得ないといけないですから放送権

です。雑駁な表現ですが、制作業務と放送権の許諾、こ

の 2本立てになっていて、例えば2年間に 2回放送させ

てくださいと、2 年を超えたらそれは君らのもの、制作会

社のものになる、というような感じの契約が大体です。 

 まず作ってくださいね、成果物の放送権をこの期間放

送を許してねっていうような事が大体の骨子です。すごく

大雑把ですけれども。 

前田： はい、ありがとうございます。テレビ番組は 1度放

送した後にいわゆる再放送をしたり、あるいはビデオ化

したりインターネット配信をしたり、場合によっては海外の

放送局に番組販売をするということもございます。制作会

社が制著を持つ番組は、著作権は制作会社にあり、放送

局の方は放送権の許諾を受けているだけということにな

りますと、先程のお話にあった 2年間に 2回の契約をす

るとその範囲までは契約済みなのだと思うのですけれど

も、その範囲を超えて再放送するとか、ビデオ化をすると

か、そういった権利とは放送局には帰属していないという

ことになるのでしょうか？ 

千葉： 基本的には帰属していないです。ですから放送

することが一次利用だとすると、二次的な利用に関して

は全て別途お金が発生するということになります。二次利

用、例えば初回放送の期間内の放送（複数）が一次利用

だとするならば、これを超える場合、再放送これには国

内・海外の番組販売も入ります。DVD、それから配信も、

です。このような利用態様が代表的なものですけれども、

こういうような場合には改めて制作会社と向き合って、どう

いう条件で二次利用したいのですが、と局側から申し入

れて新しい約束事を作って配信していると、こういう風に

して二次利用を行っているというのが実態です。実際上、

日本の制作会社の規模はアメリカと違って小さくて、日本

のテレビ局は制作会社の機能に加えて、放送を送り出す

機能もあるというように、結構力が強くなってしまっている

のが実態です。日本には、アメリカのようにハリウッドとい

う巨大なコンテンツ・ファクトリーが存在しないので、日本

の制作会社が独自に、自分たちが著作権を持っている

番組を DVD にしたり配信したり、再放送をしたり再放送

のマーケットにそれを持って行ったというのは、中々力が

なくて出来ないのです。 

 ですから制作会社の制著の番組の二次利用に関して

も、制作会社ではなくて局が窓口となって主導的に進め

ている訳です。しかしながら前田先生がおっしゃったよう

に、もう我々の権利物ではないので、我々が代理、代理

というと法的に色々あるのでしょうけれども、我々が窓口

となって利用をまとめて応分の配分を著作権者である制

作会社に戻すというような形です。 

 

Ⅲ 放送番組におけるクラシカルオーサーの権利 
 

前田： ありがとうございます。ここでクラシカルオーサー

のことについてお尋ねしたいのですけれども、以前にク

ラシカルオーサーについてのお話をこの場でさせてい

ただきました。即ち、映画の著作物の著作権を 100％自

分が持っている場合であっても、その映画の著作物を利

用するにはクラシカルオーサーの許諾が別途必要であ

る、クラシカルオーサーとしては、音楽の著作者、原作の

著作者、脚本の著作者がいるということを申し上げたので

すけれども、これは放送番組についても、劇場用映画と

同じルールということになるのでしょうか？ 

千葉： 全くその通りでクラシカルオーサーの許諾がない

と再放送等も出来ないということになるのですね。これは

当初の契約でそれを決めていくのですけれども、例えば

脚本ですね、日本脚本家連盟、シナリオ作家協会という
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団体があり、こことは協定協約という形で民放連との間の

約束事があり、1 回ずつ金を払ってくださいねと。ですか

ら当初の契約で2年2回権利をくださいと言うようなことは

出来ませんから、必ず権利処理をしなければいけないと

いうことになります。 

 それから原作は、ざっくり分けて文芸原作と漫画（コミッ

ク）原作があります。文芸の場合も文藝家協会所属の

方々とそうじゃない方々がいるのですけれども、これに

は当初契約、つまり原作を使わせてくださいという契約で、

例えば我が社の場合は 3年の期間で回数は 2回から 3

回という風に決めてありますので、これを超えて使用する

場合には権利処理しなければいけないのです。 

 音楽に関しては、日本の放送に使われている楽曲の

97％とか 98％は JASRACです。JASRAC との間に地上

波放送に関しては包括的な契約がありますので、地上波

で放送する場合は、再放送も含めて、取り立ててもう一回

権利処理する必要はないということになりますけれども、

DVD にしたり配信したりする場合には、別途契約をして

お金を払わなければいけないことになっています。 

前田： 前の回で、著作権等管理事業法という法律があ

って、音楽の著作物の大部分は JASRAC を始めとする

著作権等管理事業者によって管理されているということを

申し上げたのですが、今、お話しいただきましたこの日

本脚本家連盟（日脚連）や日本シナリオ作家協会（シナ

協）も著作権等管理事業者ですよね。著作権等管理事業

者が管理している著作物については、その団体から二次

利用の許諾を得ると。 

千葉： はい、そのとおりですね。 

前田： 音楽の著作物の場合は著作権等管理事業者によ

って管理されているのがほとんどだと思うのですが、脚

本はどうでしょうか？ 

千葉： そうですね、日脚連にもシナ協にも加盟していな

い先生が居ます。そういう人の場合には個別の契約にな

りますので、交渉によって払う金額とか色々な条件によっ

て、もしかしたら再放送の権利を最初に取っておくという

ことがあるのかもしれません。 

前田： 分かりました。それから音楽の問題については前

回もちょっとお話をさせていただきまして、音楽というの

は映画の著作物そのものではないと。映画の著作物に

複製されているところの、映画とは違う著作物である、で

もって映画の著作物を利用するとことは同時にその映画

の中に収録されている音楽の著作物を利用することにも

なるので、その権利処理が必要ですと。 

 前回、音楽の著作物の大部分は JASRAC 等の管理事

業者によって管理されていて、放送局と JASRAC との間

では包括契約があって、JASRACが管理している楽曲に

ついては、放送局は原則としては自由に使ってよくて、

その代わり年間まとめてお金を払っているということを説

明させていただきました。 

 先程、テレビ番組にはテレビ局の制作・著作である番組

もあるし、テレビ局以外の制作会社が著作権を持ってい

るという番組もあるというお話をお聞きしたのですけれど

も、テレビ局以外の制作会社が作る番組にも音楽は当然

使う訳ですけれども、これは JASRAC との関係ではどう

いう関係になるのでしょうか。 

千葉： JASRAC との包括契約においては制作会社が制

作・著作を持つ番組の放送権の放送に関してもそれも含

む形での包括契約になっています。また劇場用映画

等々ですが、購入した劇場用映画を放送する場合に放

送権も JASRAC との包括契約の中に入っている状況な

ので、言ってみれば何と言うか、音楽の権利処理に関し

ては、こと放送という地上波放送という範疇においては、

かなり日本の放送においては自由度があります。 

 JASRAC の管理曲であるということが条件になりますが、

自由度があるので比較的自由に音付けができるというこ

とになります。ただしそのことは放送から一歩出た途端に

大変な権利処理の対象になってくるのですけれども、こ

と放送というその範疇においてはJASRAC管理楽曲であ

ればかなり自由に使えるという状況にはなっています。 

前田： ありがとうございます。契約主体と法律効果の関

係で疑問が生じることがあるかもしれないと思うのですが、

包括契約というのは、誰と誰との間にあるかって言うと、

基本的には JASRACと放送局との間でしょうか？ 

千葉： そうですね、民放連です。 

前田： 民放連ですか。 

千葉： そうです、はい。 

前田： 民放連と JASRACとの間に契約がある、通常、契

約というのは契約当事者間にしか効力は生じないという

のが大原則ですから、民放連のメンバーであるテレビ局

が制作する番組に効力が及ぶというのは分かるのです

が、制作会社は、この契約の当事者外な訳ですね。 

千葉： はい。 

前田： その制作会社が作った番組を放送することにつ

いて、その放送は放送局がやる訳ですから、この契約の

対象だということはよく分かるのですが、ここで複製をす

る訳ですね。しかし、誰が音楽の複製行為をするかと言う

と、それは、制作会社であると。 

千葉： その通りです。 

前田： この制作会社による複製も、この包括契約で処理

していると、こういうことになるのですか。 

千葉： そうなのです。逆に言うと、制作会社が全て複製

権の処理をしなければいけないということになると多分出

来ないので、この契約の中に、局で放送することを条件

にして処理されているというのが現状だと思います。 

前田： ありがとうございます。日本の放送に関しては、か

なり自由度が高いというお話を伺ったのですが、他方、

放送から一歩外に出るとそういう訳にいかないというお話

がございました。そこのところをちょっと詳しく教えていた

だきたいと思うのですけれども。 

 以前の回も、シンクロナイゼーション・ライツというものが
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特に外国曲についてはあって、外国曲を劇場用映画に

使いたいときには、そのシンクロナイゼーション・ライツの

処理をしなければいけなく、それはJASRACの管理楽曲

であってもJASRACだけで許諾を取ることが出来なくて、

音楽出版社と直接交渉して金額を決めなくてはいけない、

というようなことをこの場でも申し上げたのですけれども、

元は放送番組であったものをブルーレイにする、あるい

はネットで配信するということがあると思うのですが、その

ときにシンクロ権処理というのは必要になってくるのでし

ょうか？ 

千葉： 必要です。前田先生がおっしゃった通りに放送

に関わる録音権の処理は包括契約を貰っているのです

けれども、それを DVDあるいはブルーレイにして売り出

す場合にはもう一回シンクロナイゼーション、映画録音処

理と言うのですが、それをしないと発売できません。 

 その場合、外国曲については音楽出版社と指値の交

渉になるというのが現状でございます。放送では外国楽

曲も含めて自由に音楽が使えるが故に、二次的利用段

階になるとエーっていうような事態が偶に起きます。しか

しながらやはり、我々の業界で言うノリを大切にしてあげ

ないといけないので、著作権セクションが「すみませんプ

ロデューサー、それ外国楽曲なので使わないでくださ

い」とは中々言えないので偶にそういうことが起こります。 

前田： 放送だけだったらということがあったのですが、

放送だけなら外国曲を使うということでも普通にできる訳

ですね。 

千葉： 可能です。包括契約ですね、通称ブランケット契

約と言うのですけれども、ブランケットは毛布なので毛布

で包み込むように全てを包括する契約を、我々はブラン

ケット契約という風に言っております。 

前田： だけどそれが DVD になった途端に別処理が必

要だということになる訳ですね。先程、ブランケット契約

の中で放送だけじゃなくて制作会社による複製も、包括

契約の対象となっているということなのですけれども、そ

れによってシンクロ権の処理も終わったとは言えない訳

ですね。 

千葉： 実は言えないのです。そこも微妙なところですけ

れども、DVDにする際にももう一回シンクロ処理をしなけ

ればいけないということになっています。 

前田： ありがとうございます。今ブルーレイとか DVD の

ビデオ商品として発売するときのことを教えていただいた

のですが、最近は放送番組をネットで配信することも非

常に増えております。番組をネットで配信する、フジテレ

ビだとフジテレビ・オンデマンドで配信するということがよ

くあると思うのですが、その場合の音楽の処理について

はブルーレイ、DVDと同じようなことになるのでしょうか。 

千葉： 全くその通りですね。送信可能化の部分の権利

処理と合わせて一度DVDになったもの、DVDを原盤と

して配信する場合はもうシンクロ処理が終わっているとい

う了解でいいのですけれども、そうでないものに関して

は改めて権利処理をしないと流れないということになりま

す。そうなると外国曲の送信可能化部分に関しては

JASRACでさえ預かっていない場合が多い訳なので、個

別に確認をして結局配信というのは放送が終わってから、

今うちの場合は 3日か 4日で配信している実態に鑑みる

と 3日から 4日の間に外国の権利者と交渉をして許諾を

取るというのは無理ですから、結局外国曲を差し替える

か、そこの部分は配信しないかという選択を迫られます。 

前田： ありがとうございます。このシンクロ権処理で難し

い問題が生じるというのは、音楽の著作権の処理である

ということだと思います。これも以前ちょっとお話しさせて

いただいたのですが、音楽の著作権とレコード製作者の

著作隣接権と実演家の著作隣接権はそれぞれ全く別の

権利であると。 

 実演家の著作隣接権とレコード製作者の著作隣接権に

ついては、放送だけだったらノーという権利がレコード製

作者や実演家にはない、その代わり、実演家の団体ある

いはレコード製作者の団体は、二次使用料を放送事業

者に対して請求する権利があるということを皆さんにご説

明したのですが、二次使用料というものは、どういった形

で金額が決まって、どういう形で支払うということになって

いるのでしょうか？ 

千葉： レコードの二次使用料というのはどう決まるのか、

素っ気なく言ってしまえば交渉で決まるのですが、その

交渉たるや 1年ぐらいは平気で掛かったりするのです。 

前田： ありがとうございます。放送だけでしたらレコード

製作者の権利というのは二次使用料になると、つまりレコ

ード会社がノーと言う権利はなくて、あとは金額交渉、二

次使用料の金額をいくらにするかという交渉になるという

ことだと思うのですが、ネット配信ということになりますと、

これは著作権法上レコード製作者にもノーと言う権利が

あることになりますが、こちらの方はどういう契約をしてい

るのでしょうか？ 

千葉： 配信に関しましては、レコード協会加盟社の商業

用レコードで送信可能化、配信部分に関してレコード協

会が権利を預かったものに関しては情報料収入それか

ら広告収入を合算したもの、つまり実質上我々のフジテ

レビ・オンデマンドは広告がありませんので1番組300円

の情報料収入が積み上がった全体に関しての何％、そ

れを数カ月ごとに精算してくださいねと。その際には、フ

ジテレビから貰った金を権利者に配分する都合上、詳し

いログと一緒にくださいねということで契約を結んでお支

払いしていくというところです。ここにおいても外国原盤

が入ってきた場合には差し替えるしかないという状況は

まだ存在しています。 

 

Ⅳ 放送番組における実演家の権利 

 

前田： ありがとうございます。次に、実演家のワンチャン

ス主義との関係をお聞きしたいと思います。劇場用映画
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については著作権法上ワンチャンス主義という考え方が

採用されていて、映画の著作物には多数の実演家が出

演するので、その人達の権利が全部残っていると映画の

利用が中々進まないことから、実演家には著作隣接権が

あるのだけれども、映画製作者との契約において映画に

出演することを納得して出演した以上は、その後の映画

の利用については実演家の権利は働かなくなると。 

 だから劇場用映画をビデオにしたり、ネットで配信した

りするときに契約上の特約がない限り実演家には対価が

支払われないという制度が採られているということを、こ

の場でも申し上げました。そのときに、それは劇場用映

画についてはそうなのだけれども、テレビ局製作のテレ

ビドラマについてはワンチャンス主義が働かないと。実

演家の権利が残っているということをご説明したのです

けれども、そうすると、テレビ局製作のテレビドラマを二次

利用する、それはネットで配信したり DVDにしたり、ある

いは再放送するというときには、実演家についても権利

処理をしているということなのでしょうか？ 

千葉： おっしゃる通りで、再放送を含む地上波放送につ

いては、全ての実演家について権利処理しているかとい

うと、権利処理が出演契約の中で買取りになっている実

演家さんもいますので、その人に関してはしていません。

それ以外のDVDとか配信の場合はお金払いますよとい

う人もいますし、当初の出演契約によって決まってきます

けれども、原則的には二次利用に関しては放送局が制

作・著作を持つ番組については、ワンチャンス主義は働

きません。働かないのでその都度お金をお支払いして

いるというのが実際です。 

前田： そうしますと出演者の方は非常に多数ですし、あ

る程度時間が経ってしまいますとその出演者の方が引退

してしまうとか、あるいは亡くなってしまうとかいうことが生

じると思うのです。そういう場合にはどうしているのでしょ

うか？ 

千葉： 大変難しく、かつ悩ましい問題です。まずご本人

が引退している場合ですね。あるいはご本人が死亡して

いる場合、あるいは事務所が変わっている場合、しかも

当初出演した事務所からある年月が経って事務所を何回

か変わっている場合、そういう場合とか色々なケースがあ

って、非常に二次利用する場合の悩みの種ではあった

のです。 

 だけれども、2011 年の 4 月から映像コンテンツ権利処

理機構という団体ができまして、そこに二次利用の申請

をすると権利不明者を知らせてくれることになっていて、

その権利不明者の探索業務というのも映像コンテンツ権

利処理機構が有償でやってくれることになっています。 

 なので、大変ある意味楽になった部分はあるのですけ

れども。それにしてもドラマの場合は日本の場合は 3 カ

月をワンクールとして 10回から 12回ぐらい放送して次の

ドラマが出てきて、どんどんドラマが変わっていく。出てく

る実演家の方も結構多いので全くそういうような行方不明

者がゼロなのかというと、そうは中々いかないということが

あります。 

 ただ、本当に実務的に言ってしまえば、皆さんが誰でも

知っている実演家の方は、あまりそういう行方不明者にな

らない、やっぱり脇役のさらに脇役みたいな人がどこへ

行っちゃったか分からないということになりますが、DVD

の発売を優先して実務的な処理方法で対処しています。 

前田： そうやって二次利用をするとき、再放送やネット

配信をするときに実演家を探し出すという手間暇をかけ

るのだったら、むしろ最初の契約のときにテレビ局は自

由に何回放送しても構わない、ビデオもネット配信も自由

という契約を最初にまとめてしておくということは考えられ

ないのでしょうか？ 

千葉： その話は後で出てくると思いますが、放送番組が

もっと円滑に流れないのかと、ネットで円滑に流れない

のかというような議論が盛んだった―今では盛んじゃな

いとは言いませんが―盛んだった一時期があって、そこ

に総務省だ経産省だ、知財戦略推進事務局だとか色々

な所が絡んできて、何で最初の契約で二次利用に関し

てもピッタリ料率を決めて、スルスルと円滑に流れるよう

にならないのというような議論もあります。それは、理論

上は可能なのですけれども、ただ、じゃあそのドラマが

DVD になったらどれくらい売れるのかというのは放送し

てみなければ分からないのです。 

 もっと率直に言ってしまえば数字（視聴率）が上がるドラ

マはやっぱり DVD の売上も良い訳です。だから最初の

ドラマ制作時に DVD でもこれだけ払うので買取りにして

くださいっていうのは、こちらから言うのはリスクもあるし、

受ける出演者の事務所の側もそんなもんしか売れないの、

って思うのではないですか。 

 だから結局そこでは買取りの契約というのは中々実現

できないというのが現状なのです。その代わりに話し合

いで合意に達している所定のパーセンテージはDVDに

した場合はお支払いしますよという別途の約束があるの

で、DVDとしてのコンテンツの流通については個人的に

は問題ないと思っているのですけれども。 

前田： 買取りという言葉は、著作権なり著作隣接権の譲

渡を受けるという、著作隣接権そのものを買い取っちゃう

という、こういうことが買取りでしょうか？ 

千葉： 実質的にそうならざるを得ないです。 

前田： しかし、それは中々現実には難しいということで

すね。 

千葉： 大変難しいと思います。 

前田： 分かりました。今も正にお話がありました経産省と

か総務省とかの会議で行われている議論としては、もっ

と放送番組の二次利用のときに必要な権利処理の手間

を軽くして、もっと日本のコンテンツを海外に売っていく

べきじゃないかと。 

 日本のコンテンツを海外に販売していくときに、色々な

権利処理をしないといけない、そのことが海外展開の 1
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つの妨げになって、それが韓国のテレビコンテンツと比

較して日本のテレビコンテンツの国際競争力の弱さに繋

がっているのではないか、というような指摘を耳にするこ

ともあるのですけれども、それについてはどのようにお考

えでしょうか。 

千葉： 確かにそうだとは思うのですね。私が韓国の実演

家の権利がどうなっているかという詳しい情報を精査して

いないので何とも言えないのですけれども、印象的に言

えば何であんなに韓国のコンテンツが東南アジア中心

に売れているのかと思うと、やっぱりそこら辺は政府の

色々な意味で後押しがあるのではないかと思うのです。 

 逆に言えば、これは私の私見ですけれども、韓国の人

口がわずか 5,000 万しか居なくて、彼らは国の施策でネ

ットがすごく発達しているので、番組に関してはネットで

見るということになっていて、DVD の市場というのはほと

んど無いらしいのですよ。 

 となると、国内の二次利用事情というのは日本と様相を

異にしていて、例えば番組販売でも、あれだけの小さな

国土でネット局が沢山ある訳でもなく、番組販売市場も無

いし DVD の市場は今言ったように無いし、ネットの市場

って基本的にそんなに広がるものでもない。 

 そうすると折角作ったテレビ番組をどこで儲けるかとい

うと、海外で儲けるしかない訳で、正しくそういうような、よ

んどころ無い事情を抱えていて海外に出ざるを得ない、

そうなったら国としても本腰を入れて色々なことで応援し

ないとダメだろうという、ある種の戦略商品になっている

のではないかというような印象があるのです。 

 翻って日本は、以前程ではないにせよ DVD は未だに

売れているし、それからBS、CSに番販も出来るし、ネット

局にも番販も出来る、つまり国内で二次利用の市場が、

ソコソコあるので、海外へのテコ入れというのは、ここ 2、3

年色々言われてそのための施策も採られていますけれ

ども、中々韓国ほど本腰が入っていないという印象があ

るのですけれども。 

 

Ⅴ 放送の活性化のために 

 

前田： ありがとうございます。あと 30分程になってしまっ

たので、用意した質問を多少省略させていただきまして

進めていきたいと思います。 

 日本のテレビ局の将来を考えたとき、将来の活性化の

ために著作権法あるいは著作権関連法制をこういう風に

変えれば、もっと産業として活性化するのではないか、と

いうアイデアなり改革案のようなものはお持ちでしょうか。 

千葉： この点に関しては数年前あるいはもう少し前から

色々議論をされているのですけれども、1 つは放送番組

の流通を活性化させるための法改正とか制度の見直し、

2 つ目は著作権侵害を減らすための法改正と制度改革、

の 2本柱だと思うのです。 

 放送番組をラーメンに例えれば、何しろ同じラーメン

（番組）が YouTube あるいはパンドラで、タダで見られて

いるのに、こっちは 1本 300円で売っている訳で味が同

じなら画質は多少違うにせよ、ユーザーはタダのラーメ

ンに行ってしまう訳です。 

 そういうことなので、まず著作権侵害を減らすと同時に、

流通の活性化のための方策を並行して考えなければい

けないと思うのです。流通の活性化に関しましては、い

わゆる権利を多少制限してもネットに流しなさいというよう

な方向性を持った、いわゆるネット法の試みは失敗して

いますけれども、法改正によるそういうような無理やり流

すというやり方ではなくて、テレビコンテンツの制作に関

わる多くの著作者の方々の利益が結果として最大化する

ような、何かうまい状況を作り出すための法改正とかそう

いうのを探っていくというのが、ちょっと抽象的ですけれ

ども一つあると思います。 

 著作権侵害を減らすための法改正なのですけれども、

アメリカでは失敗しましたが SOPA、ソーパと言うのでしょ

うかね。Stop Online Piracy Actあるいは PIPA（Protect IP 

Act）のような、ある種の特別法を作ってネット上の侵害を

何とか減らそうというのは一つあると思うのです。 

 ただこれに関しましてはアメリカでも、テレビ局は「やれ

やれ！」と言うのだけれども、ISP のプロバイダー系の人

は逆に「我々のビジネスを阻害するものだ」という反対意

見もあって、中々うまく両立しないところなのですが。 

 ざっくり言って何らかの根本的な著作権侵害を減らす

ための方策、それから関係者が全部に Win-Win でニコ

ニコできるような流通に関わる方策、その2つをやってい

けばというような印象は持っております。 

前田： ありがとうございます。ちょっと補足させていただ

きますと、今、ネット法のお話があったのですが、このネ

ット法というのは、2008 年にある学者、弁護士それから企

業経営者の方々がネット法という法律を作ればいいじゃ

ないかという提言をされたことがございました。 

 その提言は、インターネット上のデジタルコンテンツに

関して、その権利を一部の権利者に集中させると。映画

であれば映画製作者に、放送番組であれば放送事業者

に、音楽についてはレコード製作者に、インターネット上

の流通に関する権利を集中させて、その代わりに、その

人達には他の権利者に公正な利益の配分をする義務を

負わせると。色々な人の合意が無いとネットで流通させら

れないというのではなくて、一応権利としては一定のもの

に集中させるというような法案の提案がなされたことがご

ざいました。 

 ところがその提案は、映画製作者、放送事業者あるい

はレコード製作者に権利を集中させるというものだったの

ですが、必ずしも映画製作者・放送事業者・レコード製作

者が賛成した訳ではなく、そういう提案がかつてありまし

たが、あまり多くの賛成が得られずにそのまま特に発展

しないまま今日に至っているという状況かと思います。 

 それからアメリカの SOPA あるいは PIPA という法案に
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ついてのお話がありましたけれども、昨年 SOPA につい

てはアメリカの下院議員から、PIPA に関しては上院議員

からそれぞれの議会に提案された法案でして、色々なこ

とが書かれているのですけれども、特徴的なのは、イン

ターネット上の違法サイトへのアクセスをブロックし、ユー

ザーの方がその違法サイトにアクセスしようとしても、イン

ターネット・プロバイダーの方でそれをアクセスブロック

する義務をインターネット・プロバイダーに課すという法

案だと聞いています。 

 これについてはネット関連の色々な企業から反対があ

って、これらの法案は提出されたけれども、審議がストッ

プしているというような状況が続いているようです。 

 しかし、何らかの方策によってネット上の著作権侵害行

為は無くしていくことが当然必要であると思いますが、例

えば YouTube のような動画サイトにテレビ番組が多数ア

ップロードされているというような事実があると思うのです

けれども、これに対して放送局としてはどのような対策を

取っておられるのでしょうか？ 

千葉： ご存知の通り YouTube はグーグルなので、彼ら

が言うのは、侵害物であると正当な権利者から告知があ

って確認されたならアップロードを落としますよと、そこま

でが彼らの義務なのですね。 

 これはアメリカの著作権法で決められていることなので、

それはやりますと。しかしながら我々が独自にパトロール

して落とすことはしません、というのが彼らの立場なので、

例えば我々の制作セクションか一般視聴者からYouTube

この URL で違法動画がありますというように連絡があっ

た場合はそれを YouTube に連絡し、告知を行ってテイ

クダウンしてもらうという作業は日常的に行っています。さ

らに、在京5社に関してはYouTubeと、あるアグリーメント

を結んでおりまして正規に映像を配信しますが、その代

わりに YouTube オリジナルの動画削除ツール（ビデオ

ID）、これはフィンガープリントつまり指紋のことですが、

音声とか映像をあるデジタルの暗号というか記号に変え

てそれを使って全 YouTube 内で同じデジタル記号に照

合した映像は消していく技術を提供します、というのが

YouTubeのやり方です。 

 そうすると一度上げた映像は自動的にフィンガープリン

ト化されて、YouTube がそのフィンガープリントを

YouTube 内の全動画を当ててみて、当たったのは落ち

ていくという、自動的に削除する機能なのですが、在京 5

社に関しては利用している、NHK さんも利用しています。

でも、全てのテレビ番組についてビデオ IDでフィンガー

プリント化している訳ではないので、何らかの形でノーテ

ィスしてテイクダウンしてもらうということは、従来型の対応

として、日常的に継続的にやっている状況です。 

 

Ⅵ 「写り込み」規定と「フェアユース」について 

 

前田： ありがとうございます。ちょっと侵害対策の話から

は外れてしまうのですけれども、国会で先日、著作権法

改正案が成立致しまして、その中の改正内容の 1 つとし

ていわゆる「写り込み」と呼ばれる問題を取り扱った改正

条文が成立しました。それは何かと言いますと、メインの

被写体を撮影しようとしたら、付随的に他人の著作物が

写り込んでしまうという現象が起こることがございますけ

れども、そういった付随対象著作物については本来の被

写体と分離することが困難であって、かつ軽微な構成部

分に過ぎないときには著作権侵害とはならないとする条

文の新設が含まれていますけれども、今回の改正法が

成立したことによって、放送番組の制作がやり易くなると

いうようなことはありますでしょうか？ 

千葉： どうでしょうね、そういうような分離困難のものが写

り込んでしまう機会というのは、外で偶々ロケをしていて

後ろに著作物が写っちゃっている場合とか、あるいは外

のロケものじゃなくてもタレントの家に行ったりなんかして

後ろに偶々他人の著作物が写り込んじゃったりする場合

だと思うのです。 

 スタジオで絵を撮る場合は、テレビのフレームの中にあ

るものに関してはディレクターの意思が働きますので、そ

こは写し込む、そこは写し込まない、あるいは半分だけ

入れ込もうと、絵の作りというのは 100％ディレクターの意

思なのでそれは写り込みの範疇には入らない、それは

意図的に多少なりとも写し込んでいる訳ですから、この改

正の対象著作物には該当しないと。 

 ですが、多少楽になる部分はある。楽になるというか、

これは写り込んでいるけれども、新 30条の 2でいけるの

ではないかっていう判断できるものは、多少は広がると

思いますけれども、大いに楽になるという印象はあまりな

いのですよね。ただ、ロケに行っているディレクターが30

条の 2 をよく知っていて「うんうん、ここ行っちゃうと、写り

込みでこれぐらいならオーケーだ」と判断する訳はない

ので、偶々写り込んじゃったときに「すみません、こういう

のが写っちゃっているのですけれども、これ行けますか」

というときに著作権のセクションが判断してこれは30条の

2 の範囲で行けるから全然大丈夫よって言ってあげると

いうことになってくるのではないかと思いますけれども。 

前田： ありがとうございます。この30条の2の条文を作る

きっかけになったのは、アメリカではフェアユース規定と

いう規定があると。アメリカ合衆国の著作権法 107条では

批評、解説、ニュース報道、教育、研究その他の目的と

する他人の著作物の公正な利用は許されるという非常に

抽象的、一般的な著作権制限規定があります。公正な利

用かどうかは、使用の目的、著作物の性質、使用された

部分の量及び実質性、それから著作物の潜在的市場ま

たは価値に対する影響、こういったことを考慮して公正な

利用かどうかを判断すると。公正な利用、即ちフェアユー

スに当たると裁判所が判断するとなれば、それは著作権

侵害にはならない、こういった一般的・包括的な著作権

制限規定があって、日本でもそういった包括的、一般的
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な権利制限規定を設けてはどうかというような議論があり

ます。 

 最終的には先程お話が出ました30条の2等の、これだ

けではないのですが、こういった形のいくつかの規定が

出来たというのが日本での経過でございますが、アメリカ

的なフェアユース規定を日本でも導入すべきではないか

という議論は最近よく耳にするところですけれども、それ

について千葉様はどうのようにお考えでしょうか？ 

千葉： 中々難しいし、両刃の剣だと思うのです。ですか

らアメリカ的に、ブランケット的に間口の広い規定を作っ

た場合にそれが拡大解釈されるという懸念があります。 

 それは例えば放送番組を使う側が拡大解釈するという

こともあるし、逆に我々が他人の著作物を使う場合に、拡

大解釈しがちになっちゃうということも多分あると思うので

す。じゃあ、そういうことが起こって紛争が起こったときに

どうするかと言うと、やっぱり裁判なり話合いなりをしなけ

ればいけないということになると思うので、それはちょっと、

何となくアメリカの訴訟社会を前提としないと成り立たな

いみたいな印象があると同時に、もうちょっと個別規定に

関して検討する余地があるのではないかというように民

放連では考えて、そういうようなコメントも出しているので

すけれども。 

 何となくフェアユースというとすごく胸を張ってフェアユ

ースでござい、っていうような印象があるのですけれども、

フェアユースと言いつつも灰色のところを白と言い張るた

めのフェアユースじゃないのかというような、すごく偏見

に満ちた印象を私個人は持っております。 

 

Ⅶ テレビ業界からみたロースクール生への期待 

 

前田： ありがとうございました。今アメリカが訴訟社会と

いうことがあったのですが、実はこの授業の受講生のほ

とんどの方は司法試験を受けるのですね。司法試験の

合格者の約9割が弁護士になるというのが現状なのです

が、他方、今弁護士が供給過剰だと言われている実情が

ありまして。そのために若い弁護士あるいは修習生、ある

いは弁護士になろうとするロースクール生の方々から見

ますと、弁護士に対する社会の需要がどの辺にあるのか

ということについて深い関心を持っているというのが実情

かと思います。 

 そこでお尋ねしたいのですけれども、テレビ局を含む

テレビ関連業界、あるいはもうちょっと広くコンテンツ関連

業界といいますか、そういった業界において弁護士ある

いはロースクール修了生に対する需要というのは今後大

きくなっていくかどうか、その点についてはどういう風に

お考えでしょうか？ 

千葉： 需要に関しては様々な形の需要が、色々とあると

思うのですけれども、確実に需要は増していくと思うので

す。私がフジテレビに入ったのが25年前で、河田町に居

た時代ですけれども、入講証も無くて、みんな顔パスで

社屋に入って来ていたのです。 

 だけれども、今や入構証があります。当初お台場に引

っ越したときには見せれば良かったのですけれども、今

は何か電子的機器にペタッと引っ付けてピッと音がしな

いと通れないとか、色々な意味でコンプライアンス、法令

遵守とかが公私ともにキツクなってきていると思います。 

 また視聴者あるいは一般の方々が、放送局の番組、放

送局に勤めている人々を見る見方も非常に厳しい部分

があって、色々な意味で法的にこれはどうなのとかいう

内部検討は、昔に比べて格段に多くなっているのです。

そういう意味では弁護士さんにちょっと相談したいね、と

いうような局面は日常的に多々あります。 

 私が著作権の部署に来た 17 年前に比べて、本当に日

常的にバラエティはバラエティで、ドラマはドラマで、そ

れぞれ相談できる弁護士さんを見つけて意見を求めて

いるという現状もありますので、テレビ業界あるいはテレ

ビ関連業界の弁護士さんに対する需要というのは確実に

多くなっていると思うのです。 

前田： ありがとうございます。そのテレビ業界から見て、

弁護士あるいはこれから弁護士になろうと思っている

方々に対して、こういう弁護士になって欲しいというような、

そういったイメージというのはお持ちですか？ 

千葉： まずテレビの原点ってどこにあるかと言うと、やは

り面白いこと新奇なことそれをみんな見たいのです。で

すから弁護士さん一般にそうだと思うのですけれども、何

にでも好奇心を持っていただきたいというのが一つある

のと、後は映像が好きということじゃないかと思うのです。 

 女優さんと話せるかもしれないという密かな希望でも良

いのですけれども、それも好奇心の一つだとすれば、そ

ういうようなニーズが必要です。あとは社会全般の動きで

言えばコンプライアンス等々がテレビ業界でも非常にうる

さく言われるようになってきた背景に触れましたけれども、

一般の企業に比べればまだまだある意味伸び伸びして

いる業界ではあり、緩い部分がありますので、そういう緩

い部分でカリカリしない人、何でこんなことをやってない

のって思うこともあると思うのですけれども、カリカリしな

いで、まあしょうがないかなって思ってくれる人が個人的

には話しやすいのですけれど。 

前田： ありがとうございます。私もエンタテインメント関係

をさせていただいている弁護士ですけれども、よく私が

誤解を受けるのは有名人と沢山飲み友達で、コンサート

のチケットとか行きたい放題で、と誤解されて、友達から

お前そんな仕事をしているのだから何かのチケット取っ

てよって言われることがあるのですけれども、そんな実態

は全くありませんので。 

 こういう仕事をしている弁護士だからこそ、例えばコン

サートのチケットを取ってくださいとか、私の口からは口

が裂けても言えない、むしろそういう経験のない、エンタ

テインメント業界と縁のない弁護士の方がむしろ平気で

言ったりします。 
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 私は自分の商売ですから、有名人のコンサート行きた

いとか子どものためにサインが欲しいとか、そういうことを

私が要求するということは絶対考えられないです。だから

皆さん今ちょっと女優さんと話せるというのがありましたけ

れども、それは皆さんちょっと… 

千葉： 誤解を与える発言をしてしまいましたけれども

（笑）、テレビの制作現場に弁護士さんが居るということは

ゼロパーセントです、絶対にありません。前田先生からコ

ンサートのチケット取ってと言われることもないです。そ

れは証言しますけれども、ただある種のミーハーな気持

ちは持っていた方がいいのかなとは思うのです。 

 私も職業柄色々な弁護士さんと会いましたけれども、僕

自身が、根が大雑把な人間だということもあるのですけ

れども、いわゆる四角四面の方とは中々お話しし難くて、

ある種ユーモアを解してミーハーな部分もあってという弁

護士さんの方が向いているのかな、とは思います。 

前田： ありがとうございます。確かにおっしゃる通り、私

達がエンタテインメント関係をやっている弁護士が集まっ

て何かやりますと、さっき正に千葉さんからお話がありま

したように、映像が好きとか、漫画やコンテンツが好きと

いう人がすごく多くて、やっぱりエンタテインメント関係の

弁護士さんは皆さん好きで仕事しているという人が多い

かなという気がいたします。多分そういうものが必要だと

いうことなのしょうね。 

千葉： おっしゃる通りです。 

 

Ⅷ 質疑応答 

 

前田： ありがとうございました。私から千葉さんにお聞き

しようと思っていたことは一通りお聞きさせていただきまし

た。もう後 6 分ぐらいしかないのですが、じゃあこの 6 分

間会場からご質問をいただいてもよろしいでしょうか？ 

千葉： 何でも聞いてください。分かる限り教えます。 

前田： 何かご質問ある方いらっしゃいますか？ 

千葉： 弁護士になられて基本的には弁護士事務所に所

属されるか、あるいは検事とか判事あとは裁判官になら

れる方もあると思うのですけれども、もしかしたら弁護士

資格を取られた後に、テレビ局に入るというのもある選択

ではないかと思うのです。イン・ハウス・ロイヤーという言

葉を皆さんお聞きになったことがあるかと思いますけれ

ども、TBSにもこの間1人入りました、NHKには、複数居

ますし、日本テレビにも居ます。 

 残念ながらフジテレビには今イン・ハウス・ロイヤーは 1

人も居りませんので、色々な条件があるのかとも思いま

すけれども、テレビ局を志望するというのも、もしかしたら

アリなのかもしれません。その場には年齢制限だとか何

だかんだうるさいことを言う人事もありますけれども、やっ

ぱり一本釣りというか、相対（あいたい）の就職交渉、つま

り一本釣りにはなると思うのですけれども、本当に社内に

社員として弁護士が居るというのは心強い限りなので、あ

るいはテレビ局に限らず映画会社でも良いし、イン・ハウ

スで法律実務家として働くという選択肢もあるのではない

かと思うのです。 

 一般に就職氷河期と言われる中で、中々大変ですけれ

ども私の経歴を見て分かる通り、うっかりブリヂストンに入

って嫌気がさして、新聞の広告を見て応募したらうっかり

フジテレビに入っちゃった人間なのです。その後、色ん

な偶然が重なって、うっかり著作権のセクションに来て 17

年です。人生どうなるか分からないので、全ての人が、

色々な可能性を持っていることを前提にして、色々なこと

にチャレンジしていけば良いのではないかと思うのです。

口幅ったいことを言うのですがそんな感じです。 

前田： 何かこの際…、はいどうぞ。 

学生Ａ： お話ありがとうございました。本当は何故ブリヂ

ストンからフジテレビに就職されたのかという経緯を聞こ

うかと思ったのですけれども… 

千葉： それ答えましょうか、僕はブリヂストンに居たとき

にサウジアラビアにずっと居たのですよ。それで今から

考えると違法複製物ですけれども、好きな番組を東京で

録画して送ってきてくれていたのです。僕がリクエストし

ていたのはずっと「ひょうきん族」で、すごく面白かったの

です。 

 外から帰ると、特にサウジアラビアみたいな発展途上国

から東京に帰ると全てのシステムが進んでいて、出先に

いると、僕が事務所長でしたから全てが、僕の一存で決

められたのですが、帰って来ると、ハンコを沢山並べな

いと何も進まない訳です。そうすると日常の仕事が面白く

ない訳ですね。そのときに偶々新聞広告を見て、フジテ

レビ中途入社募集しているじゃないかと思い立って応募

したのが発端です。 

学生Ａ： すばらしい行動力ですね。 

千葉： というか、本当に嫌気が差したのだと思うのです

けれどもね。だから何でもやってみれば良いです。もう

ひと方？ 

学生Ｂ： 本日は貴重な講演ありがとうございました。韓

国からの留学生です。先程、韓国の話がありましたけれ

ども、韓国ではテレビドラマは放映が終わった 3 時間後

にはホームページで、タダで見られるような状態ですの

で、ゼロ円で見られるのが当たり前になっているけれども、

日本テレビ局のドラマとか映画とかが、もっと韓国を含め

てアジアで見られるようになれば良いな、と思うのですけ

れども。 

 日本のドラマがアジアで放送されるようにする、多分契

約を結んだりするのに、こういうのが難しいとか、こういう

のが難関だとかそういうのについては、いかがですか。 

千葉： 海外への番組販売市場というのは存在して、その

実績はあります。韓国にも売っています。中国にも売って

います。それから東南アジアにも売っているのですけれ

ども、権利的な問題で言うと、一番の問題は音楽原盤な

のです。JASRAC に相当する音楽権利者団体が韓国に



第 12 回 放送に関する著作権法上の問題 

- 141 - 

もあって、そこと相互に著作権の保護・管理について契

約しているので、それは処理できるのですけれども、原

盤に関しては個別に処理しろ、ということになっているの

です。ですから原盤をどうするか、レコードをどうするかと

いうのはちょっと悩ましい問題なのです。それが一つ。 

 2 つ目はごくざっくり言いますけれども、放送枠の規制

の問題です。中国が特に厳しいのですけれども、日本か

ら買った番組を放送する枠って決められているのですよ、

すごく少ないのです。ですからテレビ放送というところで

は需要が無いのです。韓国も多少そういう規制があるは

ずですよ。ですからこちらが売りたいと思っても売れない

という事情があるのです。 

 東南アジアに至ってはすごく購入価格が低いので、こ

ちらが一生懸命セールスをしに行って売っても結局その

出張費の方が高くついちゃうとか、そういうことがあるの

ですよ。すごくざっくり言いましたけれども、間違っていま

すかね。レコードのことについてはちょっと知らないこと

も多いので海外での権利問題について間違ったことを言

っちゃったかもしれませんが、いずれにせよオンエアー

3 時間後にゼロ円でネットに流すというのはちょっと日本

では出来ないです。他にありますか？はい、じゃあその

あなたです。 

学生Ｃ： 大変貴重なお話しありがとうございました。先

程ひょうきん族を海外で見ていた、違法複製物だけど、と

おっしゃっていたのは、そこにいらっしゃる前田先生も関

わっているまねきTV事件ともちょっと関わっていると思う

のですが、例えば市販のベースステーションを家の壁か

ら出ているテレビの線に繋いでおいて外国からでも日本

のテレビ番組をリアルタイムで視聴可能になるというサー

ビスがあって、それを中々海外出張の方だと固定の持ち

家というものが無ければ置いておく場所がないから置か

せておいてくれる業者に頼んで海外に出張に行ったと

いうケースで、その業者が著作権侵害とされた事件があ

ったかと思うのですが。 

 勿論、著作権的に見てどうか、という議論もあると思うの

ですが、あくまで視聴者の方というかユーザーの方から

見て、たとえそれが違法であったとしても、それが取っ掛

かりとなって、その業界とかあるいは関連コンテンツに興

味を持つということが多分事実としてあると思うのですが、

そういったユーザーの間口の広げ方ですね、YouTubeと

かをきっかけとしてどの程度ユーザーが広がるのかとい

う点についてどのようにお考えなのかというのをお聞きし

たいと思いました。 

千葉： ちょっと難しいですね。前田先生どう思います

か？ 

前田： まず無料放送の番組というのはタダで見られるの

が当たり前という感覚を皆さんお持ちだと思うのですけれ

ども、そうではなくて、何で民放が無料放送をしているか

と言うとそれはコマーシャルを放送して、コマーシャルの

対価をスポンサーから得ているからであって、決して空

気や水のように元々そこにタダで使えるものとして存在し

ているものではありません。コマーシャルを見ていただく

ことが契約条件になって放送をしている訳ではないです

けれども、コマーシャルを見ていただくことを前提として

放送をしているというものです。また先程もクラシカルオ

ーサーのお話をさせていただきましたけれども、放送局

というのは全ての権利を持っている訳ではなくて、放送

局の背後にはクラシカルオーサーの方々など多くの権

利者がいらっしゃる、その方々との契約の下で放送をし

ているということがございます。 

 まず広告を見ていただきたい対象地域というものがあり、

それからクラシカルオーサーとの関係においてはこの範

囲で放送するという契約上の制限があり、そのような制限

の中で放送をしているというものです。空気のようなもの

として無料放送番組があるのだとしたら、それはどこに居

る視聴者でも見られるようにすべきだということになると思

うのですが。元々コンテンツというものは本来有価物であ

り、それがこの地域における方にコマーシャルを見てい

ただきたいという広告効果を狙って、その対象地域の方

にお届けをする、その範囲でクラシカルオーサーとの権

利処理をしている中で無料放送が成り立っている訳です。

その状況の中で、まねき TV などの事業者の方々は、正

に彼らの営利目的のために、そういうお金が掛かってい

るコンテンツを利用して、自ら金を儲けていると。そういう

ものに対しては権利行使をするのが当然であるというの

が私の考えです。 

学生Ｃ： 勿論、作っている側からすれば全くその通りだ

と思うのですが、視聴者としてはやっぱり見たいという気

持ちが先に出る、そうした場合に例えばまねき TV 側の

交渉なり何なりで、ある程度合法的に視聴者が見られると

いうことにする道というのは無かったのでしょうか？海外

に行っても日本のテレビ番組が見たいというニーズが確

実にあるから、ああいう商売が成り立っていたと思うので

すが、そういった側、勿論それはワガママなのだからそ

んなのは考える必要はないというのも一つの意見だと思

うのですが、そういう意見もどのように汲み取っていくべ

きなのかということについて。 

前田： これは私の代理人としての見解ではなく、全く私

の純粋な個人的見解としてお聞きいただければと思うの

ですけれども、前回の講義にも今日の授業もかなりの時

間を割いていたのは、実は、1つのコンテンツに思えるも

のの権利関係がすごく複雑で、一人の人の判断とか裁量

で何か出来るという訳ではない構造になっているというこ

とです。先程のお話にもありましたように、テレビ番組も

実は放送局が番組の著作権すら有していないものがま

ずあります。 

 先程オリンピックのお話とか色々いただきましたけれど

も、そういうものもある。クラシカルオーサーもある、音楽

もある、レコード原盤の問題もある、そういった中でじゃあ

テレビ局がまねきTVから月額いくら下さいというような交 
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渉が成り立つ環境は、直ちには難しいだろうなと思いま

す。もしそれをやるとしたら、全権利処理が必要になると

思います。 

学生Ｃ： 分かりました、ありがとうございます。 

前田： おっしゃるような考え方からすると、むしろ今の権

利構造というのは非常に複雑で、多数の権利者の権利

処理が必要だということが一つ由来していますので、む

しろそれを集約して1人の人が判断して利用できるように

した方が良いと。これはネット法の発想に繋がるのかもし

れませんが、そういった考えもあり得るところだと思うので

すが、少なくとも現在の法体系はそうはなっていないと思

います。 

学生Ｃ： ありがとうございます。 

千葉： よろしいですかね、じゃあ最後に。 

学生Ｄ： 学術的ではないのですけれども、YouTube な

んかを見ていてもテレビ番組が苦労されていて、同じ局

でも中々消えないなという作品と、すぐに消えてしまうよう

な作品というのがあるのですけれども、それというのはテ

レビ局の何か戦略的な問題で操作したりするということが

あるのでしょうか？ 

千葉： 例外的にあります。たださっき言ったように

YouTube側にビデオ IDとしてYouTubeに渡してあって、

自動的に消えていく番組は早く消えるし、あるいはタレ込

みがずっと無い場合、我々もずっとパトロールしている訳

にいかず、タレ込みが無くて残っている場合もあるし、例

外的に、例えば深夜の番組で、視聴者層が、ネットユー

ザーに親和性がありそうだ、と予想される番組まで、例外

なく闇雲に消去してしまって良いのかどうか、実際、過去

には制作現場からの依頼で、削除せずに残しておいた

こともあります。その場合は消さないでという、逆のノーテ

ィスを出さないといけないということです。 

前田： それでは時間になりました。千葉さん、お忙しい

中、ありがとうございました。（拍手） 

 

 

 

 

 
第 13回 日本人の知らない著作権 
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 ３ ベルヌ条約と相互主義 

Ⅴ 追及権がもたらすもの 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

高林： それでは JASRACの寄附講座をこれから行いま

す。今回のテーマは「日本人の知らない著作権」と書い

てあり、一体何のことかと思うでしょうけれども、実は集英

社新書から「日本人の知らない著作権」という本を出して

いる小川明子先生に来ていただいたということです。 

 『文化のための追及権』という本ですけれども、前半は

ずっと著作権を非常に分かり易く解説した本ということに

もなっていて、主眼としては追及権というものをテーマに

したものです。これからお話が出てくるので追及権ってど

ういうものかはお話ししていだくとして、小川さんのご紹

介だけちょっと私がしたいと思います。 

 小川先生は言ってみれば私の弟子でございまして、大

学院の修士、博士を経て、以前担当された安藤和宏さん

と同じように一昨年法学博士号を取得しておられるという

ことですが、安藤和宏先生もそうですけれども、元々社

会人として早稲田大学の修士に来た訳で、元々は経済

学を専攻しておられたけれども、どこで道を誤ったか美

術等々に興味を持ち、フランスの美術館等々との関係で

お仕事をしてみたりということから美術にぐっとのめり込

み、かつ著作権という分野に進んで来たという異色の学

者ですので、今日はそういう観点から日本人の知らない

著作権についてお話をいただければと思います。では

よろしくお願いします。 

小川： 「日本人の知らない著作権」についてお話しさせ

ていただこうと思っております。本日授業に参加してくだ

さる皆さんの中には、私は著作権に非常に詳しい、ある

いは、私は知財で生きていくのだというような方もいると

思いますし、一方では一体著作権というのは何故必要な

のかと思っている方もいるかもしれません。それで、まず

全体的に著作権とはどういうものかという辺りから始めま

して、その後、美術の著作物を保護する著作権というの

はどういうものかというような観点から、言い換えると、「日

本人の知っている著作権」、「日本人の知らない著作権」、

そして「日本における追及権の必要性」についてお話し

したいと思います。というのは、この本にもありましたよう

に追及権という日本にはない、言ってみれば六法全書に
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も出ていないし、皆さんは勉強したこともない権利だと思

います。これはどういうものか、そしてこの権利が日本に

おいて、あった方が良いのではないかという、そういった

内容を中心にお話しさせていただくということを考えてお

ります。 

 

Ⅱ 日本の著作権法 
 

１ 著作権法の目的 

小川： まず、日本の著作権法というものについて考えて

みようかということです。日本の著作権法第1条は、こう書

いてあります。「この法律は、著作物並びに実演、レコー

ド、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに

隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用

に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文

化の発展に寄与することを目的とする」となっています。 

 皆さんご存知でしょうが一応読み上げましたのは、「公

正な利用に留意すること」、それから「著作者等の権利の

保護を図ること」、この両面を拡充していくことによって最

終的に文化の発展に寄与することにしようではないかと、

そういうことが書いてあることを確認したかったからです。 

 その通りですよね、しかしこの公正な利用ということと権

利の保護という 2 つの事は、果たして対立する概念なの

かということです。まず、今ある著作権法の中で皆がもっ

とうまく使えるように公正な利用について考えようではな

いか、少し権利を与え過ぎているといった場合には、例

外規定を置いた方が良いのではないか、他に保護する

ようなものがあるのではないか、あるいは、そういう場合

には例外規定を考えていこうじゃないかといった方向性

がある、例えば 2012 年の著作権法改正においても写り

込みをどうしましょうかとか、それからDVDのリッピングを

どうしましょうかとかそういうことで例外規定を強化するあ

るいは弱くする、そういうようなことが考えられています。 

 そして、公正な利用の面だけではなくて、著作者の権

利ということについても、もう少し考えたらいいのではな

いかというような考え方もあります。昨今のトレンドとして

は、著作権の保護を主張するというのはあまり流行りでは

なく、むしろ例外規定を拡充して公正利用をもっと使える

ようにしてくれ、俺はタダでダウンロードしたいのだと、そ

ういう意見の人たちを保護する、あるいは著作者が著作

権というものが十分機能していないから他の形で守って

いこうとか、総じて、むしろ公正利用の方に力点を置いた

検討の仕方が多くされているのではないかと思います。

しかし、権利者の保護についての検討、例えば、これま

でに日本にはない権利だけど今後こんな権利を作った

方がより良いことになるのではないかということも、もう一

つ必要な論点ではないかということです。 

 つまり、公正利用と著作者の権利との両方が検討され

て初めて、最終的には文化の発展に寄与するのではな

いのかなということを、私は考えました。 

 それではまず、日本人の知っている著作権のご説明か

ら始めさせていただこうと思います。 

 

２ 著作者の権利 

小川： 日本の著作権法には、著作者人格権と著作財産

権があります。日本の著作権法ではこういうような権利が

与えられています。六法を見ていただければ分かること

なので、敢えてどうこうという説明をするものではないの

ですけれども。 

 その中で財産権というものは、最初に著作権というもの

が出来た段階からありました。グーテンベルクが活版印

刷の機械を作り、その後にカクストンという人がイギリスに

印刷技術をもたらしたと言われています。色々な本を出

版していくのに伴いまして海賊版もドンドン出てくると、出

版した人が王様に保護を求めることになります。王様が

最初に与えた権利がいわゆる複製の権利な訳で、複製

権つまりコピーする権利というものを中心とした著作財産

権が発達してきている訳です。 

 しかし、著作財産権だけでは守れないものもあるので

はないかということが、著作者人格権の成立に繋がって

います。著作者人格権は、日本の場合で言うと公表権、

氏名表示権、同一性保持権があるのですけれども、何故

著作者人格権というものがあるのだろうなというところをち

ょっと考えていただこうと思います。 

 著作者人格権というものは、イギリスで国王の保護をか

ら始まった複製権とは、少し出来方が違っています。そう

いうものではなくて、むしろ、人格的な利益を保護するも

のであるということです。起源はフランスではないかとい

う説もありまして、そのフランスでは1813年には著作者人

格権の判例があるとも言われますし、9 世紀のインドには

すでに人格権、つまり、モラルライトがあったと書かれた

書物もございます。 

 著作財産権だけしかない場合には、色々と困ったこと

が起きてしまうという具体例を一つ挙げると、ある著作者

の作品を、許諾を受けずに勝手に利用したAさんが居る

とします。そうすると著作権侵害ですから、侵害してはい

けませんとして取り締まることが出来ます。一方、許諾を

受けて使用したBさんも居るとします。しかし、このBさん

の使い方が名誉を傷付けるような方法だった時、財産権

のみでは取締りはできません。そのようにして著作者人

格権というものは出来てきたということでございます。 

 それで、日本の著作者人格権は 3つございます。ベル

ヌ条約に対応して見てみると、日本の著作者人格権が極

めて厚い保護を与えているということが分かると思うので

すけれども、ベルヌ条約の条文を先に見てみましょう。 

ベルヌ条約  第6条の 2 

（1）著作者は、その財産的権利とは別個に、この権利

が移転された後においても、著作物の創作者であるこ

とを主張する権利及び著作物の変更、切除その他の

改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉

又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申

し立てる権利を保有する。（下線は講演者による） 
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 ベルヌ条約は、「著作者は財産的権利とは別個に権利

が移転された後においても創作者であると主張する権利

を持つ」としており、これは日本の氏名表示権に相当しま

す。それから「著作物の改変切除その他の改変、切除」と

いうところは、日本の同一性保持権です。「自己の名誉又

は声望を害するおそれのあるもの」の辺りが日本だとみ

なし侵害として113条で保護されているということになりま

す。そうすると、ベルヌ条約にはない公表権が、日本に

はあるということで、ベルヌプラスというような言い方をさ

れて非常に保護が手厚いという風に言われております。 

 なおかつ、同一性保持権につきましては、ベルヌ条約

では単に「著作物の変更、切除その他の改変」となって

いますが、日本の法文を見みてみますと、「著作者の意

に反する」切除や改変が同一性保持権の侵害であると規

定がされています。その様な点も合わせると、日本の著

作者人格権は、非常に手厚いものであるということが分

かっていただけるかと思います。 

 日本の著作財産権は、21 条から 28 条までに規定され

ております。比較すると、ベルヌ条約にも同様の財産権

が書かれていることが分かると思います。ところがベルヌ

条約14条の3の追及権、これだけは日本法にありません。

日本は同一性保持権だって手厚いし、公表権まであるの

に、なぜ追及権はないのだろうというようなことですが、こ

こまでが日本の著作権法全体の見取り図です。 

 

３ 美術の著作者の保護 

小川： さて、本日皆さんにお話しさせていただく著作権

については、それなりに学部でも学んできたでしょうし、

法科大学院に来ても勉強はされてきたと思います。しか

し、六法全書の紙の上で書いてある複製する権利という

のは、実際に、自分が画家だったり、小説家だったり、あ

るいは音楽家だったりするときに、どうやって行使できる

のだろうかという風に考える機会は、あまり無いのではな

いかと思います。 

 美術の著作者を例にとって考えてみたいと思います。

ここに1人の画家が居るとしましょう。この画家が絵を描い

て、この描いた絵について複製権だとか公衆送信権だと

か展示権を行使するというのは具体的にどういうことなの

でしょうか。絵に描かれたイメージをそのまま使うことを許

諾するのが複製権ですから、これを行使するということは、

例えば、絵画を基にポスターを作ることを許諾することに

なります。公衆送信権であれば、インターネットに画像を

載せて皆さんに配信すること、展示権であれば、展覧会

をする場合の展示する権利を持っているということになり

ます。勿論、制限規定で所有者にも展示の権利はあるの

だけれども。あるいは 26条の 2の譲渡権がありますから、

複製物あるいはこの原作そのものを譲渡するというのが

美術の著作者が持っている具体的な権利です。 

 今度は二次的著作物について考えてみます。これは、

自分の作った作品を翻案する権利、そして二次的著作物

を作ったら原作品の著作者にも同じ権利があるというよう

なことが28条に書かれています。これは具体的に考える

と小説の著作者が漫画になるというのが翻案に当たり、ま

た翻訳もそうですね。これが日本の現在行われている著

作権による保護というものを図示したものです。 

 そうしますと美術の著作者はどうなるでしょうか。私は絵

なんか大嫌いですという人もいるかもしれませんが、これ

からずっと画家の人生を辿っていきます。この画家は、

一体どこから収入を得るのでしょうか。画家の収入を考え

ると普通は複製権を使える人はほとんど居ません。だっ

て、誰だか知らない人が描いた悪戯描きみたいな絵を、

「すみません。それで本を出したいので絵を10枚描いて

ください」なんて言われることは無いし、たとえ出版され

たとしても、そんな本は誰も買わないでしょう。ところが描

いた 1 枚の絵が気に入れば、「500 円で良いなら私この

絵を買います」と言われるかもしれない。つまり画家の収

入というのは、複製権によるものというよりも、原作品を販

売することの対価としての収入がほとんどという風に言う

ことができる訳です。 

 著作権法には、複製権もあるし公衆送信権もあるし、多

くの権利があると言いましたけれど、実際に画家が行使

して受け取ることができる金銭的なものは販売の対価だ

けということになります。勿論、有名になれば、複製しまし

ょう、ポスターを作りましょう、絵葉書も作りましょう、展覧

会をしましょうという具合に、著作財産権を行使した形で

いくらでもお金は入ってくる訳です。しかし、多くの有名

でない画家さんというのは、やっぱり何も貰えない。つま

りは原作品を売り続けるしかないことになります。 

 一方文芸の著作者、小説家を思い浮かべてください。

宮部みゆきでも、東野圭吾でも、そういう人達の場合は 1

作品を書いて出版したら、その後何ら収入が入ってこな

い訳ではないです。勿論、最初に売って、あまり売れ行

きが良くなくて、絶版になってしまった場合、それキリ印

税は入ってきませんね。しかし、すごく良い本で、何万部

も売れてしまったなんてことになると、ドンドン増刷されま

すから売れた分の印税というものがまた入ってくることに

なります。印税と言っても10％程度だと思いますけれども、

その作品の人気が上がり、沢山売れたことによって、複

製物を頒布する形態をとる小説の著作者には、その一定

のパーセンテージがドンドン入ってくる訳です。 

 美術の著作者はどうだったでしょう。一枚の絵を売った
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ら、その後何も入ってきません。絵を売ってしまったら、

その後、絵の価値はいくらになっても、もう何も入ってき

ません。彼らはどうしたらいいかというと、他の作品を作る

しかない訳です。その人の作品に対する平均価格が上

がっているのだから、もし他の作品を作れば、またより高

い値段の収入が何とか入ってくるからということになりま

す。でもあるとき、歩いていて手を骨折してしまい、もう筆

を握れなくなった、あるいは死んでしまった、そうしたらも

う作れないことになります。そして、この人にはその後何

もお金が入ってこなくなってしまうことになるのです。 

 

Ⅲ 日本人の知らない著作権 

 

１ 美術の著作者はなぜ貧しいか 

小川： さて、ここまで日本人の知っている著作権の話を

してきました。次は日本人の知らない著作権の分野に入

ろうと思います。まずここで皆さんにお見せしたいのは、

ヴィンセント・ファン・ゴッホという非常に有名な画家の絵

です。勿論、「ひまわり」の方が有名ですけれどもね。どう

してこの絵を映しているかと言うと、これは、ゴッホの短い

生涯の間で唯一売れた絵だからなのです。今ロシアの

プーシキン美術館にあります。ゴッホは、1853 年に生ま

れて 90年没ですから、ものすごく短命ですよね。最後は

悲惨な自殺を遂げたと言われているのですが、この絵、

実はスイスで行われた 20 人展（Le Vingt）というのがあり

まして、1890 年ゴッホが自殺する年なのですけれども、

その年に売れたと言われています。売れたといっても弟

がお金を出したのではないかとか、本人が買ったのでは

ないかとか、後には色々な話も出ているのですが、自身

もコレクターであり画家であったアンヌ・ボッフさんという

方がこれを買い取ったと言われています。これは生涯唯

一買ってもらえた絵であるということです。後年、ゴッホの

作品価値は非常に高くなり、バブルの時期ではありまし

たけれども、日本のある有名企業の会長は 125億円でゴ

ッホのひまわりを購入したときに、自分が死んだらこの絵

も棺桶に入れてくれと言ったと言われています。日本人

としては何か非常に恥ずかしい逸話ではありますが、所

有者であれば、作品はどう扱っても構わないことになっ

てしまいます。しかし 125 億円になったゴッホの絵と言っ

ても、当初これ1枚を125億で販売したハズはないでしょ

う。手放したときには、おそらく、それこそ二束三文で取

引されていたと思われます。こういう話があったということ

を、追及権のことをお話しする前に、ちょっと考えていた

だくのもいいかなということで紹介しました。 

 次に、この絵を見てください。これは、オルセー美術館

にある有名な絵画です。皆さんの中にはオルセー美術

館に行って本物を見た人も居るかもしれません。また、日

本で、日本テレビ主催のミレー展のために数年前に日本

にやってきました。ミレーには「羊飼いの少女」、それから

「晩鐘」と「落穂拾い」といった有名な絵があります。その

展覧会は、日本に 3 枚が揃ったという有名な展覧会で、

多分海外に出るのが最後だろうと言われていました。高

階秀爾先生という有名な美術の学者が『芸術のパトロン

たち（岩波新書）』という本を書いているのですが、この本

に依ればフランスにおいて値段がものすごく高騰した画

家と言うと、このミレーの「晩鐘」が最高額ではないかとい

う風に言っています。 

 先程のミレーの絵を見ますと、王様とかキレイな洋服を

着たお姫様とかは誰も出て来ない、農村のタダのおばさ

んが落穂拾いをしていたり、アンジュラスと言うのですけ

れども夕方の鐘を聞いていたりそういう絵を描いている。

つまり、農民の日常の生活を描いた絵である、ということ

は当時のフランスとしてはあまり無かった訳です。王様や

貴族を描く時代があって、写実的な絵の時代があって、

印象派の時代へと移っていくのですが、ミレーの描いた

絵はバルビゾン派と言って農民とかそういう人たちの生

活を中心に描いたものです。 

 このグラフでは、当初、ミレーの晩鐘の価値はほとんど

ゼロになっていますが、実際には 1860年に 1,000フラン

で売れました。良かったなと思っていたところ、1869年に

は印象派の擁護者として名高い画商さんが 3万フランで

売っています。当時、フランというのがどのくらいの価値

だったかというのが分かり難いと思うのですけれども、18

世紀の貨幣価値としては労働者階級で年収900フランか

ら 3,000フラン程度だったと言われております。 

 それで、1,000フランで購入された絵の価格が、69年ま

での 9年間で 30倍になっています。30倍、まだ上がりま

す。その後ベルギーのコレクターに販売されて、そして

1875 年にミレー本人が亡くなってしまいます。著作権法

で考えると、亡くなっても死後何十年権利はあり、日本だ

ったら 50 年となります。しかし、現物を販売しただけしか

収入がないのだったら、著作権法があっても無くても同じ

ですよね。 

 ということで 75 年にミレーは死んでしまいます。そして

1881年になるとスクレタンさんという画商さんが 16万フラ

ンで購入したのだけれども、また買い戻そうとしたら30万

フランになっていた、そうするとこの時点で価格は元の

300倍になっている訳です。 

 さらにこれを見たアメリカ人が購入を検討します。当時

アメリカでは、印象派の絵画はものすごく人気がありまし
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たから、これを買ってアメリカで巡回展しようじゃないかと

いうことになりました。それに対してフランス政府は、フラ

ンスの大事な財産をアメリカに持って行かれないようにと、

アメリカとの間で値段の競合いになります。フランスは 55

万 3,000 フランという値段で落札したのですけれども、悲

しいことに55万3,000フランはフランスの議会の予算を通

らなかったのです。フランスは諦めることになり、アメリカ

は5％増しの55万8,000フランでこれを競り落としました。

結局、アメリカは巡回展をやって大きな成功を収めます。

その翌年、フランス人のルーブル百貨店オーナーのショ

シャールさんという人が、これを買い取りました。その後、

ご自身が死ぬまでコレクションしていたので、値段は一

応ここで止まるのですが、でもこの人がもし競売に掛けて

いたらいくらになったか分からないという話です。  

 

２ フランスの追及権 

小川： そうすると、ミレーの「晩鐘」は 800 倍に値段が騰

がったのに対し、家族が貰ったお金は、わずか 1,000 フ

ランだけです。それは如何なものかというようなことが囁

かれ始めた、これはおかしいのではないのかと。そこで

出来たのが追及権というフランスの法制度であります。

Droit de Suite というのがフランス語の表記です。英語で

はResale Royalty Rightという風に言われていますけれど

Suite というのは継続的なという意味なのです。洋服のス

ーツは上下繋がっている、またスイートルームというのが

ありますね、あれは部屋が 2個繋がっています。Droitは

右という意味と権利という意味があり、英語の Right が右

であり権利であるのと同様です。だから継続的な権利と

いうのが本来的な意味であり、最初は英語で proceeding 

Rightであるとか Following Right と呼ばれていましたが

最終的には結局販売の一部のお金を貰うから Resale 

Royalty Rightという形に落ち着いたという訳です。 

 具体的にどのような権利かと言うと、例えば、画家が

1,000 フランで作品を売ったとします。その後、購入者が

次の人に 3 万フランで譲渡しました。そうしたらこの譲渡

額の 3％を著作者に払うというものです。さらに、その購

入者が、（3 万フランで購入した作品を）80 万フランで譲

渡しました。そこで、80万フランの3％を著作者に払う。こ

ういうような形で著作者に支払いを行うのが追及権と呼ば

れる権利です。ミレーが亡くなったのは 1875年ですけれ

ども、その45年後の1920年に、フランスで世界初の追及

権法ができました。 

 この追及権、実は不思議な性格を持っています。フラン

スでは財産的な権利であるとされます。著作者は、売ら

れたらお金の一部を払って貰うというのだから、必ず財

産的な権利になるだろうなという風に思われるのですが、

しかし、これが財産的な権利となってしまうとなると、通常

譲渡が可能になります。元々貧しくて自分の作品を切り

売りしていく人達に譲渡可能な権利を与えてしまうと、もう

これを売るときに著作権も追及権も一緒に売ってしまいま

すから、結局、権利を付与した意味が無くなってしまうと

考えられます。ということで、この権利は、著作者人格権

のように、譲渡不能なのです。 

 具体例を示すと作品を制作して例えば 5 万円で売ると

します。買い取った人は、5 万円の買値に対して儲けを

付けて 10 万円ぐらいで売るとしましょう。さらに、次の画

商さんが 12万円で買い、その後14万円で売るとしましょ

う。通常は値段が上がった時点で販売する。勿論、必ず

しも値段が上がっているとは限らないのですが。画家が

販売した場合は、画家自身が対価を受け取っているのだ

から追及権による支払いはして貰えません。でも最初の

購入者Aが次の購入者Bに販売した時は販売額の 3％、

そして、BがCに販売した時はまた 3％という形で、画家

や彫刻家といった著作者が支払って貰えるようにしようで

はないかというのが追及権です。 

 最初にこんな概念を持ち出したのは、実は弁護士さん

です。皆さん法務研究科にいて、これから弁護士さんと

か裁判官になっていこうという人たちなので、是非とも聞

いていただきたいと思うのですが。アルベール・ボノアと

いう弁護士さんは、1893 年にフランスの新聞クロニクル・

ド・パリに、初めて追及権についての記事を書きました。

画家や彫刻家といった人達を守らないとといけないので

はないかというところから始まっております。美術作品は、

画家が販売した後に、その時の価格よりも価値が上昇す

るかもしれない。しかしながら、画家本人が死んでしまう

とか、何らかの形で創作を止めてしまったら、創作者はそ

れ以降何にも貰えないことになります。価格がどこまで上

がったとしても、です。そこで、何らかの形で美術の著作

者を守ってあげる手はないのかなということです。 

 当時、話題となったのは、ミレーの孫の話です。真偽の

程は分かりませんが、祖父はあの有名なミレーなのに、

その孫は街角で花売娘をしていたと、マッチ売りの少女

みたいなことをしていたという風に言われています。そう

するとミレーの晩鐘という絵は、現在フランスを代表する

オルセー美術館にあるのに、なぜ遺族はこんなに貧しい

暮らしをしなければいけないのか、ということが、このよう

な権利が作られた背景にあります。 

 もう一つの理由付けとしては、時代が第一次世界大戦

の後だった訳です。それで戦争のために負傷した美術

の著作者の生活補償というような意味合いもあったと言わ

れています。ついでに申し上げますが、フランスは第一

次世界大戦においても戦時加算を自国の著作者に対し

て与えております。それは何かと言うと、戦争のために負

傷したとか亡くなったとかいうような芸術家に対しては、

その期間の著作権を延長するというような措置を取って

おり、フランスというのは非常に色々な面で美術の著作

者に手厚いと言えるのではないかと思います。 

 そしてもう一つ、フォランの風刺画というのがありました。

現在も新聞に、政治家のことを揶揄するような風刺画が

載っています。フォランさんという人は、当時非常に有名
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な風刺画家だったらしいのですが。オークションの一場

面の風刺画を描きました。オークション会場というのは、

豪華な部屋で、絵画の売立てが行われている。しかしそ

の売立ての部屋に入れず外から覗いている貧しい身なり

の親子がいるという場面が描かれています。父と子が居

て、その子どもが「お父さん、今売られているのはお父さ

んの絵だよね」っていう風に言っている、しかしお父さん

はその絵をすでに二束三文で売り払ってしまった訳であ

り、彼らはと言えば、その会場に入ることさえ出来ない、

せっかく描いた自慢の絵だったのに、すでに手の届かな

い所にある訳です。そして、経済的利益だけで行われる

取引がドンドン継続していって、本人はその利益に与れ

ない。これはどうなのだろうかというようなことになってくる

ということです。 

 さて、追及権を創設して取引の額の 3％を与えることは

分かったけれど、一体どういう性質のものとすべきかとい

う話に及びます。いわば追及権の性質をどんな風に考え

たらいいだろうかというようなことも議論になってきていま

す。そこで、今申し上げたたように、著作者人格権的な性

質を持たせて譲渡不能にしなければ、この権利はすぐに

放棄あるいは譲渡されてしまうではないかという点が危

惧された訳です。しかし、転売のために一部を受け取る

権利は、どう見ても著作財産権の一部であるとも言えま

す。どっちにしましょうかね。フランスの場合は、当初から

一貫してこれは財産的権利の一つであると、ただし性質

が譲渡不能であるという風な形で言われています。 

 ここで、ベルヌ条約ではどのようになっているかというこ

ととちょっと比べてみますと、「著作者がその原作品及び

原稿を譲渡した後に行われる原作品および原稿の売買

の利益に預かる譲渡不能の権利を享有する」と、14 条の

3に書かれていいます。ここには譲渡不能と明記してある

けれども、財産権にするのかそれとも人格権にするのか

各国法で決めるということにいうようなことになっています。

現実には、特別法として、ドイツなんかもそうですけれど

も、財産権、人格権と明記をせずに追及権を規定する国

も沢山ある訳です。 

 フランスで、今言ったような 3％を払ってあげようではな

いかという権利が出来て、その後どうなったかと言います

と、翌年には、ベルギーでも追及権が出来ています。そ

してイタリアも 1941年に追及権が出来る、ポーランド、チ

ェコスロバキア、そして西ドイツも1965年に追及権が入っ

ております。ドイツの場合ですけれども、何故入ったかと

言うと、実はベルヌ条約に入ったということがその契機で

す。他の国はフランスの 1920 年の立法を契機として、同

様に作られてきたという風に言われています。ベルヌ条

約では、1928 年のローマ改正会議でフランスの代表団

がベルヌ条約に追及権を入れることを提案し、それから

20年後のブラッセル修正会議で 14条の 3 として追加さ

れています。 

さて、ベルヌ条約にも追及権条項が入った、いくつか

のヨーロッパ諸国にも取り入れられた、ではアメリカはどう

なったでしょうか。アメリカ法には、現在でもまだ追及権

が入っておりません。アメリカではカリフォルニア州だけ

が 1976年に、州法に追及権法を入れていますが、アメリ

カ連邦法には一度も追及権は入ったことはないということ

です。しかし1990年代にアメリカでも追及権を入れようで

はないかということは検討されました。これは何故かと言

いますと、アメリカがベルヌ条約に入るに際し、様々な法

の修正を行っていたのです。アメリカは、ご存知のように

1989年までベルヌ条約に加盟しておりませんでした。 

 ここで、少しベルヌ条約について述べますと、1886年ま

で遡ります。1886年に文学とか芸術的な著作物の条約を

作ろうではないかということで 10 カ国がスイスに集まりま

した。ドイツ、ベルギー、スペイン、フランス、イギリス、ハ

イチ、イタリア、リベリア、スイス、チュニジアがそれらの国

です。このような国で集まって国際条約を作ろうという話

をした訳です。 

 その時に、実は、日本もアメリカも会議に代表団を送っ

ているのですね。日本は、明治維新の後列強諸国に追

いつけ追い越せという時代です。そして13年後にベルヌ

条約に加盟しています。ところがアメリカがベルヌに加盟

したのは103年も後のことでした。そうするとアメリカという

国は、この 103年間、何故加盟しなかったのでしょうか。 

 アメリカの著作権は方式主義でした。つまり登録しない

と著作権が発生しない訳です。ベルヌ条約の基本は無

方式主義ですから、加盟のためには無方式主義に改め

なければならない、その他にも、アメリカには著作者人格

権が無かったので、こちらもベルヌ条約に加盟するため

には必要でした。 

 アメリカは、103年後の1998年にベルヌ条約に加盟しま

したが、それに際し、著作者人格権を作るのだったら追

及権も同時に検討してみるか、ということになりました。こ

の時点ではカリフォルニア州法には追及権がありますけ

れども、全アメリカをカバーする連邦法として導入すべき

かについても検討されました。その時の最終的な結論は、

追及権を導入することは見送るというものでしたが、今後

もしヨーロッパで導入されるようなことがあれば、アメリカ

も検討すべきであろうということでした。そんなことが報告

書に書かれたというのが1990年代のアメリカであり、当時

の追及権に対する態度です。そして、現時点でアメリカ

では、追及権を導入する法案が出されて、今下院で検討

されています。 

 

３ ＥＵ指令の追及権 

小川： ヨーロッパも各国法で制度が出来てきます。しか

しそれだけでは済まない、というのは、ヨーロッパは、こ

れと同時に EU という枠組みで複数の国が他国間条約を

結び、1 つの地域をカバーする大きな地域を形作ろうと

いう時代に入ってきます。 

 そうすると EU の中で、人、物、サービスが自由に動け
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るようにしようじゃないかという考え方と、なおかつ EU 市

民という見方からすると、皆平等でなければならないとい

う考え方が広まってくる、そして様々な分野での EU指令

が出される訳です。 

 EU 加盟国の中で、追及権というものは何カ国かにある

反面、規定が無い国もありますが、それは同じ市民として

平等な権利を手に入れてないのではないかという考え方

が出てくるといった議論の末、全加盟国に追及権を作ろ

うということで最終的に合意に達したのが EU 指令

2001/84/EC という追及権の指令です。2001年当時 15カ

国が EU に加盟していましたが、導入が採択されたとき

15カ国中11カ国が追及権という制度を持っていました。

4 カ国だけ何も無かったのです。それは、イギリス、アイ

ルランド、オーストリア、オランダの 4カ国でした。 

 この EU 指令は、加盟国の国内法を全くこれと同じもの

にせよというようなことではなくて、ある一定レベルでこの

範囲内に入る形の法制度を要求しました。つまり、2006

年の 1月 1日までに、全加盟国で少なくとも生存中の著

作者は保護してください、そして 2010年の 1月1日まで

に、没した著作者も生存中の著作者も著作権保護期間と

同じ期間だけ保護を与えるようにしてくださいということが

そこに書かれている訳です。ただし、2010 年を当初の期

限としますが、2年間ではそのような制度の導入が難しい

国があるかもしれないということで、希望があれば 2年間

の延長が可能ということになっておりました。そして、これ

らの 4カ国についても、ようやく 2012年の 1月 1日から

全著作者の保護が開始し、現在27カ国あるEU全加盟国

において、著作者の没後 70 年まで全著作者に対して追

及権の保護が与えられているということになっています。 

 ではどんな保護なのでしょうか。先程 3％と言いました

けれども、これはフランスの1920年法の話です。フランス

法についても、現在までに EU 指令に従う形で改訂され

てきています。さて、27 カ国が同じレベルの保護を与え

ているという EU 指令における追及権がどんなものかを

見てみましょう。 

 一体何が保護されるのでしょうか。先程、画家の絵とか

彫刻と言いましたけれども、それなら作品を沢山作れば

いいじゃないかという意見もあるかと思います。版画なん

かどうなるのだろうか、一つの版画をもとに何枚でも刷っ

て、全部オリジナルだと言ったら、全て追及権を貰えるじ

ゃないかということになってきてしまいます。そこで欧州

指令で言ったのは、「著作者の手が入っているオリジナ

ルの作品、あるいは原作品と見なされる複製物」を保護し

ようじゃないかということでした。つまり、版画作品を一つ

作ってそこから3,000枚刷ったものに全部追及権があると

いったら、3,000 枚を売る度に何％かが貰える状況を意

図していないからです。そうではなくて、ある一定の範囲

で、例えば本人がサインしてあり、本人の監督の下制作

されたかものに限るという制限を設けて、限定的な数にし

ようということで、オリジナル作品と本人の手が入ったオリ

ジナルとみなすことができるものだけを保護するというこ

とになっています。 しかし、具体的に例示されている絵

画、コラージュ、油絵という個々の種類についてこうしよう

ということではありません。これらの種類は、例示というこ

となので各国法で、範囲を決定することになっています。 

 最初にフランスの話をしたときに、料率を全て 3％と言

いましたが、EU の計算式は別にあります。実際、EU 指

令というものは、EU 加盟国の間の妥協の産物です。何

故かと言うとこんな権利を入れたくない国もあり、それで

も導入させるために、当時追及権を持っていた導入賛成

国と反対国との間で、様々な交渉が行われ、妥協の末、

導入に至ったという経緯があります。 

 例えばイギリスというのは非常に大きな美術品の取引

市場を持っていますから、美術品の取引市場において

は販売した人が追及権という追加のお金を取られるのが

嫌な訳です。また、取引をイギリスではなくてアメリカに行

ってするから、イギリスの市場はもう使わないという風に

言われてしまうと、欧州最大の美術品市場を持っている

イギリスの美術品関係者はすごく困ってしまう、そこで、

販売価格が高くなればなるほど追及権のために適用す

る徴収率を下げたのです。そうすると、購入に際して適

用される金額が少なくなります。だから、販売額が大きい

ことに対しては低いレート、販売額が小さい場合にはより

高いレートが適用されているという訳です。 
 

EU指令2001／84／EC 徴収率 

料率：販売価格が 5万ユーロまで 4％ 

           20万ユーロまで 3％ 

           35万ユーロまで 1％ 

           50万ユーロまで 0.5％ 

           50万ユーロ超  0.25％  

 支払額の上限は、12,500ユーロ 

 支払対象額の下限は 3000 ユーロだが、各国で

それよりも下に設定することが可能 
 

 さて、この徴収率ですが、この表からは販売額が決ま

ればすぐに支払金額が算出されるように見えますが、少

し違います。5万ユーロまでが料率 4％ですから、6万ユ

ーロで販売されると、その上の料率 3％を適用するという

風に読めると思いますが、違います。6万ユーロで販売さ

れると、その 6万ユーロ中の 5万ユーロ相当額に 4％、5

万 1 ユーロから 6 万ユーロまでの 1 万ユーロ相当額に

3％が課せられるという計算の仕方です。次に、50 万ユ

ーロで販売した場合、5万ユーロまでが 4％、5万1ユー

ロから 20万ユーロまでが 3％、20万 1ユーロから 35万

ユーロまでの15万ユーロ相当額が1％という風な計算式

になってきまして、非常に複雑です。複雑とはいっても、

計算してもらえば出てくることには違いないのですが、こ

れは、EU指令以前の、全部3％とか 5％というような一律

同率を適用していたことに比べると、総額はものすごく低

くなっていると言えます。一昨年ソルボンヌ大学のポロー



第 13 回 日本人の知らない著作権 

- 149 - 

=デュリアン（Pollaud-Dulian）先生がいらして、早稲田で

公開講座をしていただいたのですが、その時に先生が

おっしゃっていたのは、元々フランスは 3％だとか 5％だ

とかを与えていたにもかかわらず、EU 指令においては

販売額が高くなる度に徴収率が安くなる方式を取り、結

局受取額が安くなってしまうということです。つまり、著作

者が受け取る額が減っているのではないかということで、

これは問題があるのではないかということです。 

 もう一つの特徴としては、上限を12,500ユーロに抑えた

ということです。これは、何億円で取引されても、販売額

に対してではなくて、販売に対する追及権を計算した結

果について 12,500ユーロ以上は支払わなくていいという

上限を決めているということです。 

 一方で取引の下限は 3,000ユーロとしておりますが、各

国法で3,000ユーロ以下を希望する場合、それよりも下に

設定することも可能です。これによって、保護対象を広げ

ようという努力はされているという風に思われます。そし

てこのオークションあるいは画商等、プロの仲介者を通じ

た取引全般が対象とされています。ポロー=デュリアン先

生は、支払の上限を設定したこと、レートを販売額の上昇

に伴い低くしてくこと、このようなことが起きた理由は、大

きな市場を持つイギリスと、それからフランスあるとかドイ

ツであるとかそれまで追及権を持っていた国との間の妥

協の産物であると述べられております。 

 

Ⅳ 日本における追及権の必要性 

 

１ 再び美術の著作者の保護 

小川： 3 番目の話に入りましょう。本日の「日本人の知ら

ない著作権」の3番目の話は、再び美術の著作者の保護

に戻ってまいります。美術の著作者は不利ではないかと

いう観点にまた戻ってもう一回考えてみましょう。ここでは、

もし追及権という制度があるとしたら、どうなのかということ

を想像しながら、聞いていただけるといいかと思います。 

 追及権があると、著作者は何らかの金銭的利益を得る

ことが出来ます。でも、それだけではありません。実は著

作者にとって精神的な利益をも得る可能性があるというこ

とを申し上げたいと思います。というのは、自分の作品が

どこかの美術館に掛かっていたと聞きますと、これはこれ

で、良いことですよね。さらに、それだけではなくて、あ

なたの作品が何百万円で売れたとか、美術館が高額で

取得したということを聞くとします。これは、あなたの作品

が評価されたということになります。評価されるというのは、

また次の作品を作ろうではないかという意欲に繋がるの

ではないでしょうか。つまり、追及権を払うということは、

作品がいくらで販売されたかということが明らかになると

いうことですから、知ることによる精神的な利益があるとい

う考えもあるのではないかということです。これはインセン

ティブではなくてモチベーションではないかと思ってい

ます。先程申し上げたように小説であるとか文芸といった、

複製物が作られることによって収入が増えていくといった

頒布形式を採る著作者と同等の収入というものが、美術

の著作者に関しても、転売によって受け取ることが出来る

と言えるのかなと思っています。 

 

２ 2009年著作権法改正 

小川： それでは、日本ではこのような制度を入れる可能

性はあるのだろうかというところに入っていきたいと思い

ます。2009年に日本では著作権法改正が行われ、47条

の 2という条文が付け加えられました。 

第 47条の 2 美術の著作物又は写真の著作物の原作

品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸

与の権限を有する者が、第26条の 2第一項又は第26

条の 3 に規定する権利を害することなく、その原作品

又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、

当該権限を有する者又はその委託を受けた者は、そ

の申出の用に供するため、これらの著作物について、

複製又は公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては、

送信可能化を含む）（当該複製により作成される複製物

を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送

信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又

は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不

当に害しないための措置として政令で定める措置を講

じて行うものに限る。）を行うことができる。 

（下線は講演者による） 

 これは、美術の著作物をネットオークションにかけるとき

には、その現物を複製して構いませんという例外規定で

す。なぜ複製して構わないかと言うと、譲渡を行うときに

現物が見られなければ、何が売られているのか分からな

いから取引上の安全を確保するために必要であるという

ことです。成程、確かにその通りです。現物を見ないで

買う人はいませんから。絵などという高額商品を取引する

というのにネットに書かれている金額だけを見て100万円

とか 200万円とかを支払う訳にはいきませんから、どんな

作品かを見せてあげるのは非常に重要なことです。しか

し、これはネットオークションだけが対象ではありません。

オークションに限らず通常の販売においても適用される

法律であるという点がちょっとした盲点とも言えます。 

 また、権利者の利益を不当に害しないための措置につ

いては、具体的に政令で定められるとしています。そうす

ると「政令で定める措置」とは何でしょう。これは、複製す

るサイズの上限を決めています。 

 まず、政令で、複製、公衆送信のイとロに分類した上で、

文部科学省令で詳細なサイズを規定しています。これは

文化庁に取引関係者が集まりまして、どのレベルまでが

複製や公衆送信可能かという議論をして決めました。結

局のところ、デジタルの複製であれば 32,400画素までそ

れ以下であれば構わない、著作者の許諾も要らなけれ

ば著作権料も払わなくていいということになりました。 

 公衆送信についても、同様に32,400画素以下なら構わ
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ないし、なおかつ、何らかのプロテクションをかけていれ

ば 90,000 画素まで可能です。そして複製においても

90,000 画素が上限ということになってしまいました。勿論、

インターネット上では、現物を見ないと分からないからと

いう必要性はあると思うのですが。それでは図録はどうな

ったでしょう。50 平方センチメートル以下までならば複製

しても構わないという風になります。50 平方センチメート

ルといえば、5×10 センチぐらいのサイズです。本日私

は、アートオークションのカタログを持ってまいりました。

これは日本橋のCOREDOという駅ビルで2005年に行わ

れたオークションのカタログです。2005 年と言えば、ちょ

うど私が追及権の勉強を始めたころです。このカタログは

3,000 円でした。このカタログを見ますと、まだこれは

2009 年の改正以前ですが、例えば販売するものの一覧

が記載されております。ここに載っている作品、本来でし

たら複製権料を払わないと著作権保護期間であれば使

えない作品のはずなのですが、この法制度ができた後

では 50 平方センチメートル、このぐらいのサイズですね、

この絵だともう無断で使われてしまうことになります。する

と、複製書籍のサイズによっては、ページ全部が無料で

使えるというような形になってしまうということが分かると思

います。これが 2009年の著作権法改正で行われた図画

の複製の上限の基準となっています。 
 

著作権法施行令（政令）第7条の 2 

（複製） 著作物の表示の大きさ又は精度が文部

科学省令で定める基準に適合するもの 

（公衆送信）

イ 

著作物の表示の精度が文部科学省令で

定める基準に適合するもの 

（公衆送信）

ロ 

違法複製の防止措置をとれば、イに規定

する基準より穏やかな基準に適合するも

のでよい 

著作権法施行規則（文部科学省令）第4条の 2 

 図画の複製基準 50平方センチメートル以下 

デジタルの複製基準   32,400画素以下 

（イ）の公衆送信基準   32,400画素以下 

（ロ）の公衆送信基準   90,000画素以下 
 
 さて、47条の 2以外にも、著作権法には幾つかの例外

規定があります。日本の著作権法の全体を見回して、何

か気付かれた方が居るかと思うのですが、今回の改正で

47条の 2が例外規定に加わったことで、販売用のポスタ

ーであればこの範囲内で、無料で使っても構わない、展

示即売会広報用の絵葉書も構わない、オークション情報

だったら公衆送信しても良いし、このように図録に使って

も良いことになります。しかし展覧会をする場合は別です。

展覧会用の小冊子については、別に47条に例外規定が

あり、「小冊子」であれば使っても構わないことになって

います。しかし豪華な図録は「小冊子」にはなりません。

他に、展覧会用の絵葉書やポスターは、明らかに複製権

料を支払わなければいけません。本日私は、豪華な図

録というものも 1つ持って来ました。藤田嗣治展の図録で

す。確かにこれは非常に豪華です。一枚の絵が大きく複

製されて、1 冊数千円で、展覧会場で販売されています。

一方で、オークションの図録であれば、払わなくてもいい

という物が出てきます。展覧会の図録の複製権料は有料

で、オークションの図録の複製については一部無料であ

るというように分かれてくる訳です。 

 今度は営利か非営利かというような観点から見ていきま

しょう。例えば検定教科書には許諾なしで複製できます

が補償金は必要です。営利目的の教科書であれば複製

の許諾も必要です。試験問題は、複製と公衆送信が可能

ですが、営利目的だったら補償金の支払いが必要な訳

です。しかし、47条の 2によって、販売用ポスター、オー

クションの図録、オークションについての公衆送信といっ

た商業目的での使用に対して、許諾も補償金も必要あり

ません。 

 もう一点、クリスティーズの図録をお見せします。これは

海外の物ですけれども、クリスティーズのアートオークシ

ョンは、こんな綺麗なカタログを出しているのです。日本

の状況を説明していますので海外のこの図録を出すの

は適切ではないかもしれないですが、主旨は、オークシ

ョンのための図録と美術展のための図録に差異はあるの

だろうかということです。 

 勿論、この法律が悪いとだけ言っている訳ではなく、あ

る一定のレベルで作品の複製が出来ることは必要な場

合もあるかもしれないけれど、著作者の収入という観点か

ら見ると、本来受けられるはずだった額が減少しているこ

とは確かです。 

 ではヨーロッパではどうなっているでしょうか。欧州には、

実は、追及権以外にも他に関連の指令があるのです。今

まで説明してきた追及権指令は、2001/84/ECです。次に

ご紹介するのが、「情報化社会のための EU指令」です。

こちらの方がご存知かもしれませんが、これは例外規定

が記載されておりまして、美術作品についての公の展覧

会あるいは販売に関して、そのイベント促進に必要な範

囲における広告だったら使って構わないということが規

定されています。 

 そうすると、欧州のやり方は非常に分かり易いです。何

故かと言うと、公の展覧会と販売と両方がカバーされてい

て、オークションだけではなくて、展覧会についても、全

部複製権の例外になると書いてある、追及権指令と情報

化社会指令の両方をまとめるとどういうことになるかという

と、展覧会というのも極めて文化的なイベントであるから、

その販売促進や広告での複製使用は許そうということが

一つ。もう一つの販売イベントについては、イベントが成

功した場合作品がドンドン売れて、そうすると追及権の存

在によって著作者にお金が戻る形が出来ていることにな

ります。著作者は、作品をイベントの広告に使われたとし

ても、自分も利益の一部を手に入れることが出来ることに

なります。 
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 では、日本の著作権法はどのようになるのでしょうか。

法というのは、悪い所があれば何か制度を足したり、余

分な所を差し引いたりしながら、ドンドン良いものにして

いけば良い訳ですから、現在のこれが必ずしも悪いとい

うことではありません。しかし現時点で比較してみると、美

術の著作者保護については、ヨーロッパに対して日本は

少し遅れている点はあると言わざるを得ないのではない

かと思います。 

 

３ ベルヌ条約と相互主義 

小川： さて、日本における追及権の導入が必要であると

いう 3つ目の話に入ろうと思います。本日お話ししてきた

ことを、ここで振り返りつつ、全体の姿を描いていきたい

と思うのですけれども。最初に「日本人の知っている日本

の著作権法」について申し上げて、その後「日本人の知

らない追及権」という著作権の話をしてきました。そして 3

番目として、「日本における追及権の必要性」について説

明してきました。最初の必要な理由は、美術の著作者の

保護に追及権が必要なのではないかということ。2 つ目

の理由は 2009年の法律改正によってやはり日本は追及

権というものがないと、ちょっとバランスが悪くなっている

のではないのかなということでした。 

 そして3つ目として、これから申し上げたいことは、ベル

ヌ条約の相互主義に関する話です。それは、日本が追

及権制度を取り入れることによって、日本の著作者は、日

本だけでなく海外でも追及権の権利を受けられるような

状況になるということです。 

 先程申し上げましたように、追及権は 1948 年にベルヌ

条約 14条の 3に入りました。14条の 3は、1項、2項、3

項から成ります。当初は、ベルヌ条約の基本である内国

民待遇を適用するという話が出たのですけれども、各国

法によって差異があるのだから内国民待遇を直接入れる

ようなことは出来ないという意見があり、検討に検討を重

ね、2項、3項でいう相互主義が採られたということです。 
 

ベルヌ条約第14条の 3 

(1) 美術の著作物の原作品並びに作家および作曲家の

原稿については、その著作者（その死後においては、

国内法令が資格を与える人又は団体）は、著作者がそ

の原作品および原稿を譲渡した後に行われるその原

作品および原稿の売買の利益にあずかる譲渡不能の

権利を享有する。 

(2) (1)に定める保護は、著作者が国民である国の法令が

この保護を認める場合に限り、かつ、この保護が要求さ

れる国の法令が認める範囲内でのみ、各同盟国にお

いて要求することができる。 

(3) 徴収の方法及び額は、各同盟国の法令の定めるとこ

ろによる。 
 

 14条の 3第 1項では、「美術の著作物の原作品ならび

に作家および作曲家の原稿」についても譲渡不能な追

及権を享有すると規定しています。2 項、3 項に行く前に、

少し申し上げておきたいのは、ベルヌ条約においては

追及権の対象は美術だけではないということです。複製

物によって頒布する小説や音楽の原稿についても実は

入っています。この点について、ポロー＝デュリアン先

生は、手書きの原稿であるとか手書きのスコアについて

は、現実に市場が存在し、高値で取引されていることを

指摘した上で、追及権に相当する権利を与えるべきであ

るというようなことをおっしゃっていました。ただ、ほとんど

の国では現時点では美術だけに限定されていて、過去

にも、作家であるとか作曲者を守るような法制度になって

いるところは実はあまりないことは事実です。しかし日本

のように、漫画やアニメが世界的にも有名な国において

は、もしかしたら漫画家の原稿等が、将来的にはこういう

対象となる可能性もあるのではかないか、と言えるので

はないかと思います。 

 では、14条の 3第 2項と 3項に戻ります。第 1項では

追及権という権利がありますというようなことだけ言ってい

るのですが、2 項では、「著作者が国民である国の法令

がこの保護を認める場合に限り、かつこの保護が要求さ

れる国の法令が認める範囲内においてのみ各同盟国に

おいて要求することができる」と言っています。つまりこ

れは、内国民待遇ではなく相互主義であるということにな

ってまいります。 

 保護制度のあるA国、C国、保護制度のないB国という、

A、B、Cの 3か国について考えてみましょう。A国をフラ

ンス、C 国をドイツ、B 国を日本と考えてみてください。B

（日本）国では A（仏）国籍の作家も保護しませんし、B

（日本）国籍の作家も保護しませんし、C（独）国籍の作家

も保護しません。しかし保護制度のある A（仏）国におい

ては、B（日本）国籍の作家は保護しないけれども、A

（仏）国籍の作家は保護するし、C（独）国籍の作家も保護

します。C（独）国でも同じです。B（日本）国籍の作家は

保護しないけれども、C（独）国籍の作家も A（仏）国籍の

作家も保護します。一言でいえば、「目には目を」、権利

が無い国の人は保護しません。これが相互主義と言われ

る考え方です。そうすると日本が、追及権さえ作ってくれ

たら、日本の作家は世界中 50 カ国以上の追及権のある

国において、ベルヌ条約に基づいて保護が与えられえ

ることになるということなのです。 

 そうなると、日本全体で考えた場合に、追及権を何がな

んでも作らないでおくという理由はあるのだろうかという

のが、私が疑問に思っている点です。勿論、どのレベル

の追及権を作るかという問題も、もう一つあります。色々

な学者がこの点について述べているのですけれども、あ

る人は、「同盟国はその国内法に追及権を導入する義務

を負うことはない。しかし、もしこの権利が同盟国の国内

法において認められているのであれば、同盟国籍を持

つ著作者はその国で追及権を受ける権利を持つもので

あり、この権利が相手国でも成立していることが唯一の条
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件である」と述べています。つまり、同盟国間において、

お互いが何らかの追及権を持っているということが相互

主義成立のための唯一の条件であり、何がなんでも同じ

ではなくてもいいということを言ってらっしゃいます。そし

て、Goldstein と Hugenholtz の本の意訳を引用しますと、

「ベルヌ条約の例外として追及権は内国民待遇が課され

てはいない。しかしベルヌの相手国に何らかの追及権制

度があった場合には、それが実質的に自国の法制度と

違いがあったとしても内国民待遇を課すことを要求して

いるのである」、つまり相互主義というのは、入り口は相互

主義という形を採るのだけれども、もし何らかの追及権が

あれば、内国民の待遇を与えてくださいというようなこと

になるということであり、どのようなレベルの保護を与えれ

ば、相互主義が成立するかという点については、様々な

学説があります。 

 ではこれによって日本で追及権が出来たら、どんな良

い事があるのかというようなところに入っていきます。著

作者は、転売されますと金銭的利益を受け取ることがで

きます。徴収率をヨーロッパのように逓減する形にするの

か、一律にするのか分からないけれども、何らかの報酬

を受け取る可能性がある訳です。 

 ここで、最近追及権を導入したオーストラリアのことを少

し述べたいと思います。オーストラリアという国は勿論 EU

ではありませんが、イギリスと同盟関係にある国の一つで

すから、そのような国々、例えば、オーストラリアもニュー

ジーランドもカナダも、イギリスに追及権が入った時点で、

追及権は、ウチもあった方が良いのかしらと考えます。カ

ナダはまだ法案が出ている段階で、ニュージーランドは

法案を一旦出して潰れた段階ですけれども、オーストラリ

アの場合は 2009年に追及権制度が成立し、一律 5％の

追及権を与えるということになりました。取引額の一部を

受け取ることができるというのは悪くないけれど、本当に

微々たる金額のように見えます。5％貰うといっても 10万

円で売れたら、5,000 円でしょうって思うかもしれない。で

も自分が 10作品作って 5,000円が 10カ所から入ってき

たらいくらになるかと考えてみてください。 

 美術の著作者というのは、思ったよりもずっと貧しい暮

らしをしていると言われています。オーストラリアでは定

期的に報告書を出してオーストラリアの作者がどんな風

にして生活をしているのかというのをまとめたものがある

のですけれども、その報告書の一つにはDon’t Give Up 

Your Day Jobという副題がついています。意味は、「アル

バイトを辞めないでください」という意味です。そしてそれ

をしながら美術作品を作っている美術家についてのレポ

ートがこれです。 

オーストラリアという国の主要なアーティストは、実はア

ボリジニと呼ばれる原住民の作家が多く含まれています。

アボリジニの人たちというのは元々オーストラリアに住ん

でいた原住民の人達ですから、イギリス人とかヨーロッパ

人が移住して来て、アメリカインディアンと同じように、自

分たちの住む地域を限定されてきている人々です。 

彼らにとってアート制作というのは、私たちの世界で言

う、アートを作りたい人が作るという、自分で選んで作るも

のではない訳です。前の世代のジェネレーションの人が、

あなたがアーティストになりなさいと言うとその人がその

部族におけるいわゆる祈りであるとか祭りであるとかそう

いうようなものを記録する役目を担う人としての、アーティ

ストという役目を引き継ぐことになります。つまり、アボリジ

ニのアーティストたちにとっては、いわゆる一般の私達が

住む世界とは違う概念で、美術であるとか文化を捉えて

いますから、彼らにとってそのような日常は、非常に重要

な意味を持ちます。 

そうすると、その作品がドンドン転売されていってドン

ドン知らない所で使われてしまうというのは、自分達の意

図したこととは違うことになってしまう、それだけではなく

て、それがある日突然ものすごい金額で取引きされたり

していることが判明しますが、どのようにして流出したかと

いえば、最初に二束三文で売り払ったものだった訳です。

彼らは何の事情も知らずに、最初に貰った金額で我慢し

なければなりません。アボリジニの人達が生活レベルも

非常に他の人達よりも低いということが社会的な問題とも

なっていますけれども、そういう場合においては金銭的

な報酬というのが非常に大きな意味を持つという風に言う

ことが出来ると思います。 

 精神的利益という所にきますと、自らの作品がいくらで

売れたかを知れるということにはやはり付加的な意味が

あるのだということが前にも申し上げた通りです。そして

最終的には今申し上げたようにベルヌ条約によって海外

での保護が一気に広がるのではないかということです。 

 ただし、ベルヌ条約による導入そのものは任意です。

必ずしもあなたの国で全部導入しなければならないとい

うような義務規定ではない。義務ではないのだけれども、

各国とも、追及権を導入する際には、「ベルヌ条約に批

准して」といった表現を使いまして正当化理由としていま

す。ということは、ベルヌ条約も将来的には、これを義務

規定にしていくというような日も来るのではないかというこ

とです。 

 どうして追及権を入れることが必要かと言うと、結局は美

術品の市場の問題なのです。ヨーロッパの中においてフ

ランスとイギリスというのが非常に大きな美術品市場を持

っている 2 つの国です。イギリスが一番大きい国で、そう

しますとイギリス以外でもフランスでもドイツでもどこでも

それなりに市場がある訳です。イギリスに追及権が無か

った時代、フランスにもドイツにもイタリアにも追及権があ

った訳ですから、販売する人はイギリスに行って売った

方が得だからという風に移動してしまうではないか、ヨー

ロッパは地続きであるし、だからEUの全加盟国に入れよ

うじゃないかという議論があり、そこで、EU 指令が出され

るに至りました。 

 しかし追及権を導入していない国として、アメリカがある、
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あるいは EUの中ではスイスがある、そうするとそういう国

に追及権制度がないということを理由として美術品の市

場が移動してしまうのではないかというような議論もある

訳です。それは各国の国力の問題にも影響が出てきま

すし、市場が崩壊するというような問題になってくる訳で

す。だからそういう点でも非常に危惧されていて、今まで

追及権の導入があまり進んでこなかったというような状況

はあります。 

 しかしながら、欧州全体でハーモナイゼーションを行っ

た後どうなったかと言いますと、実は市場は移動しません

でした。どうして移動しなかったかと言うと、美術品を売る

ためには、美術品に特別な梱包を施して、高い運送費と

高い経費を掛けて、別の市場に持って行かなければなら

ない。ただし保険と運送費用の問題だけではなくて、移

動先の市場に自分の作品を買ってくれるお客さんがいる

かどうかは分かりません。だから結局のところ、今までの

市場で売った方が有利なのではないかというようなことか

ら、追及権の導入によって非常にマイナスになるというよ

うな事態には至らなかったということです。もちろん、

2012 年時点において、社会の経済状況とか色々なことと

連動しているので、必ずしも追及権がベストであってそ

れ以外に道はないという風に申し上げることも出来ない

のですけれども、これまでは非常にマイナスと捉えられる

ことは起きてないと言うことが出来ると思います。 

 

Ⅴ 追及権がもたらすもの 

 

小川： それで最終的に私が申し上げたいことは、公正

利用と著作者保護のバランスという最初に申し上げた所

に戻ってきます。著作物を皆が使えるようにすること、そ

れはすごく重要なことです。何故かと言えば、著作権法

第 1 条で言うように、皆が文化的所産を利用するべきな

のです。 

 しかし、利用はするけれども、それを作った著作者を蔑

ろにして権利を全部使ってしまって公正利用をしてしま

おうという風にすると、やはり著作者のモチベーションが

無くなってしまい、今後また作っていくとかそういうことに

対して、あるいは作るための経済的基盤が無くなるといっ

たマイナス面も出てくるのではないかということです。 

 ということで追及権がもたらすもの、勿論プラスのことだ

けとは言えないのですけれども、これによって何らかの

形で皆さんがもっと著作物を作ろうという風になって、文

化的に豊かな国に日本もなっていくと良いのではないか

と考え、このような研究をしている訳でございます。 

 何かご質問ございましたら遠慮なくどうぞ。 

学生Ａ： すごく追及権制度って作品を作る側にとって良

い制度だと思ったのですけれども、実際に日本で作品を

作る人達に対してどのくらいこの制度が認知されている

のかということと、後そういった追及権をもっと日本に導入

して欲しいというようなことを作品を、作る側の人達から働

きかけているような活動というのはあるのかなと思ったの

ですけれども。 

小川： この『文化のための追及権』は、ものすごく簡単に

書かれている本なのですが、博士論文を基にして書い

たと言うと、皆「博士論文ってこんなに簡単で良いのか」と

言ってビックリするぐらい簡単な本です。何故簡単に書

いたかと言えば、美術を作る人に読んでもらいたかった

のです。こちらにいらっしゃる皆さんは裁判官とか弁護士

を目指す法律の専門家ですね。法律の人は六法を読め

ば良い訳です。美術を作る人とか一般の人が、何で権利

を欲しいと言わないのかというのが、本を書いた主旨で

すけれども、美術家の方はほとんど知りません。美術家

の協会で、日本美術家連盟というのがありますが、ここで

は文化庁の著作権委員会に毎年一人ずつ送り込んでい

ます。入江観さんという画家が、昭和 40 年代にこの委員

会で是非追及権を入れてくださいというようなことを言っ

たそうです。しかし市場がまだ未整備だから時期尚早で

あるとして、その会議では取り上げられなかったということ

です。美術家の方はほとんど認知していないのですが、

一応現在も日本美術家連盟は推進しているようです。 

 中々これは難しい問題で、例えばフランスでの立法過

程において、ある方がおっしゃったのですけれども、音

楽を作る人とか文芸の著作者は、プロダクションや出版

社といった、自分達のプロモーションをしてくれる人が居

るではないかということです。そういう人達を通じてコンサ

ートを開いたり講演会をやったり、そういうことをしますよ

ね。しかし美術家というのは一人で作って一人で作品を

どうにかしていくと。有名にならない限りは、一人ではどう

にもならないというような差はちょっとあるのではないか

なということを言っています。お名前はアベル・フェリ

（Abel Ferry）さんと言います。「文芸家とか音楽家はそれ

ぞれ強力な団体に属し、リサイタルや出版活動を通じた

収入が与えられている。この収入が広く一般の人から集

められる一方で画家が生活の糧を得るのは、彼らの作品

を収集するコレクターからのみである」ということです。実

際に利益団体みたいなものが中々無い訳です、こういう

個人で作っている作者というのは。そうするとやはり少し

難しいのかなという風には思っています。もう一つはこの

権利の認知度が低いということです。この認知度がもう少

し上がってくれば良いのではないかと。 

 認知度が 1 つ上がる話をしますと、今年の弁理士試験

には追及権の問題が出たということなので、法曹の間で

は認知度も徐々に上がっているのかなと、でも画家の間

ではまだあまり知られていないかなというのが現状です。 

学生Ｂ： 素朴な点を 1点お聞きしたいのですけれども、

追及権というのはまだ日本には無いと思うのですけれど

も、もし作られるとしたら相続の対象になるのかなというこ

とがちょっと気になっているのですけれども。 

小川： その点については説明してまいりませんでした

ね。国によってちょっと違うのです。相続では面白い問題 
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が沢山出ていましてね、フランスの場合は1920年に追及

権が出来て、1957 年法で改正されましたが、フランスの

場合は遺族にしか相続できないのです。 

 それに対して EU の他の国というのは、国によってちょ

っとずつ違い、例えばスペインの場合は遺族じゃなくて

も遺族が指定した団体でも相続が出来ると。それでフラ

ンスとスペインの間で裁判が起きました。サルバドール・

ダリというヒゲの有名な画家が居るのですが、ダリの追及

権を誰に払うかということで、裁判が起きました。フランス

で徴収された追及権は、フランスの国内法では遺族にし

か払わないからです。フランスの徴収団体は、フランスで

売れた作品の追及権を遺族に支払った訳です。ところが

ダリの母国はスペインです。ダリは、ダリの生まれた町と、

スペイン政府に半分ずつ、追及権を遺贈している訳です。

そうするとスペインの国内法ではダリの追及権を今持っ

ているのはスペイン政府とフィゲラス市です。それに対し

てフランスの国内法では遺族でなければ支払えません。

それでどちらの方が正しいのかというのが EU 法廷に持

ち込まれた訳です。結論としましては、各国法に従うとい

うのが原則であるからして、スペイン法に従ってスペイン

とダリの生まれた町が追及権を受ける可能性があるという

ふうになったということです。 

 ですから、これは国によって違うとしか言いようがない

のですが、日本でも作るとしたらどういう法制度にするの

かというのは法律の性質をよく検討した上でどちらかに

決まっていくということになるかと思います。ただ非常に

面白い点で、フランスも一時期は遺族ではなくても、いわ

ゆる遺贈できることになっていたのですが、法律が変わ

って今は遺族のみという風に限定されているようです。 

学生Ｃ： 先程おっしゃっていた美術品を一人で作って

一人で販売みたいなことに関係すると思うのですけれど

も、例えば日本において音楽だったら著作権の管理団

体として JASRAC があって、そういう所が一度お金を集

めて分配するという形で、お金を分配するということは可

能かと思うのですけれども、美術品の場合には追及権が

認められて販売があってお金を支払うとして、どういう形

で原作者にお金が渡るという形になるのでしょうか？ 

小川： これは日本の場合はまだ始まっていませんけれ

ども。EU 指令でもそうですが、各国で選択できます。つ

まり、著作者が直接受け取る方式を採る国と、もう一つは

管理団体を指定しておいてその管理団体経由で受け取

るというような 2種類があります。 

 例えばフランスでは ADAGP という団体がありまして、

そこに所属している作家についてはその団体に販売が

行われましたということでお金が一旦集まりまして、この

団体から支払いが行われるという形です。イギリスの場合

は新たに追及権を導入する場合はどうしようかとすごく揉

めたのですけれども、DACS という管理団体を一応デフ

ォルトにしておく方式を採りました。著作者の管理団体は、

別に他の団体でも構わないのですけれども、無ければ

DACSにお願いしますよという1社デフォルトを決めてお

いて、販売が行われたら、そこが徴収して自分達の手数

料を引いた上で著作者に送ると、そういうようなシステム

を採っている国もありますので、これも国によってという

形ですけれども、ほぼJASRACと同じような登録している

作家の追及権を他の著作権と同じように受け取ってそれ

で支払うという所が多いようです。ただ国によっては本人

同士で直接やり取りをしてくださいというようなこともあると

いう風に聞いています。 

 ではそろそろ時間になりましたので。皆さん本日はご清

聴ありがとうございました。これから日本の立派な弁護士

さんとか裁判官になる皆さんにこんな早い段階で追及権

のことを知っていただけるというのは非常に光栄であり、

私にとっても貴重な体験をさせていただきました。本日

はどうもありがとうございました。（拍手） 

 

 

 

 

 
第 14回 著作権の存続期間 
 

講師：駒田 泰土（上智大学法学部教授） 
 

 

Ⅰ 時間的に有限な権利 

１ 著作者の死後50年までというのは長すぎるか？ 

２ Post mortem 70ansに移行すべきか？ 

３ 公表起算、創作起算 

Ⅱ 1953（昭和28）年問題 

 １ 団体名義の映画 

 ２ 自然人名義の映画 

 ３ 自然人名義か団体名義かを決める準拠法 

Ⅲ Post mortem 50ansの由来と延長論への示唆 

 

Ⅰ 時間的に有限な権利 

 

駒田： 著作権の存続期間の問題は、かつて法務省がサ

ンプル問題の中で告知した司法試験の出題範囲を見る

限り、「総則」（目的、定義）、「著作者の権利」（「著作物」、

「著作者」、「権利の内容」、「著作者人格権の一身専属性

等」、「著作権の譲渡及び消滅」、「権利の行使」）及び「権

利侵害」が出題範囲とされていますので、そこからちょっ

と外れているようです。これらの項目を「中心として出題

する」という言い方をしていますから、間接的に出てくる

可能性がなくはないですが、直接的な論点として出題さ

れる可能性はないでしょう。ですから、今日のお話は、皆

さんにとって教養を深めるという程度のお話になります。

そもそもこれは特殊講義なので、著作権法の本筋の授業



第 14 回 著作権の存続期間 

- 155 - 

は別にちゃんとやっていますから、そちらで司法試験に

必要なことはガンガンやっていただいて、今日は気楽な

気持ちでお聞きいただければと思います。 

 知的財産法の中でも標識法、例えば商標権は、一応10

年という存続期間が決められておりますけれども、あれ

は更新可能で、半永久的に保護してもらいたければそれ

は可能であります。他方で、創作法の法律というのは、い

ずれも時間的に有限な権利を定めておりまして、著作権

法も例外ではありません。著作権の原則的な保護期間と

いうのは、著作者の死後 50年までと 51条 2項に書いて

あります。著作者の死亡が起算点になるということです。

ということは、同じ著作者の作ったものは、全部同じタイミ

ングで保護期間が満了するということです。 

 2012年1月1日に著作権が切れた作家を調べてみると、

あまり有名な人はいないようですけれども、比較的有名

な方の中では津田左右吉さんなどがいらっしゃいますね。

この方は、作家というより歴史学者ですが。他に知里真志

保さんとか、こういった方々が、2012 年で著作権が切れ

た方のようです。ボランティアサイトの「青空文庫」に書い

てありました。1 

 

１ 著作者の死後50年までというのは長すぎるか？  

駒田： 著作者の死後 50 年までというのは、一般的な感

覚に照らすとかなり長いですね。それはどういう理由で

そうなっているかというと、ここには積極的根拠と消極的

根拠があります。 

積極的根拠としては、発明等の産業財はその取引価

値が比較的早くに確定するけれども、著作物の適正な評

価には時に長い時間が必要になるから、というものが挙

げられます。即ち、著作権が切れた後に人気が出ても困

るので、出来るだけ長い期間保護してあげて、適正な評

価がされたときに著作者に対価が還流するように長い保

護期間になっていると。 

 それから著作権も相続財産となるべきだという考え方が

あります。それで、相続財産としてどのくらい相続させる

かというと、著作者本人プラス 2世代です。つまり 3世代

です。本人プラス2世代くらいは著作権を存続させるべき

だという考え方が、背景にあると言われています。 

 では、発明の方はどうしてそうなっていないのか、特許

権はどうして長い期間保護しないで、相続財産とすること

を拒んでいるかのような、そういう制度になっているので

しょうか。発明については長期の独占的保護を与えてし

まうと、技術の進歩に弊害が生じるおそれがあり、仮に生

じた場合、その弊害は大きいからです。 

 しかしながら、著作権は、多様な表現が可能な世界で

成立する権利ですので、長期の独占を認めても社会的

弊害は小さいと言われているのです。例えばジェーム

ズ・ワットの蒸気機関というのは、ワットさんではなくてもい

ずれ誰かが発明したと考えられます。ですが、ベートー

                                                                 
1 青空文庫 http://www.aozora.gr.jp/ 

ベンの第九交響曲は、ベートーベンがこの世に生まれて

来なかったら―何らかの理由でお母様が流産されてい

たら等―永久にこの地球上に存在しなかった可能性が

あるのですね。そういうことで、著作物に関しては非常に

多様な表現が成立可能です。 

 さらに言えば、著作物には常に代替し得る他のものが

ある、大晦日に聞く音楽がなぜいつも第九なのか――別

にベートーベンの第九でなくても良いと割り切れば、ブラ

ームスでも他の音楽家の曲でも何でも構わない訳です。 

 そういうことで、著作権は、その客体である著作物一つ

一つを長く保護しても弊害は少ないのです。ところが発

明の世界というのは―こういう言い方がよくされるのです

が―収斂する傾向があるのですね。いずれは誰かが同

じものを発明するという傾向があります。それはそれが客

観的に必要なものだからです。従って、発明を長く個人

の独占化に置くと、その分、社会が受ける恩恵が小さくな

って、いつまでも私権としての独占権がずっと存在して

いるというのは、社会にとってはマイナスです。なので、

発明の方は、長い期間保護を与えることが出来ないとい

う、そういう特徴があります。 

 

２ Post mortem 70ansに移行すべきか？ 

駒田： 現在、欧米先進国では著作者の死後70年まで保

護するという保護期間制度が主流でありまして、我が国も

70 年主義に移行すべきかどうかについて、かつて激しく

議論されたことがありました。また、この議論は復活してき

ています。ご案内のように、TPP（環太平洋パートナーシ

ップ協定）に絡んで、ですね。 

 この 70年主義は、3世代を保護するという前提で言うと、

昨今の国民の平均寿命の伸びに対応しているということ

で必要だ、とおっしゃる人も居られます。ただ、後で検討

するように、これは若干怪しい立論です。反対に、情報

の自由な流通が過度に妨げられると言って、保護期間の

延長を懸念される人も居られます。知財ミニマリストと言

われる人達ですが、知財保護というのは、ミニマム、最低

限であるべきだという方々ですね。こういう立場に立たれ

る方々は、70 年主義への移行というのにかなり反対して

おられます。 

 以上に対して、のんびりしているというか陽気な人達も

居て、そういう人達は、50 年も 70 年も大して違いは無い

のではないかとおっしゃいます。実際、著作者の死後 50

年まで保護されるという今の制度の下でも、本当に使え

るのかどうか、いつまで経っても分からないことも多いの

です。最近、私は、同僚の憲法の先生が何か本を書いて

いらっしゃるということで、その関連で昔のフランスの弁

護士さんの肖像写真をその本に載せたいという相談を受

けました。写真家の著作権というのは、まだ存続している

のかどうかを知りたいと言われたのですが、その写真家

を特定できたとしても、いつお亡くなりになったのかが分

からないと、ちょっと答えが出ない訳です。比較的最近か
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もしれないし、そうじゃないかもしれない。 

 比較的最近だったらずっとまだ保護されている訳です

よ。いつまで経っても使えない―そう、結局、使えないこ

とが多いのです。だから実際問題、70年ではなくて50年

のままだから良かったと痛感できることって、それほど多

くはないのではないでしょうか。 

 青空文庫のボランティアの人達は別でしょう。あの方達

は、50年が切れるのをじっと待っていて、「あっ切れた」と

いって電子化していらっしゃいますから。しかし、ビジネ

ス全体としてみると、50 年も 70 年もそんなに変わりはな

いのではなかろうか―という人も居る訳です。実際、旧著

作権法の時代には、もっと短い保護期間とされていまし

た。現行法になってから、保護期間がぐっと長くなりまし

たけれども、死後 50 年までという現行の制度になって創

作力に悪影響が出たかというと、客観的に見てどうもそう

とは言い切れないじゃないかと―むしろ文化は益々発展

してきたじゃないかと。そういう批判的な見方もあるみた

いですね。それで論争があると。 

 

３ 公表起算、創作起算 

駒田： いずれにしましても、原則的な保護期間は、現行

法下では死後50年までということになっています。では、

共同著作物の場合はどうするか、共同著作物の場合は

著作者が複数人居る訳で、誰の死亡を起算点にするの

か、という問題が出てきます。これについてはきちんと条

文がありまして、51条2項の括弧書きによると、最終死亡

著作者と書いてあります。 

 ということで、最後にお亡くなりになった著作者の死亡

年が起算点になると。ただ、ここでちょっと考えなければ

いけないのは、著作者は自然人ばかりとは限らないとい

うことです。ある会社の従業員と一緒に創作活動をした場

合、共同著作者の少なくとも一人は、15 条の職務著作の

規定によって当該会社だと評価される可能性があります。

自然人著作者と法人著作者が共同で著作物を作成した

と評価される可能性がある訳です。 

 まず、条文を文理解釈すると、こういうことです。あくま

で最終死亡した著作者の死亡年が基準になります。従っ

て、法人の「死亡」ということはあり得ないから、先程の例

では、自然人著作者の死亡年が基準点になりそうです。

団体名義の著作物の場合、53 条 1 項によって保護期間

は公表後 50年までとされていますが、公表から 50年の

方が早く来ようが、自然人著作者の死後 50年の方が早く

来ようが、条文を文字通りに読むと、常に自然人著作者

の死亡を基に計算することになりそうだ―これは文理解

釈に依った場合です。 

 ただ、この条文が、何故に共同著作者の中でも最終死

亡者の死亡年を起算点にしているのか、という趣旨から

遡って考えてみましょう。 

 例えば、共同著作者が全員自然人である場合。20歳の

時にAさんが Bさんと一緒に著作物を作って公表したと

しましょう。その著作物を公表した後に Aさんが突然死し

てしまった―イジメに遭って自殺したとか、色々理由はあ

るでしょう。まあ、お亡くなりになった訳です。そうすると、

仮にAさんの死亡年を基準に保護期間が計算されるとし

たら、70歳を超えて生きているBさんは困ってしまうので

はないかと。そういう不測の事態の発生を防ぎたい訳で

す。だから、Bさんの方の死亡年を基準にする訳です。 

 さて、Aさんと Bさんが一緒に著作物を作ったけれども、

B さんは C社に勤めていて、その職務として A さんと共

同で著作物を作成したとして、当該著作物はそれから数

年後に公表される予定であったものの、A さんは作成後

に突然死していたとします。この場合、A さんの死後 50

年の方が、公表後 50年よりも先に来ることになります。そ

うであれば、残された C社にとっては不測の事態というこ

とになるでしょう。論理解釈として、公表後50年までという

保護期間にすべきでしょう。 

 条文解釈上、厳しいという指摘もあるかもしれないです

が、職務著作の規定がある以上、そもそも共同著作者が

全員法人ということもあり得る訳ですから。複数の会社の

従業員が共同で著作物を作成するような場合ですね。そ

の場合、「死亡」する人は誰も居ない訳ですが、それでも

保護期間は決めないといけません。従って、条文の文言

に過度に拘るべきではないでしょう。 

 すでに述べましたように、団体名義の著作物であれば

公表後 50年までという期間です。そして映画の著作物も

公表起算になっています。54条には、公表後70年までと

規定されています。映画の著作物は、その著作者を綿密

に調べようと思えば、調べられなくもないのかもしれない

のですが、普通、映画の制作に関わっている人は沢山

居るので、その中でも誰が著作者と言えるのかがよく分

からない状態になります。 

 したがって、最終死亡著作者の死亡年というのを調べ

るのが難しい。そもそも、どの範囲の人までが映画の著

作物の著作者と言えるのか。あの人は単なるお手伝いさ

ん？いえいえ、違う、監督ですよ、とか。総監督ではない

かもしれないけれども、美術監督とか音楽監督とか、総監

督以外にも色々監督が居る訳ですよ。 

 そういう人達も一応著作者なのか。いやいや名義だけ

で、あの人は只のお手伝いです、という場合もあるでしょ

うしね―そういうことで、誰が映画著作者に含まれるのか

も、具体のケースではよく分からないという問題があるの

です。これは大変だから、公表後 70年までというように、

公表起算のルールになっているのです。 

 さらに映画の著作物の原著作物、つまり映画の著作物

が二次的著作物だとすると、その原著作物に当たるよう

なもの―脚本とか、ああいうものの著作権も、映画の利用

として問題となる限りは、映画の著作物の保護期間に服

するというルールになっています。これはちょっと面白い

規定ですね。 

 さて、それで、公表起算のルールに服する著作物であ
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っても、全然公表されない内に 50 年が経過しちゃったと

いう場合もあるのですね。公表されない内に50年が経過

しちゃったという場合は、公表され続けない限りずっと保

護されるのか。それもよろしくないので、創作後50年経っ

たら、もうそれでお終いというルールになっています。52

条とか53条、54条ですね。映画の著作物がずっと公表さ

れないままに 70 年を経過してしまった、それでもまだ保

護されているのかといったら、そうではありません。創作

後70年までという規定になっています。 

 

Ⅱ 1953（昭和28）年問題 

 

駒田： 先程言いましたように、この公表起算のルールは、

52条、53条は 50年までとしていますが、54条の映画だ

け70年になっています。現行著作権法を起草した方は、

簡明なルールを作ろうと考えていたに違いありません。

ですから、著作権法の中には 50 という数字が統一的に

用いられています。死亡起算の所だって著作者の死後

50 年まで。著作隣接権なんかもそういう風になっていま

す。レコードの保護期間というのは、発行後 50 年まで。 

そういう 50 という数字で統一したかったのに、映画の著

作物だけ 70 年になっているのです。これは後で法改正

されたからこうなったのです。2003年、平成 15年の法改

正でこうなったのですね。それまでは、他の著作物と同じ

で公表後50年だったのですけれども。 

 どうしてかというと、映画の著作物はあくまで共同著作

物の一類型であり、著作者が沢山居るけれども、本来は

最終死亡著作者の死後 50 年までという長い保護期間を

享受できるはずだ―それなのに、たまさか著作者が沢山

居るという事情で、公表起算になっていた―短過ぎるで

はないか、他の著作物とのバランスが悪い、ということで、

公表後 70年という制度に改められたというのが公式の説

明です。ただ、それは表向きの理由で、裏の理由として

は、1953年に公表された映画の保護期間が満了しそうに

なっていたという問題がありました。 

 

１ 団体名義の映画 

駒田： 1953 年に公表された映画には、良い映画が多い

のです。今でも売れる、ドル箱といえる映画が多いので、

その保護期間が切れてしまうのはヤバいと。なので、保

護期間を延長したいと。また、ちょうど当時、アメリカでも

似たような保護期間延長の法改正がされました。そういう

アメリカの動きもあるので、日本でも 1953 年の映画をもう

ちょっと保護して欲しいということで、2003 年に法改正が

されたのです。 

 ただ、この法改正の仕方がイマイチ上手くなかった。そ

れで「1953 年問題」というのが生じました。1953 年問題と

いうのは、目論見どおり 1953年に公表された映画をずっ

と保護してもらえるのか、それともそこで保護が終わっち

ゃうのかという問題です。 

 著作物の保護期間に関しては、暦年主義というものが

ありまして、著作権法でいうと 57 条です。たとえば、1953

年 7 月 1 日に映画が公開されたとします。これは、1954

年1月1日から50年間保護する、というように計算します。

法改正前の規定によれば、2003年 12月 31日に保護期

間が満了するということになるでしょう。でも、ここで著作

権が切れてしまうのはまずいということで、公表後70年ま

でというルールに変えたのです。 

 ただ、70年に変えると言っても、1940年辺りに公表され

た映画とか、そんなのは「まだまだ保護します」という訳

にはいきません。一旦保護が満了した著作物について

は、保護を復活させないのです。新法施行時にまだ著作

権が存続している著作物に限って、保護期間を延長する

よ、と。これは普通にやられることです。一旦、保護期間

が切れたものを復活させると、旧来の制度に則って行動

していた人が不測の損害を被る恐れが出てきますので、

一旦保護が切れたものは相手にしない訳です。 

 2004年 1月 1日の新法施行時にまだ著作権が切れて

いないものは、70年、すなわちプラス 20年保護してもら

えるとすると 2023年の 12月 31日まで保護してもらえま

す。しかし、新法が施行される 2004 年の 1 月 1 日は、

2003年12月31日とは違う「日」になるのではないか？そ

うだとすると、1953 年に公表された映画というのは、保護

期間を延長してもらえません。これでジ・エンドということ

になってしまいます。 

 いやいや、12月31日の午後12時まで保護されるのだ

から、それは 2004年午前 0時のことでしょうと。この時に

は、まだ著作権は存続している―そういう解釈を文化庁

は採用して、こういう経過規定を作りました。まあ、問題な

かろうと考えた訳です。 

 附則 2条という規定がありまして、それによると、新法施

行の際に著作権が消滅している著作物の保護は従前の

例によることになる、つまり、公表後 50 年までで終わりで

す。反対に、新法施行の際に著作権が存続している著作

物、旧法に基づいて著作権が存続している著作物に関

しては、新法が適用されます。 

 さて、2003年12月31日の午後12時は、即ち 2004年

1月1日の午前0時なのだから、2004年1月1日の時点

でまだ著作権が存続していると評価され、保護期間が延

長されるのか―そして目出度く2023年まで保護して貰え

るのかということが、実際に争われました。具体的には「ロ

ーマの休日」とか「シェーン」といった外国の映画につい

て争われたのです。保護期間は切れたものだという扱い

で、著作権料を支払わずに製作された格安DVDを販売

していた業者が居て、他方で映画会社側は「まだ著作権

は存続している」ということで争いになったのですね。 

 さて、「シェーン」の方は、最高裁まで行ったのです。文

化庁の解釈だと、2003年12月31日の午後12時と 2004

年1月1日の午前0時はくっ付いていると。まあ、時計を

見ると間違いなくそうなのですけれども。しかし、法律論
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としてはそうは考えられないといって、最高裁はこの解釈

を否定しました。詳しいことは敢えて申し上げませんが、

民法140条ですね。これによると、「年」によって期間を定

めた場合は、末日の終了をもって満了するということです

ね。保護期間の満了を把握する基本的な単位というのは、

あくまでも「日」であって「時間」ではない。そういうことで、

法律論的に考えると、2003年 12月 31日の午後 12時ま

でと、2004年 1月 1日の午前 0時以降というのは、それ

ぞれ別の日なのです。 

 これを敢えて一緒に考えたいというのであれば、何で

そのような扱いにしたいのか、余程強い理由が必要であ

る、と。1953 年に公開された映画の保護期間を伸ばした

いからということが、せめて立法のときに明確に打ち出さ

れていれば、違う結論を採用することもあり得るけれども、

しかし国会でもそんな議論はされていない、というので

すね。それは「裏事情」だから、そんなことを公の場で言

っちゃいけないということもありましたが（笑）。しかし、そ

れが裏目に出てしまった訳です。そして「シェーン」の事

件では、保護期間は満了したという判断が確定してしま

いました。 

 念のために申し上げると、施行直前含有説というのもあ

ります。文化庁のかつての説明では、12月 31日午後 12

時というのは、2004年 1月1日午前 0時と同じだという、

いわゆる時点接着説の立場が採られていた訳ですが、

施行直前含有説では、とりあえずこの2つの時間というの

が違うことを認める、認めるけれども、附則 2条で言うとこ

ろの新法「施行の際」の「際」という言葉は、施行直前の時

点を含んでいる、と言うのですね。 

 どうしてそんなことを言うかというと、附則 2 条を見ると、

新法施行の際現に旧法に基づいて著作権が存続してい

る著作物については新法を適用する、と言うのだけれど

も新法施行の「際」という、その時点を直前の12月31日と

は別の日であると考えてしまうと、翌日1月1日の時点で

旧法によって著作権が消滅しているとか存続していると

いう判断は成り立ちえない―だってもう旧法は適用され

ていないのだから。午前 0時は午後 12時とは違うという

前提で考えたときに、「際」とは午前 0時のことしか言って

いないのだとすると、この時点では改正法しか適用され

ていないのだから、改正前の規定に基づいて著作権が

消滅しているとか、あるいは存続しているとか、そういう判

断は出来ないはずであろうと。 

 だから、この「施行の際現に」というのは、施行直前の時

点を含むという風に考えないといけない、という理屈なの

ですね。まあ、「なるほど」と思うのですが、最高裁はこの

見解も否定しまして、「際に」というのを別にそんな風に複

雑に考えなくても、旧法がなお適用されているとすれば
．．．

そうなるだろう場合、即ち著作権が存続しているだろう場

合には、新法を適用するよと。消滅しているだろう場合に

は、従前の例に依るよ、という風に解釈してあげれば良

い―そう割り切りました。旧法の規定がなお適用されてい

るとすれば
．．．

、まだ著作権が存続している、あるいは消滅

している、そうした場合にどのように扱うか、ということを附

則が定めていると考えれば済む―そんな風に割り切った

のが最高裁の考え方です。従いまして、この施行直前含

有説というのも、あっさり否定されてしまいました。 

 

２ 自然人名義の映画 

駒田：  「シェーン」の事件では、保護期間が切れてしま

ったということで判断が確定してしまいましたけれども、こ

の判決の射程というのは、団体名義の著作物としての映

画の著作物に限定されると思われます。個人名義の映画

の著作物については、この判決の射程は及びません。 

 どうしてでしょうか。1953 年当時に施行されていた著作

権法を「旧著作権法」と言いますけれども―つまり明治32

年法です―明治32年法だと、独創性を有する映画という

のは、著作者の死亡起算で保護期間を決めるというルー

ルになっていたのです。これは現行法とは違いますね。

現行法では、公表後70年までというルールになっていま

す。映画著作者は誰であるかが仮に分かっていても、公

表後 70 年までというのが現行法なのですね。しかし、明

治 32 年法では著作者の死亡起算でした。死亡後さらに

38 年間保護されるというルールになっていたのです。そ

して現行法、つまり昭和45年法に切り替わるときに、新し

いルールの下で保護期間が急に短くなったのでは可哀

想だということで、明治 32 年法の下で享受していた保護

期間の方がもし長いのであれば、現行法の保護期間に

依らずに引き続き明治 32 年法のそれに依りますよ、とい

うルールが、既得権保護の観点から設けられたのです。

附則7条がそれです。 

 そうすると、どういうことが起こるかというと、1953 年に公

表された映画であっても、個人名義の映画であれば―例

えば監督さんですね―映画著作者である総監督さんが

1998年にお亡くなりになったとすると、少なくとも 1999年

1月1日から 38年間、間違いなく保護されます。2003年

12月31日は果して 2004年1月1日かという問題に悩ま

されることはありません。2036 年まで確実に保護されると

いうことで、こちらの方が間違いなく長いですね。仮に公

表後70年まで保護して貰っても、2023年までですから。 

 ということで、既得権保護の観点で、明治32年法が引き

続き適用して貰えます。これに気が付いてしまうと、「シェ

ーン」はともかく、日本の古い映画―黒澤明監督の昔作

った映画とか―はこれで行けてしまうのです。監督・黒澤

明と書いてあるから、個人の著作名義でしょうと。勿論、

映画を製作している会社の名前も出ていますが、監督

誰々と名前が出ていたら、当該映画の著作者は黒澤明さ

んですよと表示しているという風に、普通我々は受けとめ

ると。そうだとすれば、それは団体名義の著作物ではなく、

自然人名義の著作物です。そうすると死亡からプラス 38

年、死亡年から起算して 38年までというルールになるは

ずです。 
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 この理屈に、映画会社側の弁護士さん達が、気が付い

てしまった訳です。「シェーン」事件で負けちゃったけれ

ども、個人名義の著作物だということによって、復活した

のです。復活したというのは、消滅した著作権が復活した

という意味ではなくて、敗色濃厚だった彼らがまた巻き返

したということです。 

 映画の著作権はまだ切れていないか？全然切れてい

ませんよ、行けますよ―映画監督誰々と書いてあれば行

けますよ、という世界になったのです。そしてこれは法律

論的には正しいと言わざるを得ません。映画監督誰々と

書いてあったら、それは団体名義の著作物じゃないです

ね。自然人名義の著作物で、死後38年までという数え方

をする―それはそうだろうと思います。 

 

３ 自然人名義か団体名義かを決める準拠法 

駒田： でもそれを言っちゃうと、「シェーン」の事件でも、

本当にそれは団体名義の著作物だったのか、という問題

が実はあります。何故かというと、「シェーン」の映画監督

さんが誰であるのかということは、ハッキリ分かっているか

らです。ジョージ・スティーブンスさんだということは分か

っているのです。 

 ということは、あれは団体名義の著作物ではなかったの

ではないか、という風に考えられます。しかし、裁判所は

下級審から一貫して団体名義の著作物として扱っている

訳ですね。これは個人名義の著作物ではないのかという

趣旨の釈明権の行使があって、その点がしっかりと審理

された気配もありません。それは単純に、現行法の感覚

でやっていたからかもしれません。映画というのは公表

起算であり、自然人の死亡年からプラス何年という考え方

をしないのだと。映画というのはそういうものだという考え

方が、裁判官の方たちの頭の中にはあったのではない

でしょうか。 

 ただ、日本法で考えれば、本来、個人名義の著作物と

して保護期間を論ずべきところ、シェーンについてはそ

の点を日本法で判断してよいかという問題もあります。 

 非常に穿って考えれば、裁判所はアメリカ法を適用し

た可能性があります。日本法では、職務著作と評価され

ない限りは、著作者というのはあくまでも実際に映画を作

った人達である訳ですが、アメリカ法では、たとえ特定自

然人が映画監督であることが分かっていても、普通映画

製作者を著作者とみなします。 

 要するに、保護期間を知るときに決め手となる「著作者

は誰か」というところで、日本法の考え方に依らずに、アメ

リカ法を適用した可能性があるのです。これは著作者を

決めること、即ち著作者性の準拠法の問題です。 

 繰り返し職務著作について触れていますが、日本法で

は、事実行為として創作を行った人が常に著作者になる

訳ではない―職務著作の規定があるということは、皆さ

ん、著作権法を勉強してすでにご存知ですよね？ 

 外国にも似たようなルールはあります。しかし、どのよう

な場合に、事実行為として創作を行った人が著作者でな

くなるのかということは、国ごとに違います。 

 アメリカ法は、比較的広い範囲で現実の創作者イコー

ル著作者という立場からの逸脱を認めています。他方で、

ドイツみたいに、職務著作の制度などは一切認めない―

著作者とは常に現実の創作者のことである―という制度

を採用している国もあります。 

 だから、国によってそこはルールが違う訳で、例えばド

イツで作られ、発行された著作物について、日本でそれ

を利用するからといって、日本の職務著作規定を当然に

適用してよいのかという問題がある訳ですね。 

 それは正に国際私法の問題になります。そして、これ

については大別すると 2つの立場があります。一つは本

国法説で、著作物の本国法によって決めると。著作物の

本国というのは第一発行国のことですが、その法律で決

めます。これだと、著作物が世界中どこで利用されようと

も、誰が著作者かということは本国の法律で決まります。

著作者が現に住んでいる国は大抵第一発行国でしょうか

ら、そうすることによって世界中どこに行っても自分が著

作者であると主張できることになります。私が全ての権利

を持っていますから、誰に権利をあげるかは私が決めま

すよと言え、そしてその契約は全部有効になる訳です。 

 これに対して保護国説というのもあります。保護が要求

される国の法律によるという立場です。これをもっと分か

り易く言うと、著作物が現に利用される国の法律で決める

ということですね。従って、格安 DVD が日本で売られた

のであれば、それに関連して著作者が誰かを決める必

要があるのであれば、日本の法律で著作者が誰かを決

めるということになります。これだと、著作物を利用したい

と思う人は、自分の国の法律、自分が住んでいる国の法

律を見て誰が著作者かを知ればいい、ということになりま

すね。外国法を調べる必要がない。ですから、ある意味、

取引の安全に資する面があります。もっとも、外国の著作

者にしてみれば、予期せぬ形で自分は権利者でないと

言われてしまう可能性もある訳で、著作者と主張したい側

からすれば、取引の安全に資するかというと必ずしもそう

とは言い切れません。とにかく、両方良い所と悪い所が

あって、どちらにすべきか悩ましい問題です。 

 「シェーン」は、日本法で考えたら個人名義の著作物に

見える訳ですが、一貫して団体名義の著作物として扱わ

れているということは、裁判所は本国法であるアメリカ法

を本件で適用したと理解できなくもない―かなり穿った見

方になりますが。仮にそうだとすると、保護国法説は否定

されたことになります。ただその場合でも、気になるのは

ベルヌ条約との整合性です。「文学的及び美術的著作物

の保護に関するベルヌ条約」という条約があり、日本もア

メリカもこの条約の同盟国です。このベルヌ条約の 14 条

の2第2項(a)には、何気に「映画の著作物について著作

権を有する者を決定することは、保護が要求される同盟

国の法令の定めるところによる」などと書いてあります。こ
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の規定は一体何を言っているのか、色々と議論があるの

ですが、映画の著作物に係る著作権の原始的な帰属に

ついて定めたルールと解釈する人が多いのです。 

 映画著作物に係る著作権の原始的帰属について保護

国法に依るというルールを定めているとするならば―そ

の原始的帰属主体というのは、日本以外の多くの国では、

大体の場合、著作者なのですよね―このルールは、映

画の著作者性の準拠法を決めている部分もあることにな

ります。そうすると、シェーン事件で裁判所がもし本国法

を適用していたとしたら、ベルヌ条約違反をした可能性

が出てくる訳です。 

 しかしまあ、ベルヌ条約14条の2をそのように読むかど

うかも一つの問題です。そのように読まない考え方もあり

ますし、私自身も、ベルヌ条約のここの部分で映画著作

権の原始的帰属について準拠法が定められていると解

釈するのは、いささか不自然であると考えています。 

 

Ⅲ Post mortem 50ansの由来と延長論への示唆 

 

駒田： それで、まだ時間があるので、そもそも何で著作

権の原則的な存続期間は著作者の死後 50 年までという

ルールになっているのかということについて、お話しして

みたいと思います。それは何故かということを、かつて私

は調べたのです。この授業はいわば教養の授業ですか

ら、こういう話題もよろしいでしょう。 

 この死後 50 年までというルールは、どちらかというと大

陸法に起源があります。それが国際的なスタンダードに

なっていったのです。今では、ベルヌ条約にも死後50年

までという風に書いてありますが、ブラッセルで条約改正

がされた1948年時点で、著作者の死後50年まで保護す

べきだという主張は、国際的にもう一般的になっていまし

た。ただ、これを最初に言い出した国はフランスです。フ

ランスがかなり早い時期に著作者の死後 50 年までという

ルールを導入したのです。その後、ドイツが著作者の死

後 70 年までという保護期間を設定しまして、フランスより

も長い保護期間を設けたのですけれども、それは比較的

最近のことです。ドイツでも長らく保護期間は死後50年ま

ででしたし、そもそもドイツが死後 50 年の制度にするの

に、フランスよりも 70年遅れました。ですから、かなり早く

からフランスは死後 50 年までというルールを導入してい

たのです。そしてこれが今日では国際的なスタンダード

になっています。では、どういう理由で死後50年までとい

うルールになったのでしょうか―それを調べてみようと思

ったのです。 

 我が国では、死後 50年までというのはどうしてかといっ

たときに、先程述べたような 3 世代保護というのがよく言

われるのです。著作者本人と子供、そして孫まで保護し

たいから、とよく言われるのですが、フランスでこのルー

ルが導入されたときにも同じような議論がされていたのか

どうかを確認してみようと思ったのです。 

 確認してみたところ、どうもそういう気配はない、死後 50

年というのは、何となく決まったのではないかという気が

するのです。もっとハッキリ言ってしまうと 3 世代よりもむ

しろ 2世代保護を考えていたような気がするのです。 

 それについて簡単に歴史を追って説明します。著作権

を含めて「知的財産権」という用語を今日我々は使いま

すが、公的には「知的所有権」という用語も使います。知

的所有権思想というのは、昔はメジャーな考え方だった

訳です。 

 知的所有権思想の中でも極論なそれは、知的所有権を

物所有権と同じように考える。物所有権の効力が永久に

存続する以上、知的所有権も永久に保護されるべきであ

るという、そういう主張になってくる訳です。 

 フランス革命が起こり、1791 年に近代的な著作権法が

制定されます。制定前に演説を行ったフランス人弁護士

が居ますけれども、それによると、著作権というのは、人

間の天才的な頭脳から生まれてくる作品の所有権なのだ

から、物所有権と比べても神聖かつ不可侵な所有権なの

だと。 

 その神聖不可侵な所有権が、物所有権よりも劣った扱

いをされて良いはずがない―ということで、知的所有権こ

そ永久権にすべきだという主張が出てくるのです。こうい

う考え方はドイツにも輸入されて、ドイツではもっと激しく

そういうことが言われるようになります。学者とかが激しく

永久権にすべきだと言っていたので、皆困った訳ですけ

れども、フランスの立法者はこういう考え方に従ったこと

は一度もありません。かなりギリギリまで接近したことはあ

るのです―じゃあ永久権にしますか、という、直前のとこ

ろまでは行ったけれども、こっそり後で変えたとか。 

 そういうことがあって、かなりギリギリまで永久権支持に

傾いたこともありますが、結局、永久権としないという考え

方が勝利を収めた訳です。永久権を否定する論拠として

よく言われるのは、仮に永久に存続させると、公衆の利

益との妥協が図れないということです。情報や文化への

アクセスが過度に阻害されるということがよく言われます。

社会に与える影響が大きすぎるという訳ですね。 

 でも、先程も言ったように、著作者の死後 50年までとい

うのも、結構長いのです。使おうかなと思ったら、まだ著

作権が切れていないと思うことの方が多いです。逆に著

作権保護が切れたもので使いたいと思えるものが、中々

見あたらなかったり…。それで情報の流通が過度に妨げ

られているかというと、必ずしもそうとも言えない。パリ第

一大学の Pollaud-Dulian 先生は、永久権にしても情報の

流通が過度に阻害されるとか、そういうことは無い、とまで

ハッキリおっしゃっています。社会一般の需要を充たす

だけの許諾市場がきちんと用意されている、という訳で

すね。でも、新しい著作物ばっかりではなくて、古い著作

物でも稀に使いたいという人は居るでしょう。しかし、古い

著作物に永久に著作権が存続しているとなると、相続人

が増えていき、権利者も増えて行く、そうなるともう、許諾
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を取ることは事実上不可能になります。そういう問題があ

るので、権利者不明の状態にならないように、永久権に

しなかっただけだと。だから永久権にしたところで、世の

中の情報量が足りなくなるということは、決してない―と

いうのが Pollaud-Dulian 先生のご意見です。新しい著作

物がドンドン作られていって、まだ権利者が少ない内に

許諾を得て、ドンドン使えば良いのだと。Pollaud-Dulian

先生の考え方を簡単にいえば、そういうことです。永久権

にすると、古い著作物になればなるほど権利者が一杯出

て来て、誰が権利者かがよく分からない―そういう権利

者不明の状態が増えるだけで、それでも新しい著作物は

ドンドン出てくるのだから、別に情報へのアクセスとか、

文化の発展が阻害されるとか、そういう問題はそれ程発

生しないのだと割り切った人もいらっしゃるのです。そう

すると、何かそういうつまらない理由で実は永久権にして

いない、ということになっている可能性もある訳です。 

 さて、フランスでは永久権が否定され、死亡年から保護

期間を起算することになりまして、徐々にそれが延長され

ていることが分かります。過去の歴史を振り返ると最初は

5年、それから 10年、20年、30年、50年、最後にEU指

令の下で決められた 70年。フランスでも徐々に延長され

ています。 

 著作者の死亡年から起算するということに関しては、一

時期批判もあったのです。それは、保護期間が著作者の

死亡という偶然によって左右されてしまうという批判です。

特に、このルールに従うと、早死にした著作者の著作物

の保護期間というのは相対的に短くなり、大往生した著

作者の著作物の保護期間は相対的に長くなってしまいま

す。 

 どの分野でもそうなのでしょうけれども、天才はどうも早

死にする傾向があります。天才は早死にするから、その

著作物の保護期間は短く、凡才のそれは長い、それは

おかしいのではないかという批判があって、「最低保護

期間」というのを設けて、公表後せめて 30 年まで保護す

るといった制度を設けたら良いのではないかという議論

もありました。しかし、この批判はそんなに重要な批判で

はないと考えられたのか、結局、最低保護期間制度とい

うのは実定法の中に組み入れられませんでした。死亡起

算に単純化してルールが設けられました。 

 フランス法において著作者の死後 50 年に統一された

のはいつかというと、19世紀半ばの1866年です。それよ

りも前のフランスの法律というのは、著作者の未亡人の死

亡起算というルールも採用していました。亡くなった著作

者の奥さんの死亡年から起算するというルールも、かつ

て採用されていたのです。 

 ですから、著作物の保護期間というのは、旦那さんの著

作者がお亡くなりになって、その後の奥さんの生活をどう

保障するのかという問題に対処するために作られたルー

ルだということが、よく分かるのです。奥さんだけじゃなく

て子供も居るので、その子供の生活をどうするのかという

ことで、プラス何年という規定になった訳です。 

 従って、1866年法が制定される直前までは、フランス実

定法というのは、3世代保護じゃなくて、どちらかというと2

世代保護を狙っていたということが読み取れるのです。

他方で、1866年法から著作者の死後 50年までということ

になったのですけれども、ここで急に 3 世代保護になっ

たかというとそうでもありません。経緯を追っていくと、結

局、保護期間というのは著作者の未亡人と第一位の直系

相続人の生存期間を含む、そういうものであるべきだとい

う主張は一貫しているのです。 

 そうすると、やっぱり 2世代保護なのです。ただ 2世代

保護といっても、まれに60歳で20歳の女の人と結婚する

人とかが居る―まあ居るでしょうね。そして 65歳で子ども

が出来た、そしてここで急にお亡くなりになったと。ここか

ら 50 年にしておけば、子どもがかなり年をとるまで著作

権は存続し、著作権が切れる頃には、子供が独り立ち出

来るようになっているとなります。 

 これはかなり極端なケースです。高齢で結婚しても、子

供が出来たときにすぐ死ななければ、子供が一生を終え

る頃まで著作権が存続するでしょう。芸術家の人は、何

かすごいバイタリティがあるじゃないですか。高齢結婚と

か、そういうことはあり得るのです。そして高齢結婚の場

合まで視野に入れると、話は 3世代ではなくて、どちらか

というと 2世代保護になるのです。 

 しかし、今の著作権法の考え方では―特に我々日本の

著作権法学者の考えていることといった―3 世代保護で

す。25歳で結婚して 50歳で孫が生まれ、自分の子供が

25 歳のときに孫が出来たということでね。そして 60 歳で

お亡くなりになったときに、孫は 10歳、ここから 50年とい

うことだと、孫が 60 歳のときに保護期間が切れるというこ

とになります。 

 でも、おじいちゃん著作者は 60 で死んだけれども、今

は平均寿命が伸びているから、孫は 70 歳まで生きる可

能性があります。そのときは 10 年足らなくなります。ある

いは 80歳まで生きるかもしれません。そうすると 20年足

らないということで、死後50年までじゃなくて 70年にしま

しょうよ、ということが言われた訳です。ヨーロッパでは、

そういう理由で死後 70年主義に移行しました。かつては

フランスみたいに死後 50年までという所が多かったので

すが、今言ったような理由で、EU全体で 70年主義に変

わったのです。 

 でも、70 年主義に移行するのは平均寿命の伸びに対

応するためだという理屈は、よく考えると、子孫の平均寿

命が永久に伸び続けることを前提にしているのです。何

故かと言うと、この孫も著作者になる可能性があります。

孫は80歳で死ぬ、しかし、その孫が自分の子供を作る年

齢とか、その子供がさらに子供を作る年齢って、さほど変

わらないでしょう？ 

 自分は 80 歳で死ぬようになったから、ようやく 40 歳で

結婚できる体になりました、ということには普通なりません。
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25 歳で子どもを作るというのはあまり変わりがありません。

生物的行動にはあまり変化がないのです。そうすると、

やはり 50 歳のときに孫が出来る訳ですが、さらにそこか

ら30年たって自分が死ぬから、この時からプラス50年で

も孫は 80歳になる訳です。80じゃ足らないとすれば、皆

がもっと長生きするようになっているからでしょうが、平均

寿命がそんな風にドンドン伸び続けるというのはちょっと

考え難い訳です。 

 だから将来は著作者も長生きするということを考えれば、

孫が長生きしても問題ないです。国民の平均寿命が伸

び続ければ話は別ですが、そうでないなら保護期間延

長の根拠としての 3世代保護論というのはちょっと怪しい

ところがあります。 

 そもそも、50年主義というのが3世代保護を基礎付ける

根拠になっているといっても、最初にそれをやったフラン

スでは、実は2世代保護だけを考えていた節がある、そう

いう訳で、実をいうと 3 世代保護というのはあまり根拠が

ないし、3世代保護だから70年にしないといけないという

訳でもなさそうだということです。それが結局、私が辿り着

いた結論です。 

 時間もいいようですし、今日はここで終わりにしたいと

思います。（拍手） 

 

 

 

【配布資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

《秋 季》 
早稲田大学ロースクール公開講座 

＜2012年9月～12月＞ 
 

 





第１回第一部 クラウド時代における公衆送信権の国際的検討 

- 165 - 

 
第１回 第一部 

 クラウド時代における公衆送信権
の国際的検討 

 
講演者：茶園 成樹（大阪大学教授） 

奥邨弘司（神奈川大学准教授） 

司会：上野 達弘（立教大学教授） 
 

 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 我が国著作権法における公衆送信権の特徴（茶園

成樹） 

Ⅲ クラウド時代における公衆送信権の国際的検討～

憂鬱な米国法、そして米国の憂鬱？～（奥邨弘司） 

Ⅳ クラウド時代における公衆送信権の国際的検討―

アンブレラ・ソリューションの成果と残された課題

（上野達弘） 

Ⅴ 議 論 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

上野： 立教大学の上野でございます。第一部の司会を

担当させていただきます。本日は大阪大学から茶園先生、

それから神奈川大学から奥邨先生をお呼び致しまして、

「クラウド時代における公衆送信権の国際的検討」という

ことを議題にしたいと思います。最近このようなことがあり

ました。私は去年までドイツに留学しておりまして、留学

中だったか、帰ってきたばっかりの頃だったかと思いま

すけれども、日本のまねき TV事件の最高裁判決を外国

に紹介するということで、これを翻訳するように仰せつか

りました。一通り翻訳を終えまして、若干の解説を付け加

えて、現在フランクフルト大学にいらっしゃるドイツ人のピ

ーター・ガネア先生に送って読んでいただいた訳です。 

 ご存じのように、まねき TV事件というのは、日本のテレ

ビ番組を海外で見られるようにするサービスということで

すけれども、まねき TV の場合は、テレビ番組をリアルタ

イムで見るものです。このサービスが、日本の最高裁に

よると送信可能化権の侵害ということになった訳ですので、

私もこの紹介の中でそのように英語で書いた訳です。 

 ところが、それは彼らドイツ人達にとってはよく分からな

いと言うのです。何故「送信可能化権」の侵害になるのか

と。というのも、このサービスはインターネット経由でテレ

ビ番組をリアルタイムで視聴できるようにするものです。

つまり、放送されてきたものをリアルタイムでそのまま流

すという同時再送信（サイマルキャスティング）であると。

そういうものは、送信可能化でなくて、放送に他ならない

ではないのか。それなのに、何故「送信可能化権」の侵

害になるのか、と言うのです。 

 私は、このサービスはインターネットを使っているので

あって、リクエストした人にしか送信しないのであるから、

これは放送ではなくて、日本法で言うところの自動公衆

送信に当たるのだと。だから、送信可能化権の侵害で問

題ないと説明したのですが、彼らは全然納得しなくて、何

を言っているのだ？という感じなのですね。というのも、

まねき TV って、見たい番組が見たい場所で見たいとき

に見られる訳じゃないだろう、と言うのです。つまり、リア

ルタイムですから、そのときに放送されているものを見る

だけだろう、と。だったら、それは放送じゃないかと言う訳

です。私は、それは関係なくて、要するに、インターネッ

トを使っているかどうかが問題になるのであって、インタ

ーネットを使っている以上、それは放送ではなく送信可

能化の問題になるのだと言ったのです。 

 すると、ガネアさんというのは日本語がよくお出来にな

るものですから、それまでは頑張ってドイツ語でやり取り

していたのですが、その頃から日本語でメールが来るよ

うになってしまいました。しかし、日本語でも中々噛み合

わなくて、結局、ドイツではインターネット上の同時再送

信（サイマルキャスティング）は、たとえインターネットを使

っていても放送に当たると解されていることがよく分かっ

てきた訳です。 

 ところが、これはドイツだけではなくて、ヨーロッパは皆

そうだと言うのですね。そして、条約もそのように解され

ているのではないかと言うのです。ただ、こういうことは、

すでに今日お出でくださっている茶園先生も、すでに論

文の中で指摘しておられますので、今日はそういった点

についてもお話しいただけるかと存じます。ちなみに、

ガネアさんも今日は偶々日本に居られるということで、今

のところお顔が見えませんが、この会場にもいらっしゃる

と伺っております。 

 再来週、ALAIの国際大会が、アジア初ということで、京

都で開催されますが、ここでもクラウド問題に関連して送

信可能化権が取り上げられることになっています。そうし

た検討では、日本がどうかというだけではなくて、アメリカ

はどうなのだという話になると思われます。アメリカ法は

アメリカ法で、条約上のmaking available rightがきちんと

定められていると言えるのだろうかという点が議論されて

いる訳です。 

 以上のようなことは、唯の理論的な話で済んでいれば

良いのかもしれませんけれども、最近いわゆるクラウドサ

ービスと呼ばれるものが出て参りまして、ロッカーサービ

ス、テレビ番組転送サービス、オンラインビデオレコーダ

ーといったサービスを巡って国際的に訴訟になっている

ところでありますので、こうした問題の如何によっては結

論が変わってくるという状況にあります。 

 そこで本日のシンポジウムにおきましては、クラウド時

代における公衆送信権の国際的検討ということをテーマ

にさせていただいた次第です。構成と致しましては、ま

ず茶園先生から、日本法における公衆送信権の特徴に

ついて、条約やヨーロッパとの比較という観点からご検討
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をいただいた上で、奥邨先生からアメリカ法についてご

紹介いただき、最後に私からも少しお話させていただき

たいと思います。それでは茶園先生、お願いします。 

 

Ⅱ 我が国著作権法における公衆送信権の特徴 

 

茶園： 只今ご紹介いただきました大阪大学で知的財産

法の担当をしております茶園と申します。これから「我が

国著作権法における公衆送信権の特徴」ということにつ

いて 30分程度お話をさせていただきます。 

 

１ 我が国著作権法における公衆送信概念 

茶園： 我が国著作権法における公衆送信権の特徴とし

て、これから何をお話しするかと言いますと、公衆送信権

ということになっておりますけれども、自動公衆送信、イン

ターネット絡みの送信ということが中心になります。特徴と

して挙げたいと思うのが、次の 3つです。 

 ①送信可能化は自動公衆送信の準備行為である、②

送信可能化は技術的な特性によって定義される自動公

衆送信装置の使用を要件としている、③同一内容の情報

が同時に送信されるものであったとしても常に公衆にま

で送信されないものは、放送ではなくて自動公衆送信に

該当する、ということです。 

 今、上野先生から 3 番目のことを指摘していただきまし

たが、①②③について、私も少し前まではこれらは当然

のことである、国際的にもそのようになっていると思って

いました。しかしながら、そうではありませんで、日本は

他の国、特にヨーロッパの国々と比べると特異な制度で

ありますので、その点をこれから説明させていただきた

いと思っています。 

 日本法における公衆送信の概念を見ていただくと、公

衆送信の中に、放送、有線放送、自動公衆送信、その他

の送信がある訳です。放送・有線放送とは、同一内容の

情報を同時に送信することで、それを無線で行うのが放

送であって、有線で行うのが有線放送です。自動公衆送

信というのは、公衆からの求めに応じて自動的に送信す

るということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 送信可能化とは、自動公衆送信し得るようにする行為

で、これを見ると、自動公衆送信装置と呼ばれるものを必

須の要素としていることが分かります。ちなみに自動公衆

送信には、蓄積型と入力型があります。おそらく自動公

衆送信として通常想定されている典型例は、インターネ

ットに繋がっているウェブサイトに情報をアップロードす

る、つまり蓄積することです。蓄積されますと、ユーザー

はそのウェブサイトにアクセスをすれば、そこから情報を

入手することが出来ます。ユーザーは自分の好きなとき

にアクセスをして、情報を入手することが出来ます。情報

がホームページに蓄積されていますから、これが蓄積型

自動公衆送信です。 

 通常、自動公衆送信と言われたときにすぐに思い付く

のがこの蓄積型で、このような蓄積がされない自動公衆

送信が入力型自動公衆送信です。自動公衆送信装置に

情報を入力する形式で、ウェブサイトに情報を入力し続

けまして、そのウェブサイトにアクセスすると入力されて

いる情報を入手することが出来ます。ウェブサイトにアク

セスしたときに、そのときに入力されている情報を見るこ

とが出来る訳でして、ある情報をユーザーが好きなときに

見るということは出来ません。これは、先程上野先生がお

っしゃった同時の送信、全てのユーザーが同じ情報を同

時に送信されて受信するという形になります。 

 図を見ていただくと、放送と有線放送が、先程申しまし

たように、同一内容の同時送信ですね。その上に自動公

衆送信があって、今申しましたように自動公衆送信には

蓄積型の自動公衆送信と蓄積がされない入力型自動公

衆送信があります。ちなみに公衆送信は、この放送・有

線放送、自動公衆送信に限られるものではありません。

その他の形態の公衆送信もあり得ます。例えば、電話で

申込みを受けて手動で公衆に対してファクスを送信する

場合、手動ですから自動的ではないので、自動公衆送

信には当たらないのですが、これも公衆に対する送信な

ので、その他の形態の公衆送信になります。 

 

２ WIPO著作権条約等における公衆に対する伝達・利

用可能化 

茶園： 日本法の送信可能化あるいは自動公衆送信の概

念は、1996年に採択されたWIPO著作権条約に対応す

るためのものです。この条約に入るに当たって、日本が

条約上の義務を履行するために送信可能化あるいは自

動公衆送信の概念を新設したということになります。 

 WIPO著作権条約における送信可能化、自動公衆送信

に相当する部分はどれかと言うと、それは WIPO 著作権

条約の 8 条です。8 条は公衆への伝達権（Right of 

Communication to the Public）、公衆に伝達するという包括

的な権利を定めています。その中で、カッコ書きですけ

れども、「公衆のそれぞれが選択する場所及び時期にお

いて著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物

を置くこと」、これを公衆への伝達に含むというように定め

られています。この日本語訳を読んでもピンと来ないの

ですが、この下に原文を付けていますので見ていただき

ますと、「the making available to the public of their works in 

such a way that members of the public may access these 
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works from a place and at a time individually chosen by 

them.」です。この原文が何故このような日本語訳になる

のか分かりませんが、ともかく、making available にすると

いう権利を公衆への伝達権に含めているという訳です。

ちなみに EU は WIPO 著作権条約に対応するために、

2001 年に情報社会指令というものを採択しています。そ

のため、EU の加盟国はこの指令に適合するように法律

を変えなければならないことになる訳ですけれども、この

情報社会指令の3条は、WIPO著作権条約8条とほぼ同

じことを定めています。 

 さらにその次に行きますと、ドイツの著作権法は、情報

社会指令に適法するために19a条を定めています。利用

可能化権です。つまりWIPO著作権条約の 8条のカッコ

書きと EU の情報社会指令とほぼそのままの文言を用い

た規定を設けている訳です。19a条の下の 20条、これが

放送権、放送に関する権利です。日本は放送と有線放送

を明確に分けていますけれども、国によっては放送の中

に無線放送と有線放送の両方を含むというように、放送

を広い概念で捉えている国もありまして、ドイツがそうで

す。この 20条の放送権には、日本でいう無線の放送と有

線放送、両方を含んでいます。20b 条というのは、放送さ

れる著作物を有線再放送するというときに、許諾権、独占

権が制限されるという規定です。20b 条に依りますと、放

送される著作物を有線システム内で再放送する場合は、

その権利は集中管理団体によってのみ行使することが

出来る、つまり個々の著作権者が行使することは出来な

いということになります。 

 以下では、日本の著作権法における送信可能化と区別

するために、WIPO著作権条約やEU情報社会指令に定

められているmaking available to the publicを「利用可能

化」と呼ぶことにします。 

 

３ 送信可能化と利用可能化の対象 

茶園： 送信可能化と条約上の利用可能化については、

最初に申しましたように、色々な違いがあります。 

 最初の違いですが、送信可能化と利用可能化は、対象

とする行為に若干の違いがあるということが色々な文献

を読んでみますと分かります。日本においては、送信可

能化というのは、公衆送信の一類型であるところの自動

公衆送信の準備行為と位置付けられています。ですから

送信可能化を準備行為にして、現実に送信が行われる

場合、その送信は送信可能化ではありません。送信は自

動公衆送信ということになります。 

 一方、WIPO 著作権条約の 8 条の利用可能化権、

making available to the publicの権利というのは、著作物を

利用可能化の状態に置くことと送信すること、この両方を

含む、全体を捉えるというように解されています。利用可

能化は準備行為と現実の送信の両方を含む概念である

のに対して、日本の送信可能化は前の方だけをその対

象にするものである、こういう違いがあるということになり

ます。 

 WIPO著作権条約の8条の公衆への伝達権について、

現実の伝達に対して、公衆への伝達の一類型である利

用可能化は、置くというところと置いたものが利用されると

いう両方を含むということが表されています。日本の著作

権法はどうなのかというと、公衆送信の場合には、放送、

有線放送、自動公衆送信、その他というものがあり、自動

公衆送信の準備行為として送信可能化があります。利用

可能化と送信可能化の違いは、送信可能化は準備行為

だけ、利用可能化は現実の送信の両方を含むということ

になります。 

 このような違いがありますが、この違いは、恐らく大きな

問題が生じるものではないだろうと思われます。と言いま

すのは、日本の場合は、送信可能化は準備行為しか当

てはまりませんから、送信可能化から行われる送信行為

それ自身は送信可能化では補足できません。しかしなが

ら、当然これは自動公衆送信に当たって、公衆送信権で

カバーされますので、権利の対象に漏れが起こるという

ことは無い訳です。 

 また、利用可能化が準備行為と現実の送信の両方を含

む概念と言いましたが、条約においては利用可能化とい

う行為は、現実の送信が行われていなくても、その準備

行為だけで完了するというように理解されています。その

ため、利用可能化と送信可能化の対象が同じではないと

いうことであったとしても、それによって著作権者の保護

に差異が発生することは無いだろうと思います。 

 

４ 自動公衆送信装置の使用 

茶園： 次の自動公衆送信装置の使用ということについ

ては、現実にはあまり問題が起こらないのかもしれませ

んが、問題が起こる可能性がより大きいのではないかと

思います。日本における送信可能化という概念は、自動

公衆送信装置というものの使用を要求しています。自動

公衆送信装置が利用されていなかったら送信可能化で

はないということになる訳です。これに対して、WIPO 著

作権条約 8 条の利用可能化はどうかというと、そのような

装置が必要であるということは規定されていません。 

 ただ、実際問題としては、利用可能化、つまりユーザー

が選択する時期・場所によって利用するように出来るとい

う状態になるためには、日本法でいう自動公衆送信装置

のような装置がないと難しいでしょうから、そういう機器の

使用が実際上必要になるだろうとは思います。そうでは

ありますが、日本法は自動公衆送信装置を明文で定義し

ています。この自動公衆送信装置を定義する技術的な

特定を厳格に解すると、要するに自動公衆送信装置の

定義を厳しくすればするほど、当然ながら、自動公衆送

信装置の使用を要件にする、送信可能化が認められる

範囲というのが狭くなるということになります。そうなります

と、理論的な話だけに限られるかもしれませんが、著作

物を自動公衆送信し得るようにする行為であったとしても、
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自動公衆送信装置を厳格に解することによって、自動公

衆送信装置が用いられていないという理由によって、問

題となる行為は送信可能化には当たらないという事態が

生じる恐れが無いではないと思う訳です。 

 繰り返しますと、自動公衆送信し得る状態にあるような

場合であっても、日本ではそれを送信可能化というため

には自動公衆送信装置を見出さないといけません。自動

公衆送信を厳密に解すると、自動公衆送信し得る状態に

あるという行為であったとしても、送信可能化にはならな

い、そういうようなことが起こる恐れがあるのではないかと

思います。 

 これは日本法がそのように規定しているのだからそれ

で良いではないかというように思われるかもしれません

が、条約との関係では問題があるだろうと思います。日本

は WIPO 著作権条約に加入することによって、8 条が定

めている公衆への伝達権が及ぶ行為、これを全部著作

権の対象にする必要があるということになります。 

 そうなりますと、利用可能化の部分はきちんと著作権の

対象にする必要があるということになります。ここの公衆

への伝達の準備行為というものを補足する概念として日

本法が設けているのは送信可能化しかありませんから、

送信可能化を狭くすると、当然、利用可能化よりも場合に

よっては小さくなるという危険性があります。無くはないと

いうことで、小さくなりますと、当然、日本はWIPO著作権

条約 8 条を十分に履行していないという問題が生ずるだ

ろうと思います。 

 我が国では、公衆送信の準備行為として権利の対象と

しているのは送信可能化だけですから、WIPO 著作権

条約上の義務を履行するためには、利用可能化（のうち、

オンデマンド送信を可能にする要素）を送信可能化とし

て把握する必要が生じます。送信可能化は自動公衆送

信装置の使用が要件であると規定されていて、これは変

えられませんので、条約との齟齬が仮に生ずることを出

来るだけ回避するためには、自動公衆送信装置を厳格

に解すべきではないということになると思います。この点

で、まねき TV 事件の原判決は、問題になったベースス

テーションは 1対 1送信しか行わないということで、自動

公衆送信装置ではないという判断をしました。さらにこの

判決は、自動公衆送信装置というのは、1 対多の送信を

行う機能を有する装置であることが必要だと述べた訳で

すが、このように狭く解すると問題が生じるのではないか

というように思う訳です。もっとも、この原判決の解釈は、

最高裁が覆しました。 

 最高裁はどのようなことを述べたのかを見てみますと、

最高裁は原判決の解釈を覆す上で、送信可能化が規制

の対象とされた趣旨、目的というのは、自動公衆送信装

置の準備行為の規定にあった、だから 1対1対応であっ

たとしても、自動公衆送信装置に該当することは妨げら

れないと言った訳です。最高裁のこの趣旨を準備行為規

制に求めていることからしますと、情報を受信者からの求

めに応じ自動的に送信する機能を有する機器であれば、

他の事はともかく、それだけで自動公衆送信装置に該当

すると解されることになるのではないかと思います。自動

公衆送信装置というのは、とにかくそこから自動公衆送信

がされるような機器であったら良いというぐらいのことにな

るのではないかと思います。条約との関係からも、このよ

うに緩やかに解することが適切であろうと考えています。 

 なお、まねき TV 事件で問題になったのは、先程上野

先生がおっしゃいましたように、国際的には放送で、利

用可能化に関するものではありませんから、この事件で

自動公衆送信装置をどのように考えたとしても条約上の

問題は現実には発生しなかったというようには思います。

ただ、この事件を例として、自動公衆送信装置を厳しく解

するべきではないということを申したかった訳です。 

 今申したことで、むしろ分かり難くなるかもしれませんが、

自動公衆送信の準備行為として送信可能化があって、こ

の自動公衆送信と送信可能化を経る自動公衆送信の間

に差がありますが、これは場合によっては送信可能化を

経ない自動公衆送信があるかなと思います。 

 日本では自動公衆送信装置が定められていますが、

条約上の送信可能化の状態での伝達と、あるいは齟齬

があるのかもしれません。自動公衆送信概念の方が利用

可能化の状態での伝達よりも広いかもしれませんが、も

っとも、実は無いだろうというようには思っています。

WIPO著作権条約8条が定める公衆への伝達権とは、公

衆へ伝達を含む非常に広い概念ですから。 

 先程の送信可能化を経ない自動公衆送信も、実は無い

だろうと思います。WIPO著作権条約8条でいう、利用可

能化による送信と、日本法の自動公衆送信は概念構成

が違いますが、実際上は重なるのではないかなと思って

います。これが現実に存在するとしても、それで何か条

約上の問題が発生するかというと、おそらくそうではない、

と言いますのは、日本は送信系については公衆送信権

という、公衆送信の全てに及ぶ権利を定めていますので、

仮にあって、自動公衆送信ということで補足できないとし

ても、公衆送信として補足できますから、結局、問題は生

じないことになるでしょう。 

 昨年起きた問題は、送信可能化を厳密に解すれば解

するほど、実は自動公衆送信になりそうなのだけれども、

送信可能化に当たらないというズレが発生すると申しまし

た。先程、最高裁の判断に関して申しましたけれども、自

動公衆送信装置という装置を使えば、自動公衆送信が行

われる、それぐらいの意味で捉えますと、厳密にはこの

問題や先程の部分は発生しないということになるのだろう

と思います。 

 

５ 自動公衆送信と放送・有線放送 

茶園： 最後の特徴として、同時送信の場合、これを放送

と捉えるか、あるいは自動公衆送信と捉えるかという話で

す。先程言いましたが、放送・有線放送とは、同一内容の
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同時送信です。自動公衆送信の典型例は、インターネッ

ト上のサーバーに蓄積された情報が個々のユーザーの

アクセスによって送信されるものです。その場合のアクセ

ス、送信というものは、個々のユーザーが決めますから、

同一時点ではありません。同一時点の場合もあるでしょう

が、異なる時期ということになります。 

 では、情報は個々のユーザーのアクセスによって送信

されるのですが、いわゆるインターネット放送、つまり同

時送信される場合は、自動公衆送信と放送・有線放送の

どちらに該当するのでしょうか。日本では、これは自動公

衆送信に当たるというように理解されています。同一内容

の同時送信ではないかと思う訳ですが、日本では、放

送・有線放送というのは、公衆の手元まで電波が届くもの

です。公衆の手元まで電波が届かないものは、放送・有

線放送ではないと考えられています。ですから、まねき

TV事件では、問題となった行為が公衆送信であるとする

と、それは自動公衆送信に当たるということになります。

問題となったのは放送番組の同時送信でしたが、放送番

組の電波そのものはユーザーのところまで届いていない

ためです。 

 しかしながら、WIPO 著作権条約上は、同時送信の場

合は、放送・有線放送に当たると理解されています。EU

の情報社会指令やドイツ法においても同様です。これは

ユーザーがアクセスする時期を選択できないからです。

同時送信ですから、時期が決まっている訳ですね。場所

はユーザーの選択でどのような場所でもいいですが、時

期は選択できないということで、放送・有線放送であると

いうように理解がされています。改正解説ではそのような

ことが書いてあります。『The WIPO Treaties』という、これ

はWIPO著作権条約の説明書のようなものです。 

 ところで、上記の考え方の下にIPマルチキャスト放送に

関して、平成 18年著作権法改正がありました。IPマルチ

キャスト放送というのはどういうものかというと、放送センタ

ーから放送番組の電波が、普通、放送は受信者の所の

アンテナまで行きますが、IP 装置というところまで行くの

ですね。受信者はそこまで行った電波で、何を視聴する

かを選択します。そして、選択した電波が家まで届くとい

うことになります。これは同時送信ですが、電波が家まで

届いていないということで、IP マルチキャスト放送は放送

ではなくて自動公衆送信であるという理解がされまして、

その理解の下に平成18年改正が行われたということにな

ります。 

 面白いと言えば語弊がありますが、この改正は、IP マ

ルチキャスト放送を円滑化するために行われたものなの

ですが、実演家・レコード製作者の権利制限を設ける必

要があるのではないかという問題を解決するために行わ

れました。ところが実演家・レコード製作者の権利につい

ては、放送・有線放送ということになると条約上、権利制

限を設け易いのですが、利用可能化ということになります

と、放送であれば設けることのできる権利制限を定めるこ

とが難しいということになります。これは困ったなという話

になる訳ですが、実は平成18年改正というのは、IPマル

チキャスト放送は、日本では自動公衆送信なのだけれど

も、条約上は利用可能化ではないから、権利制限をかけ

ても条約上の問題はないのだという、そういう理解の下に

行われました。 

 日本では IPマルチキャスト放送は自動公衆送信です。

自動公衆送信という概念は、元々は条約上の利用可能

化という概念に相当するものとして設けられました。ところ

が、条約上の利用可能化に当たるとすると、権利制限が

中々やり難いのですね。そこで、この改正においては、

日本では自動公衆送信になるけれども、条約上は利用

可能化ではないから、だから権利制限をかけられる、か

けても条約上の問題は生じないのだと理解されたという

ことになります。 

 そのことが述べられた審議会の報告書があります。「IP

マルチキャスト放送による放送の同時再送信は、『同時』

再送信であることから当然に特定の実演やレコードに視

聴者が自らの選択する時間にアクセスすることができな

いため、実演・レコード条約の利用可能化には該当せず、

許諾権で保護することは求められていないと考えられる」

という訳です。1 

 自動公衆送信と言いますと、通常はインターネットのよ

うなものを想定します。インターネットでしたら世界のどこ

からでもアクセスできますが、IP マルチキャスト放送は、

著作権法上は異なる取扱いが定められています。自動

公衆送信については、38条 2項とか 102条の 2で権利

制限が設けられているのですが、この権利制限は「専ら

当該放送に係る放送対象地域において受信されることを

目的として自動公衆送信」することを対象としています。

自動公衆送信について地域制限が設けられている訳で

す。通常の自動公衆送信と思われるものとは相当に違う

ことになっています。 

 即ち、我が国は同時送信がある場合でも、公衆の手元

にまで送信されないという場合は放送ではなく、自動公

衆送信とします。今言いましたように、IP マルチキャスト

放送の取扱いに苦慮したということで、さらにこういうよう

な理解の下でいきますと、伝統的な放送、放送局がやっ

ている放送、電波を飛ばすという放送とインターネット放

送というのは、別個の法制度に属することになります。普

通の放送局がする放送、電波を飛ばすというのは放送と

か有線放送です。一方、インターネット放送の場合には、

これは同時に流すのですが、自動公衆送信ということで

法制度が変わってくることになります。 

 では同じにした方が良いのでしょうか。伝統的な放送に

ついて同一の権利あるいは著作権の制限を同じにしても

                                                                 
1 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/06083002/005.htm 

文化審議会著作権分科会「著作権分科会（IPマルチキャスト放送及び罰

則・取締り関係）報告書（平成18年8月）」Ⅱ．IPマルチキャスト放送の著作

権法上の取扱い等について ４.国際条約及び各国における IPマルチキャ

スト放送の取扱い 
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良いのだろうかということを次に考えたいと思います。 

 この点を考えるために、まず、どのような違いが発生す

るのか見ておきますと、EU においては、利用可能化に

当たるとしますと、著作者は排他的な権利を持っていま

すし、隣接権者も排他的な権利を持つということになりま

す。ところが放送・有線放送になりますと、実演家・レコー

ド製作者は排他的な権利を持ちません。報酬請求権しか

持たないということになります。また、放送に関しては、先

程のドイツの 20b 条にありましたように、特別な有線再送

信に関する規制は著作権を後退させている訳です。集

中管理団体しか行使できないことになっています。さらに

放送の場合は、それを業として行使を行う者は隣接権を

享受します。自動公衆送信を行う者については、隣接権

は認められていませんが、放送の場合の放送事業者の

権利は認められています。 

 こういう違いがあるということを考えますと、インターネッ

ト放送を、通常の放送、今まで想定されていた放送と同じ

と考えて本当に良いのでしょうかと。この点は実はドイツ

などでも色々議論になっていまして、先程申しました 20b

条、ケーブルによる有線再送信で集中管理団体しか権

利行使できないというものですが、これについては学説

などでは、インターネット放送による再送信には適用され

ないという見解が現在は有力なようです。裁判例としては

ハンブルグの地裁ぐらいしかないようですが、この地裁も

20b条は適用されないとしています。やはりこれまで想定

されていたケーブルでの有線再送信と、インターネット放

送はあまりにも違う、こういうことを理由にしています。 

 さらに興味深いことに、イギリス法は特殊な取扱いをし

ていまして、イギリス法の 20条 1項は公衆への伝達権を

定めていますが、ここでいう公衆への伝達権とは、電気

的送信による公衆への伝達であって、(a)著作物を放送

することと、(b)電気的送信により、公衆のそれぞれが選

択する場所及び時期において著作物の使用が可能とな

るような状態に当該著作物を置くことです。即ち(a)が放送

で、(b)が利用可能化になります。インターネット放送は放

送に当たるのではないかということについては、実はイギ

リスは放送から原則的にインターネット送信を除外すると

しています。何故そうするかというと、イギリスでは、正に

放送というのは伝統的な放送に限るべきだと考えられた

からです。それでは、インターネット送信、インターネット

放送はどうなるかというと、20条1項が定めている公衆へ

の伝達権は、放送と利用可能化に限られない、もっと他

の別の方法があるのだという理解の下にインターネット放

送は別のものであるという取扱いがされています。 

 我が国は、同時送信の場合は、放送ではなく、自動公

衆送信として取り扱っています。私も少し前までインター

ネットを用いるものであれば全部自動公衆送信、あるい

は送信可能化であると思っていたのですが、実は日本法

は特殊な制度であるということです。国際的には特異な

日本法の特徴であるということが、これから他の国との関

係で考えますと、きちんと認識されなければならないだ

ろうと思います。 

 ではインターネット放送は放送として取り扱うというよう

にしたほうが良いかというと、実はそうでもないのではな

いかと思っています。現在の著作権法においては、放送

は、私が思いますに、公益的な性質を持っていて、それ

故に放送局による放送は優遇的な地位と言いますか、

色々な権利制限が認められています。そういうものをイン

ターネット放送についても認めて良いのか、放送局が行

っているものと同等に取り扱って良いのかということにつ

いては、直ちにそうすべきであるとは言えないのではな

いかと思います。そうであれば、インターネット上の流通

については、結局、放送・有線放送なのか自動公衆送信

なのかということよりも、個々の場面においてどのように

規律すべきかを個々の場面ごとに検討すべきだろうと思

います。 

 大分時間が過ぎましたが、これで私のお話を終わりた

いと思います。どうもご清聴ありがとうございました。 

上野： 茶園先生、どうもありがとうございました。それで

は、奥邨先生、お願い致します。 

 

Ⅲ クラウド時代における公衆送信権の国際的検討 

～憂鬱な米国法、そして米国の憂鬱？2 

 

奥邨： 神奈川大学の奥邨でございます。私の報告、サ

ブタイトルを「～憂鬱な米国法、そして米国の憂鬱？～」

としました。前半の「憂鬱な米国法」というのは、法律が憂

鬱ということは無い訳で、これは私が憂鬱だという意味に

なります。調べても調べてもよく分からない。よく分からな

いという所がございまして、今日は自信が無いということ

で「憂鬱」としております。そして後半の「米国の憂鬱」と

いうのは、今回調べた限りでは、米国法は一部で条約に

合致していないのではないかと思われる部分がございま

す。その点を米国が憂鬱に思っているのではないかと推

測して「米国の憂鬱」としました。ただ、そこはそうは言っ

てもドラえもんに出てくるジャイアン的な発想の米国です

から、それほど気にしていない可能性もありますのでク

エスチョンマークを付けたということです。 

 

１ 米国法の基本的考え方 

奥邨： 本編に入ります。まず米国には公衆送信権や利

用可能化権と名付けられた権利はございません。しかし

ながら、ご存じのようにアメリカはWCTにもWPPTにも加

入していますので、どうなっているのだということですが、

                                                                 
2 講演録としての性格上、注は、必要最小限度に留めた。なお、本講演内

容をもとに、その後の調査結果、及び状況の変化などを盛り込んで、奥邨

弘司「公衆への送信および送信（利用）可能化に関する権利を巡る米国の

状況」高林龍他編『年報知的財産法2013』日本評論社（2013年）14頁以降

をまとめているので、是非そちらも参照して欲しい。注についても、そちら

に詳しく列挙した。また、講演以降に明らかになった事項などは、講演録

の性格上、【講演後の追加情報】とした注以外、本稿では触れていないの

で、是非、前記拙稿を参照願いたい。 
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先程ご紹介のあったアンブレラ・ソリューションにより、こ

こに挙げておりますような複製権、頒布権、公の実演権、

公の展示権等々で実質的にカバーされているというのが

少なくとも条約交渉当時、そして条約批准時の議会、米

国の交渉担当者、政府の共通理解であった訳です。3 

 では、どのようにカバーされているのかということをちょ

っと見ていきたいと思います。下図ですが、送信者であ

るAが自分の運営する4サーバーにDVDからリッピング

した映画ファイルをアップロードし、受信者Bが自由にダ

ウンロードできるという状態、またはダウンロードしている

という状態を表しています。この場合、まずAがDVDをリ

ッピング、ややこしいのでDRMがかかっていないと簡単

に考えてください。そういう状況で、DVD のデータを吸

い出して、パソコンで扱える形式にして、パソコンのハー

ドディスクに記録すると。こういうのは無断複製であります

ので、これは複製権侵害になろうかと思います。ただ、正

規に入手したDVDの場合、スペースシフトということでフ

ェアユースになる可能性があるかもしれませんので、

「？」を付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次にサーバーにアップロード。即ちサーバーに送信し

まして、サーバーのハードディスクに記録する部分です

が、これは複製権侵害になるかと思います。会員にダウ

ンロードさせるための複製ですから、まずフェアユース

にならないだろうと思われるからであります。 

 さて、このサーバーから今度は B 以下多数がファイル

をダウンロードすることになる訳ですが、この場合はAに

よる頒布権（106条(3)）侵害で考えるのが一般的ということ

になります。ただ、通常、頒布というのは有体物であるコ

ピーを譲渡したり、貸与したりすることを意味します。譲渡

の場合も貸与の場合も、一旦有体物を引き渡しますと、

引き渡した側の手元にはコピーは残りません。貸与の場

合は将来返して貰いますが、返して貰うまでは有体物は

手元に残らない。しかし送信の場合には、先方のハード

ディスクの中にコピーは出来ますが、一方で送信者の手

元のコピーも残ったままになるということであります。 

                                                                 
3 See David O. Carson, making the Making Available Right Available, 33 

COLUM. J.L. & ARTS 135, 146-147 (2010). 
4 議論を簡単にするために、A自身がサーバーを運営している設定として

いる点、注意して欲しい。 

 そういった意味で頒布と言えるのかという議論がある訳

ですが、受け手が著作物を化体したコピーを入手するの

は間違いないということで、頒布権の対象となるという理

解が、標準的になっているとご理解ください。5 

 最後にダウンロードする B、受信者の方ですが、こちら

については複製権侵害になろうかと思います。 

 今はダウンロード型の場合でしたが、ストリーミング型の

場合が下図です。基本的には同じですが、ストリーミング

配信をしてB以下多数が受信するという状況の部分が異

なります。こういった場合、米国法の上は、公の実演権、

public performance right（106条(4)）の問題と理解すること

になります。ダウンロードの場合は頒布権、映像のストリ

ーミングの場合は、公の実演権になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 少し整理しますと、受信者の手元にコピーが作成される

かどうかというのが区分のポイントな訳ですが、ただ、こ

の考え方、若干ミスリーティングというか、ややこしい所が

ございまして、仮にストリーミング配信の場合も厳密に考

えると、受信者のパソコンには何といいますか、瞬間的、

一時的な複製ができるということも言える訳です。ただ、

この点に注目してしまいますと、全てのインターネット送

信は頒布権だという話にもなってしまいかねませんが、

そうは言われていない訳でして、通常のポイントとしては、

送信そのものを視聴していると評価できる場合は、実演

権の対象という風な線引きになっているかと思います。ス

トリーミングの場合も確かに瞬間的、一時的に複製は出

来るかもしれませんが、それを再生して視聴しているとい

う評価は一般的にはしない、送信を受信して、それを視

聴していると評価する訳です。そういう意味では実演権

だということになります。ただこの辺は、送り方、受け方に

よってはかなりマージしてくる部分が出ますので、必ずし

も綺麗に線引きできるのかどうかはハッキリしません。た

だ一応、考え方としてはそうなのだと、ご了解ください。 

 先程「公の実演」と申し上げたのですが、これについて

ちょっとご説明しておきたいと思います。ちなみに、ここ

からの話ですが、日本法のことはキレイサッパリお忘れく

ださい。米国法だけの話として考えていただきたいと思

                                                                 
5 See INFORMATION INFRASTRUCTURE TASK FORCE, INTELLECTUAL PROPERTY 

AND THE NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE; THE REPORT OF THE 

WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 213-217(1995). 
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います。なお、標準訳といってよい山本隆司先生の

CRIC のウェブサイトで公開されている訳をそのまま引用

します。6 

 公衆の前で実際に実演する場合と、公衆に対して実演

を送信している場合についてちょっとイメージしていただ

きたいと思います。歌手が野外音楽堂のような大きな講

堂で、聴衆の前で歌っているというイメージです。彼女が

誰でも入って来られる公開の場所ですとか、家族や知り

合いなど通常の集まりの範囲を超えた多数の集まる場所、

例えば、学校の全校集会、今日などもそうだと思います

が、そのような所で歌うと、これは公の実演となるというの

が一つです。 

 次が今度は送信の場合です。まず一つは、彼女の歌っ

ている様子を、例えば、何らかのケーブルや無線の電波

などで先程の公開の場所ですとか、多数の集まる場所に

送信して、そこにある装置を通じて聴衆に見せる、聞か

せるという場合、これが公の実演になります。また今度は、

地上波テレビが前提ですが、電波に乗せて実演を放送

する。そうすると公衆が受信することになります。もっとも

この場合、受信者は一箇所に集まっている訳ではありま

せん。それぞれの家に居りますので、受信場所は異なり

ます。ただ放送ですから同時に受信するということで、異

なる場所で同じ時間に受信するというタイプの公の実演

ということになります。最後は、異なる場所で異なる時間

に受信するというタイプでして、この場合は、生の実演を

異なる時間に見るという訳にはいきませんので、実演は

何かしらに固定されているということが前提かと思います

が、その固定物を収録した装置に視聴者の方から指示を

出して実演を再生させ、それを送信してもらって視聴す

る。この場合は異なる場所、異なる時間での受信であると

言えると思います。公の実演の全体像は以上のような形

になるかと思います。細かく言うとバリエーションは色々

あるのでしょうが、大枠としてのご理解はこれでよろしい

かと思います。 

 ご留意いただきたい点が一つありまして、送信の対象

物というのは、著作物ではなくて、実演または展示だとい

うことであります。著作物を送信するということならば、さ

っきも申し上げたダウンロード型の場合も著作物が送信

されている訳ですから、実演権の対象になってしまいま

すが、そうではなくて、著作物の実演を送信するという風

に使い分けられているという所は少し気をつけていただ

きたい所でございます。7 

次に、公の実演権、公の展示権、それからデジタル送

信による公の実演権の区別ですが、実演か展示かの区

別というのは、基本的には著作物の種類とその利用方法

によるということにはなってまいります。例えば、言語の

著作物を読み上げると、これは実演でありますが、印刷し

て壁に張り出すと展示という風な形で分かれてきます。た

                                                                 
6 http://www.cric.or.jp/db/world/america.html 
7 See PATORY ON COPYRIGHT§13:12. 

だ、基本的には先程の公の実演の定義が公の展示と全

く同じになっていますので、権利の概要はほとんど同じと

考えていただいてよろしいかと思います。 

 一番注目していただきたいのは録音物です。録音物と

いうのは、音楽や音声をレコードなどに固定して得られる

著作物のことでして、この著作権者は通常、レコード製作

者及び実演家であるという風に米国では解されている訳

です。この録音物に関しては、著作物だと米国では捉え

ているのですが、これについては公の実演権の対象に

なっていないということをご理解ください。録音物ですか

ら、その著作物の性格上は再生、即ち上演が一般的な訳

ですけれども権利の対象になっていない訳です。 

 しかし、実は 1995 年に著作権法が改正されまして、デ

ジタル音声送信による場合に限って録音物についても

公の実演権が認められることになった（106 条(6)）という

経緯があります。ただ、この権利、通常の権利よりもかな

り制限された形になっておりまして8、まず非会員契約放

送、典型的には無料広告放送だと思っていただいてい

いと思いますが、それはこの権利から完全に除外されて

対象外になっている、権利が及ばないことになっていま

す。次に、会員契約放送、サブクリプションの場合ですが、

これについては排他権ではなくて法定ライセンスになっ

ているということですので、要件を満たす場合、お金さえ

払えば利用できるということです。 

 結局、そうなると、本当の意味の許諾権として働くのは

何かというと、インタラクティブ・サービスによる送信の場

合だけということになる訳です。インタラクティブ・サービ

スというと、先程、上野先生、茶園先生がおっしゃったよう

に、日本法的発想で言いますとサーバーを介した送信

は全てインタラクティブ送信という理解になりがちですが、

米国の場合そうではないようであります。ユーザーがリク

エストした番組が送信され、ユーザーごとに見ている番

組が違うというので、ビデオ・オン・デマンドというものが

ビデオの世界にはありますが、それの音楽版、オーディ

オ・オン・デマンドみたいなもののみを指すということのよ

うであります。そういうものだけがインタラクティブ・サービ

ス送信になると。従って、逆に言いますと、例えば通常ラ

ジオで流しているようなものを、そっくりそのままインター

ネットでずーっと垂れ流しに流していくというような意味の

ウェブキャスティングというのがあったとしたら、それはこ

こで言うインタラクティブ・サービスには入っていません。

じゃあどうなるのかというと、非会員契約・非インタラクティ

ブ・サービス・適格送信というのがありますが、ここに当て

はまるということになります。従って、法定許諾ですから、

お金さえ払えば使えるという扱いになるということになっ

ています。この辺も非常に特殊な形になっているので、

理解するのが段々憂鬱になってくるのですが、ここから

先はもっと憂鬱になって行きます。 

                                                                 
8 See MARCHALL A. LEAFFER, UNDERSTANDING COPYRIGHT LAW §3.19[A] (5th 

ed. 2010). 
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２ 憂鬱な米国法 

奥邨： 次に、ファイル共有ソフトのケースです。ファイル

共有ソフトというのは、皆さんもご案内のように、受け手に

コピーが作成されるダウンロード型の配信ですので、実

際にダウンロードが生じれば、これは頒布権侵害となりま

す。しかし問題はその前の段階です。ファイルを共有状

態にしているけれども、ダウンロードはまだされていない

状態。すなわち利用可能な状態、making available to the 

public の状態において頒布権侵害を問うことができるの

かという問題でございます。これからこの点についてご紹

介していく訳ですが、その前に一つだけ解決しておきた

い問題があります。仮に共有状態にしただけでは頒布権

侵害にならないにしても、共有状態にしていることを複製

権侵害で補足できないのかというご意見があろうかと思

います9。確かに送信元のハードディスクに共有目的で

複製するのだとすれば、それは複製権侵害に問えるでし

ょう。しかし、このケースのミソは、そうではなく、送信元と

なっているハードディスクへの複製については、複製権

侵害を問えない状態を敢えて挙げてあります。そのハー

ドディスクに複製すること自体は、これは適法であったと。

例えば、正規の音楽配信によってお金を出してこのハー

ドディスクに保管しているような場合です。この場合、共

有化するというのは、通常は新たな複製は伴わないです

ね。単にファイルの属性変更であったり、共有ソフトの設

定の変更であったりで済んでしまうことが多い訳です。そ

うすると、この状態をもって複製権侵害を問うということは

難しいということになりますので、やはりさっきのように共

有化状態、利用可能化状態について頒布権が及ぶのか

どうかという話になってくる訳です。 

 この点、賛否両論ございます。詳細をお話するのは時

間もありませんし、私も十分理解している訳ではありませ

んので割愛しますが、ニマー先生は賛成派でございま

す10。ただ、立法経緯から明らかだというお立場でありま

して、手がかりとしてニマー先生は、実は頒布の手法とし

て sale、rent、lending とありますが、sale は売ってしまう訳

ですから、所有権が行ってしまわなければいけないです

し、物も動かなければなりません。rent も物が動かなけれ

ばならないですから、lendingというのは力を貸すという風

な英語の意味もあるのだと。力を貸すという意味もあるの

だから、利用可能化も入るのではないか、みたいなことを

おっしゃっておられるので、ちょっと苦しいかなというよう

な感じもしないではありません。 

 また、これは後でご紹介するカーソンさんの主張なの

ですが11、実は条約と整合的かつ合理的な米国法解釈

がある場合は、条約と整合的にアメリカ法を解すべきだと

いうCharming Betsy法理というのがあるそうなのですが、

それを持ち出しまして、条約にそう書いてあって、米国法

もそう解釈するのが合理的なのだから利用可能化権があ

                                                                 
9 See Carson, supra note 2, at 138-139. 
10 See NIMMER ON COPYRIGHT §8.11. 
11 See Carson, supra note 2, at 161-162.  

ると解釈してはどうかという、普段の米国からするとかなり

耳慣れないような主張がされているということであります。 

 判決も色々と分かれています。ちょっと、この問題の難

しさを示す典型例がCapitol Records v. Thomas12です。こ

れはファイル共有ソフトを利用して音楽をアップロードし

ていた個人がレコード会社に訴えられた事件です。陪審

裁判になりまして、裁判所は、陪審員に、ジューリー・イン

ストラクションでする訳ですが、その際に、実際に頒布を

していることが証明されなくても、録音物をダウンロード

可能な状態にした時点で頒布権侵害になるという風な法

律解釈を陪審に説明をして、それを聞いた陪審員が、頒

布権侵害プラス複製権侵害で 22 万ドルの法定賠償を認

めた訳です。 

 ただ、裁判所は数カ月してから思い直したようで、その

利用化＝ダウンロード可能化の部分に関する陪審への

説明が間違っていたとして裁判を無効にし、ニュートライ

アルを始めた訳です。第2次公判の陪審への説明では、

ダウンロード可能化については何ら言及せず、複製権、

頒布権の侵害について通常の説明だけをした訳です。

これに対して、陪審員は、今度もやっぱり侵害だと言った

上に、今度は法定賠償額が 7倍の 192万ドルに釣り上っ

たのですね。そうしたら今度は、被告がびっくりして対抗

策を採る、色んなやり取りがありまして、一番新しいのが

第8巡回区控訴裁の判断です。今年の 9月17日に出た

のですが、これは法定賠償額が 22 万ドル、最初の金額

に戻りました。ただ、この 9 月 17 日判決で、裁判所は利

用可能化＝ダウンロード可能化を禁止する差止命令を出

すよう求めました。パッと見ると、これは利用可能化が米

国法上も認められたのかなと見えるのですが、判決には、

こう書いてあります。即ち、裁判所が差止めを認めるのは

著作権侵害行為そのものでなくて、それに付随する行為

まで差止めを認めても良いのだから、権利侵害かどうか

は別として、頒布行為を止めるのに適切だったらダウンロ

ード可能化を禁止しても良いと言っているに過ぎないの

です。従って、差止めが認められたという点では権利者

に軍配が上がりましたが、ダウンロード可能化が法律違

反かどうかは不明ということで、良く言えば大岡裁き、実も

蓋もない言い方をすれば、中途半端な状態で終わったと

いうことです。その意味では、この判決をもっても、まだ

ハッキリしていないという状況は変わらない訳です。 

 ストリーミング配信の場合はどうなるかですが、これに

ついては、論じている文献を私は見つけられませんでし

たのでハッキリしません。ただ、この点放送の場合の実

演権侵害かどうかというのは、実際に放送を受信したか

どうかは関係がないとする文献があります13。即ち、放送

を始めたことが問題であって、受信されたかどうかまでは

関係ないと言っていますので、それだとするとストリーミ

ング送信のときに多分利用可能化を含むのだろうという

                                                                 
12 692 F.3d 899 (8th Cir. 2012). 
13 See NIMMER ON COPYRIGHT §8.14[B][1]. 
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風になるのでは、と私は今考えています。従って、この部

分については条約上の義務を果たしているということに

なるのかなと思います。14 

 今度はちょっと視点を変えまして、日本の、まねき TV

に近い状況についてお話をしておきます。ホテルの客

が客室のテレビのメニュー画面をリモコンで操作して見

たいテレビ番組を選びます。するとバックヤードにある装

置でそのビデオの再生が始まって、選んだ客の部屋に

送信されます。それと同時にそのビデオはメニュー画面

から消えてしまいますので、他の客はそのビデオを選択

できない、再生できなくなります。つまり、同じビデオを同

時に複数の客が見ることが出来ない、一人しか見られな

いという仕組みになっています。この場合、一度一度の

再生は客一人のみに送られていますので、公衆に向け

た送信ではないということになるのではないかという疑問

も湧く訳ですが、裁判所はまず送信者と客の関係は商業

的な関係なので、客は公衆の一員だという風に見ます。 

 そして、こういったシステムこそ、正に法が、異なる時間、

異なる場所で実演を受信するという文言で認めた典型例

なのだという風に言いまして、公の実演権侵害を認めま

した。これがOn Command Video事件15といって、公の実

演を米国で考える場合に頻繁に引用される判決です。地

裁判決なのですが、頻繁に引用されます。 

 では次の場合はどうでしょうか。ケーブルテレビ局の会

員に対して、会員は視聴契約を結んでいるのですが、視

聴契約を結んだ番組をサーバー上の会員専用エリアに

録画し、それをインターネット経由で再生・視聴できるよう

なサービスを提供した、ここでポイントとなってくるのは、

日本法でもそうなのですが、録画や再生、そして送信を

行っている主体は誰かという主体論がある訳ですが、こ

こではその点については割愛します。実はこの事件の裁

判所も、仮にサービス提供業者が送信者だと考えたとし

て、この送信は公の実演に当たるかどうか、ということを

判断しています。主体論は横に置いて、業者が主体だと

仮定して判断する訳です。その場合の一つの考え方は、

専用エリアを起点として考えますと、そのエリア上のファ

イルから生み出された送信の受信者はそのエリアのユー

ザーに限られますので、1対1対応ということになります。

従って、公の実演にはならないのではないかという考え

方がございます。 

 今一つは、そうではなしに、番組単位で考えると、業者

はこのサービスを利用しない視聴者多数、またこのサー

ビスの利用者の多くに同じ番組を送っている訳ですので、

当然、公の実演になるのではないかという 2 つの考え方

があり得る訳です。 

                                                                 
14 【講演後の追加情報】 その後、2013年版のNIMMER ON COPYRIGHT 

§8.14[B][1]には、ストリーミング配信の場合の利用可能化についての記述

が登場するようになった。端的に言えば、現状不明ということであるが、詳

細は拙稿・前掲注2）19頁参照 
15 On Command Video Corp. v. Columbia Picture Industries, 777 F.Supp. 787 

(N.D. Cal. 1991). 

 次にご紹介するのは、ベンチャー企業が始めたサービ

スでありまして、各会員専用の親指ぐらいの大きさのアン

テナを用意して、それで地上波テレビ放送を受信し、サ

ーバー上の会員専用エリアに録画し、ネット経由で再生

できるというサービスです。この場合もさっきと同様に業

者を送信主体と考えた場合に、果たして公の実演権侵害

になるのかどうかということで議論がある訳です。 

 裁判所がどう判断したかということですが、この事例の

方は、Cablevision事件16と呼ばれています。 

 地裁では番組単位で考えるという考え方でしたので、

公の実演になるという判断だったのですが、控訴裁はそ

うではなくて、注目すべきは番組ではなくて送信だと。ユ

ーザーなどの個々の送信というのは、各ユーザーが作

成した個別のコピーから作成されるものであって、その

送信の受信者はコピーの作成者に限られるので、仮に

業者が送信主体としても受信者は公衆ではないというこ

とになる、として公の実演権侵害を否定しています。 

 このCablevision事件判決とOn Command事件をどのよ

うに整合的に理解するかというのは難しいのですが、ニ

マー先生はこのようにおっしゃっています17。コピーに注

目しなさいと。Cablevision事件の場合は、あるコピーは特

定のユーザーのためにしか再生されなかった、しかし、

On Command 事件の場合は、同じコピーが同時には一

人にしか再生されませんが、累積的に考えると多数のユ

ーザーに対して再生された、公衆が異なる時間、異なる

場所で実演や展示を受け取るというのは、同じコピーが

累積的に多数のユーザーに対して再生されることを意味

するのだという風に考えるべきだと。そうすると On 

Command と Cablevision は整合的に理解することができ

ますよね、とおっしゃっておられます。ただ、これについ

ては、例えば、ゴールドシュタイン教授は、全く

Cablevision 判決は間違いであるという風におっしゃって

おられたりしますので、必ずしも評価は定まっている訳で

はありません。 

 次は、Aereo 事件です。これは「エアリオ」と呼ぶようで

す。今朝、YouTube で見てみたら「エアリオ」でございま

した。私が色々な所で「アエリオ」と呼んでいたのを知っ

ている人は二度とそのことは思い出さないでください。

Aereo という会社がニューヨークで始めたサービスです。

ニューヨークということは、これは第2巡回区でありますの

で、先程のCablevision判決が先例拘束性を持って参りま

す。結果、裁判所は Cablevision がある限り、本件は公の

実演にならないという、かなり不承不承の判断をしており

ます。18
 

19 

                                                                 
16 Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc., 536 F.3d 121 (2d Cir. 

2008). 
17 See NIMMER ON COPYRIGHT §8.14[C][3]. 
18 ABC v. Aereo Inc., 874 F.Supp. 2d 373 (S.D.N.Y. 2012). 
19 【講演後の追加情報】なお、Aereo事件は、控訴されたが、第2巡回区控

訴裁判所も地裁の判断を是認した（712 F.3d 676 (2d Cir. 2013)）。なお、最

高裁は裁量上訴を取り上げたため、2014年の夏までに最高裁の判断が

示される可能性が高まっている。 
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 さらに本件の場合は、アンテナが別なので、より再生さ

れる実演のユニーク性が強まるみたいなことも言ってお

ります。逆に言うと、業者はそういう風にシステム設計して

いる訳です。 

 次の 2 つの事例は日本で言えば、ロクラクⅡの仕組み

で、しかもストリーミング配信であったときに、公衆送信権

侵害が問題になっていた事例だと思って下さい。その場

合、日本なら公衆送信権侵害と多分なるのでしょうが、米

国ではならないということで、日米で違いが出てきます。

ただ、一点申し上げますと、この 2つの事件とも、ストリー

ミング送信、公の実演についての解釈問題でありますの

で、ダウンロード配信、頒布権が関わる場合、どうなるか

というのは実はよく分かりません。 

 さて、時間も無くなって参りましたので、まとめたいと思

います。まず利用可能化。複製権でカバーされる範囲と

いうのは、日本的に言えば、記録媒体型送信可能化の内、

媒体に記録する場合、典型的なサーバーハードディスク

にアップロードするような場合に限られます。記録媒体型

でも、自動公衆送信装置に公衆送信用記録媒体を付加

するとか、公衆送信用記録媒体に変換するとか、新たな

複製を伴わない場合は、カバーできていないと思います。

また、当然、入力型や接続型の送信可能化もカバーでき

ていない。その意味では、日本の送信型の詳細な事例と

いうのはよく考えられたものだとも言えます。 

 次に公の実演、そして展示権が入ってきますが、この

場合には、受信者から見てストリーミング配信だという場

合は、利用可能化は多分カバーされる可能性があるとい

うことだと思います20。それから、頒布権の場合は、これ

は受信者から見てダウンロード配信の場合ですが、この

場合は、実際にダウンロードされると頒布権侵害で良い

のですが、利用可能な状態の場合、頒布権侵害になる

かどうか分からないということです。 

 それから少し話は変わりますが、公の実演権侵害は最

近の裁判例の傾向では、特定のコピーから作成される送

信の受信者が特定人の場合、公衆への送信ではないと

するのが傾向ですが、批判もございます。 

 

３ 米国の憂鬱？ 

奥邨： 最後、1997 年以後、米国著作権局のゼネラルカ

ウンセルであったCarsonさんという方が 2009年にコロン

ビア大学で行われた講演を基に、2010年にまとめられた

もので、「Making the making available right available」とい

う、「利用可能化権を利用可能に」という、非常に洒落たタ

イトルだと思いますが、その論文の中でこういう風に述べ

ておられます。 

 「利用可能化権は、司法的には認められないかもしれ

ない。（中略）私は楽観的であるけれども、もし私が間違

っているならば、そのときこそ本来に立ち戻り、10 年前に

我々が為すべきであったことを為すべき時が来たことに

                                                                 
20 【講演後の追加情報】前掲注14参照 

なるだろう。議会に対して、明確な利用可能化権の法定

化を求めなければならないだろう」21という風に述べてお

られます。勿論、個人の資格の論文でありますが、米国

の憂鬱な状況を端的に吐露されたものと言えるのかもし

れません。 

 それからさらに 2年、先程ご紹介したキャピトル・レコー

ド事件の控訴裁の判断で、権利侵害かどうかは別として、

利用可能化を差し止めてもよいという結論が出ました。果

たしてこれはアンブレラ・ソリューションの範囲として、米

国は条約上大丈夫だということになるのか、ならないのか、

非常に憂鬱な感じが残るところであります。以上です。 

 

Ⅳ クラウド時代における公衆送信権の国際的検討 

―アンブレラ・ソリューションの成果と残された課題 

 

上野： ありがとうございました。それでは私の方から今日

出ました論点をまとめつつ、どうしてこういうことが起きて

しまったのかということについてお話したいと思います。 

 

１ アンブレラ・ソリューションとその成果 

上野： 問題の発端は、先程もありましたようにアンブレ

ラ・ソリューションにあると言えます。インターネットの送信

につきまして著作者等に権利を付与すべきとしたのが

WIPO 条約ですが、その制定過程におきまして、アンブ

レラ・ソリューションというものが出てまいりました。 

 当時、インターネット送信について排他権を設けるとい

うことについては一致していたのですが、各国の状況が

様々でありましたので、ある国は頒布権でやっている、あ

る国は公衆への伝達権というもので対応しているといっ

た状況にありました。ですから、権利の形式を厳密に統

一するということはせずに、「利用可能化権」というニュー

トラルな表現にしつつ、その具体的な形式や名称につい

ては各国に委ねるということにした訳です。これがアンブ

レラ・ソリューションと言われていて、当時のフィッチョー

ル副事務総局長の提案によってできた訳であります。再

来週の京都のALAI会議には、このフィッチョール先生も

いらっしゃる予定になっています。 

 ただ、アンブレラ・ソリューションの結果、どうなったかと

申しますと、先程からご紹介していますように、各国様々

な状況になっています。 

 ただ、これは直ちに批判されるべきことではありません。

むしろ、各国の法体系の相違を超えて一定のハーモナ

イゼーションを実現したということですから、これは積極

的に評価すべきことではないかと思います。たとえ形式

が違いましても、実質が変わらなければそれは問題ない

ということになる訳です。 

 しかし、では、実質的な権利の範囲は本当に違わない

のかというところは問題になります。それが今日のテーマ

ということになります。 

                                                                 
21 Carson, supra note 2, at 163. 
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２ 多様性がもたらす諸問題 

上野： 今日いくつか出た論点をまとめたいと思います。 

 

（１）利用可能化（making available） 

上野： 一つ目は利用可能化とは何だろうか。making 

availableとは何だろうかということであります。 

 

① サイマルキャスティング＆ウェブキャスティング 

上野： そして、そのうちの 1つとしてはサイマルキャステ

ィング&ウェブキャスティング、要するに放送の同時再送

信、あるいはインターネットを使った放送の扱いです。茶

園先生からもご紹介がありましたように、日本法では、こう

したものは自動公衆送信に当たるとされています。 

 どうしてそうなったのかということを探りますと、我が国の

当時の担当者が、ウェブキャスティング・サイマルウェブ

キャスティングというものは、条約上の「利用可能化」に当

たると理解していたことに基づくようです。 

 条約上の利用可能化に当たると、一体どういう違いが出

てくるのか、ただの理論的な違いじゃないかという風に考

えられるかもしれませんが、条約上の権利の内容が大き

く変わってくる訳であります。つまり、利用可能化というこ

とになりますと、WCT 8条により著作権としての排他権を

与えることになる、これは変わらないのですが、WPPT 10

条～14条によって、実演家やレコード製作者にも排他権

を与えることになる訳です。これを受けて、ウェブキャス

ティングは日本著作権法上も自動公衆送信に当たるとし

て、実演家等にも排他的権利を付与しています。 

 実際のところ、日本法における「入力型自動公衆送信」

というものは、正にインターネット放送、ウェブキャスティ

ングを念頭において作られたものです。結果として、ま

ねきTV事件も、日本では送信可能化権の侵害ということ

になりました。この事件では放送事業者が訴訟を起こし

た事件ですが、同じ相手にレコード製作者や実演家が訴

訟を起こしても差止請求できるということになります。 

 先程も茶園先生からご紹介ありましたように、平成 18年

の改正はこうした解釈を前提にしていた訳であります。た

だ、この頃には状況が変わりまして、作花先生がお書き

になったものを拝見しますと、そして当時の審議会報告

書にも書かれていますが、現在は、条約の解釈としてサ

イマルキャスティングは放送も当たると考えられているよ

うです。ですから、おそらく平成 18 年改正の際に日本政

府としても条約解釈が変更されたと言えるのではないか

と思います。 

 他方、欧州では元々サイマルキャスティングやウェブキ

ャスティングは放送に当たると解釈するのが一般的です。

ですから「making available」というのは、インターネットを

用いているかどうかというよりも、特定の著作物をいつで

も見たいときに見られるというものでなくてはならない、

Individual choiceというファクターが必要なものと言われて

います。 

 そうすると、放送に当たるということになりますと、これは

著作者に付与される著作権の方は変わらないのですが、

しかし著作隣接権の方は、放送なのか、それとも利用可

能化なのかということで、排他権すなわち禁止権なのか、

それとも単なる報酬請求権なのかということで、大きく変

わってまいります。つまり、放送に当たるということになり

ますと、レコード製作者や実演家は報酬請求権しか持た

ないということになります。従って、報酬をいくらか払えば

自由に使えるということになる訳です。しかも、レコードと

言っても商業用レコードだけにしか及ばないといったよう

な非常に弱い権利ということになります。 

 実際のところ、日本に居りますと、ネットでテレビの生放

送を見ることは出来ないものと思われていますけれども、

外国に参りますと、インターネットで普通に生のテレビ番

組を見るというのが非常に一般的に行われております。

私がドイツに居りましたときも、普通にインターネットでテ

レビを見ておりました。日本からドイツのテレビ番組をそ

のまま生で見られることも少なくありませんし、ラジオなど

は日本にいてもネットで聞ける例がかなり多いですね。 

 私もドイツでテレビを持っていましたので、放送の受信

料を払っておりましたが、ドイツはテレビやラジオを持っ

ているというだけではなく、テレビやラジオを持っていな

くても、インターネットに接続可能なパソコンやスマホを

持っているだけでも受信料を払うことになっています。今

年 8 月にはそれが憲法違反ではないという最高裁判所

の判決も出ました。ですからインターネットでテレビやラ

ジオが受信できるというのが当然の前提になっていると

言えます。 

 WIPO 条約解説も、ウェブキャスティングやサイマルキ

ャスティングが放送に当たるという可能性を否定していな

いようです。これはフィッチョールさんが書かれたもので、

その翻訳を岡本薫先生がされているのですが、その翻

訳は率直に申し上げて私には若干疑問であります。今度

フィッチョールさんに確認してみたいところであります。 

 では、どうしてこういう日本法の現状が形成されたのか

という経緯についてはハッキリしません。ただ、岡本薫先

生が書かれた本の中では、放送事業者の思惑があった

という風なことが赤裸々に述べられております。そこでは

「『自分たちの方が例外的存在』ということにやっと気付い

た放送局」などと書かれていて、今日は詳しくご紹介でき

ませんが、要するに、放送事業者としては自らインターネ

ットでサイマルキャスティングやろうと思えば、サイマルキ

ャスティングというものが条約上の「利用可能化」ではなく

「放送」である方が都合がよいので、最初はそういう主張

をしていたのだけれども、しかしそうすると、例えば、伝

統的な放送事業者でないウェブキャスターがウェブキャ

スティングをするときも恩恵を被ることになる、例えば、ウ

ェブキャスティングに商業用レコードを使うときも、従来は

放送事業者しか持っていなかった特権的のようなものが

ウェブキャスターも使えるようになってしまうということで、
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途中から立場を変更して反対し始めた、といったことが、

いくつかの文献に書かれています。これは、伝統的放送

事業者にとってウェブキャスターが競争相手になってし

まうということを問題としたのだということになろうかと思い

ます。勿論、現実はよく分かりませんが、文献にそのよう

な記述があるということであります。 

 現在、日本において、放送のサイマルキャスティングが

行われていないことは、勿論ビジネスの問題など、様々

な事情が関わっているのだと思いますが、著作権制度と

いうのも無関係ではないと個人的には思っています。作

花先生のように、日本の制度を「特異な制度設計」だとい

う風に、おっしゃる方もいらっしゃいます。 

 

② アップロード＆その後の送信 

上野： それから 2つ目です。これも茶園先生からご紹介

がありましたように、我が国の送信可能化権は、アップロ

ードすることだけを対象にしているのではないかという点

です。正にこのことも条約上の「利用可能化権」というもの

を、前段階のアップロードのみを対象とすると解釈したと

いうことが前提にあるように思います。条約がそうなって

いるから日本法もこれに合わせて作ったのだ、という説

明がかなり多く見られます。 

 そうなるとどうなるかというと、送信可能化権は、アップロ

ードだけの権利ということになります。著作権の場合は、

送信可能化権ではなく公衆送信権ですので、どっちにし

てもアップロード後の送信もそこで言う公衆送信権によっ

てカバーされますが、著作隣接権の場合、排他権として

は、送信可能化権しかありませんので、隣接権者につい

ては、送信可能化権を持っていても、それはアップロー

ドのみを対象とした権利で、アップロードされたものの具

体的な送信というのは権利の範囲に含まれないということ

になります。 

 このように、日本では、条約上のmaking availableという

ものをアップロードするだけの 1 回キリの行為という風に

解釈されてきた訳です。しかし、外国に行きますと、

making available というものはアップロードするだけでは

なくて、その具体的な送信や、available な状況をキープ

しているということもmaking availableに含むと解釈されて

いるようです。 

 だとしても大きな違いはないではないかというのは、確

かにフィッチョールさんもおっしゃっている訳ですが、例

えば、著作隣接権としての送信可能化権しか持たない者

が、アップロードされてしまったコンテンツを削除請求で

き何者かによってアップロードされてしまったコンテンツ

を削除請求できるか、といったような形で違いが出てくる

ように思います。 

 いずれにしましても、どうしてそういう条約解釈になった

のかという背景事情についてはどうもよく分かりません。

今日は WIPO 条約に関しても大いに貢献された斉藤博

先生も来てくださっていますので、もしお時間があれば

お話を聞きたいと思っております。 

 さて、ではアメリカはどうなのだと言うと、先程ご紹介が

ありましたように、アメリカはそもそもアップロードが複製

に当たれば複製権侵害だとか、ダウンロードされていれ

ば頒布権侵害に当たるとかいったようになる訳ですが、

複製を伴わない可能化行為がアメリカで本当にカバーさ

れているのかという問題があり、それが奥邨先生からご

指摘されていました。 

 

（２）公衆（public） 

上野： そして 2番目に「公衆」の概念です。これも国によ

って大きく異なっているのではないかと思います。 

 奥邨先生も色々とお書きになっておられますように、

「公衆」はとても重要な概念であります。というのは、さっ

きの making available に当たるかどうかという問題は、著

作権であればあまり意味がない、隣接権であればそれ

がちょっと意味を持ってくるかなという程度であり、しかも、

それは報酬請求権なのか、それとも排他権なのかという

違いに過ぎなかった訳ですが、それとは異なり、「公衆」

に当たるかどうかという問題は、非常に重要です。つまり、

相手方が公衆に当たらないということになると、いくら送

信したって著作権、隣接権の対象にならないために自由

です。他方、相手方が公衆だということになると、権利の

対象だということになります。このように、公衆に当たるか

どうかというのは極めて重要な意味を持っていると言うこ

とが出来ます。 

 

① 不特定少数者かつ単発利用 

上野： さて、「公衆」とは何かということは、条約上も色々

議論があったようですが、結局は「公衆」を定義しないと

いうことになりました。これはベルヌ条約もそうだし、

WIPO 条約もそうです。というのも、国によって「公衆」の

定義にバラつきがあるので、これを定義しようと思ったら

まとまらないということだった訳です。 

 ただ、その結果何が起きているかというと、ヨーロッパで

も「公衆」の意味を巡っては争いがあるようでして、2012

年3月15日に欧州司法裁判所の判決が2つ、同日に出

まして、一方はホテルの客室に居る者はホテルから見て

公衆に当たるけれども、歯医者の待合室に居る者は公衆

に当たらないといったような議論がされました。私も先日、

ヨーロッパに行きましたが、そこでもこれらの判決は話題

になりました。 

 とはいえ、ヨーロッパにおける「公衆」は全く不明確とい

う訳ではなくて、一定のコンセンサスはあるようです。即

ち、個人的に結合関係がある、つまり家族や親しい友人

は公衆ではないという点は一致しているようです。問題

はその先でありまして、諸外国の議論を見ていると「公

衆」というのは常に多数なのだと言われることが多いよう

です。実際のところ、法律の定義の中に多数というものが

入っている場合もある訳です。 
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 他方、日本法はどうかというと、公衆には「特定かつ多

数のものを含む」と書いてあるだけでありまして、「特定か

つ多数」の者が公衆に含まれることは分かりますが、それ

以外はあまりはっきりしません。ただ、最近、譲渡権の消

尽の規定（26条の 2第 2項 4号）が出来たために、日本

著作権法にいう「公衆」というのは、結局、特定かつ少数

というもの以外を指す、つまり不特定であれば少数であ

れ多数であれ公衆に含まれ、特定であっても多数であれ

ば公衆に含まれる、という解釈が採られてきたように思い

ます。 

 次に問題になりますのは、累積多数者です。累積多数

者は公衆に含まれるということはよく言われます。これは

ドイツなんかでも言われているようです。つまり同時に 5

人しか入れないライブスタジオを作ったとして、これは確

かに少数ですが、何度もライブを聞けば聴衆は累積して

多数になる訳です。また、一枚の DVD をレンタルすると

いったら同時には一人にしか貸せないのですけれども、

繰り返し貸している内に累積多数になり、これは公衆に

当たるということなのですね。 

 そうすると、これは奥邨先生と見解が分かれてくる所か

もしれませんが、累積的ではなく単発的な利用で相手が

少数であるという場合はどうなのだということになります。

日本だと、不特定であっても少数であっても公衆に含め

るという解釈がありますので、不特定であればたとえ一人

でも公衆に当たるということになります。だからオークショ

ンなんかで、ある歌手が「私がイマジンを歌うのを聴きた

い人はいませんか」と募って、一番高い値段をつけた一

人にだけ聞かせるという場合、その相手方は確かに少数

者だけれども不特定だから公衆に当たり、演奏権の対象

になると解釈されることになるのではないかと思います。

私などは、それでも良いかなと思っているのですが、奥

邨説ですと、「多数に上る可能性」というのを問題にしま

すから、一回キリの単発利用ということであれば、その相

手方は公衆に含まれず、権利の対象に含まれないという

ことになるのかなと思います。この辺りは「公衆」を巡る国

際的な議論に対しても、日本から何か発信することが出

来るのではないかという風に考えているところです。 

 

② 個々のユーザーごとに割り当てられたパーソナル

機器 

上野： もう一つ、公衆に関して問題になるのが、まねき

TV とかロクラクとかもそうですが、パーソナルオンライン

ビデオレコーダーというものだとか、あるいはオンライン

ストレージサービス、要するにクラウドビジネスで使われ

るようなものですね。こうしたものが本当に「公衆」に対す

る送信なのかどうか、という点です。特に、ビデオレコー

ダーでも、個々のユーザー一人一人に固有の領域が割

り振られていて、そこにアクセス出来るのはそのユーザ

ーだけだという場合、これは一対一の送信なのだから、

公衆送信ではないという風な考えもあり得ます。 

 各国の議論は様々でして、日本ではまねき TV が典型

的ですが、判決に依れば、そういう場合でも「公衆」への

送信とされています。たとえ、ユーザーごとに固有の機

器や領域を割り当てているとしても、ユーザーというのは

契約を結べば誰でもなれる訳ですから、それはサービス

提供者から見れば不特定の人であるということで、その

送信は公衆送信ということになる訳です。 

 けれども、例えば、ドイツの Shift.TV 事件と比較すると

中々面白くて、これはパーソナルオンラインビデオレコ

ーダーの事件なのですが（2009 年の BGH 判決に依れ

ば）まず複製権については侵害が否定されました。これ

はロクラクⅡと違う判断です。ドイツでも、高裁では複製

主体は「規範的」に判断すべきだと判示されたのに、

BGH はこれを覆して、複製主体は「物理的」に判断すべ

きとして、ユーザーのみを複製主体としました。しかも送

信ではないと言うのです。これもまねき TV事件の判決と

は違う判断ですね。ただ、この事件でもドイツ法にいう

「再放送」には当たるということで、この限りで放送事業者

が有する権利の侵害を認めています。ただ再送信だとい

うことになれば、許諾義務を負うことになるようで、そうす

るとビジネスを続けられるということになります。ただ今年、

ミュンヘン地裁が、同じような事件で、今度は複製権の侵

害になるという判決を出したようです。 

 では、ここで一体何が問題になっているかというと、結

局、これは何を基準にしているのかということだと思うの

です。まねきTVの場合は、送信の主体から見て、お客さ

んが不特定だという話をしたのです。先程出ていたアメリ

カで Cablevision などは、録画物か見て、これにアクセス

出来るのは特定のユーザーだけなので、それは「公衆」

に当たらないという訳です。あるいは、機器から見れば、

この機器にアクセス出来るのは特定のユーザーしか居な

いと考えれば、公衆に当たらないということになります。

ですから、何を起点として公衆性を判断するのか、この

点は奥邨先生も指摘されていますけれども、それが問題

になっているという気がしております。 

 この点では、こうした論点について、日本では既に最高

裁判決が出ていますが、国際的に解釈が異なりますので、

国際比較すると非常に面白いのではないかと思います。

それをやるのはお前の仕事だろ、と言われるのかもしれ

ませんが、もし日本のまねき TV 事件の最高裁判決が妥

当だと考えるのであれば、そのことを外国に紹介して、む

しろドイツは間違っていませんか、とか、アメリカはちょっ

と勘違いしていませんか、というように日本法を外国に発

信していくということも決しておかしな変な話ではないだ

ろうという風に思っています。 

 

３ 課題と展望 

上野： という訳でありまして、アンブレラ・ソリューションと

いうのは良い事もあった訳ですが、ひょっとすると「同床

異夢」の状態にあるかもしれません。この「同床異夢」とい
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うのは、再来週、私も ALAI で報告させていただくとき触

れるべきかどうかちょっと悩んでおります。と言いますの

も、アンブレラ・ソリューションの生みの親であるフィッチョ

ールさんが、私が出るセッションの司会をされることにな

っているのですが、フィッチョール先生というのはちょっ

と怒りっぽいタイプの方なので、このようなことを言っちゃ

って大丈夫なのかなと思っているからです。 

 ただ、条約上の利用可能化権が各国で定められている

としても、やはりどうしてもその権利の実質的範囲は異な

ってきているのではないのかと思います。勿論、条約の

義務を果たしているのであれば、条約上の義務の問題

は無いかもしれません。しかし、クラウドコンピューティン

グ時代というのは、国境を越えてサービスが行われたり、

あるいはどこでサービスが行われているか特定し難かっ

たりということがあるかと思います。ですので、各国の権

利の実質的な範囲が異なってしまいますと、ある国では

適法だけれども、別の国では違法ということになり兼ねま

せん。そうなると、あまり良い事ではないのではないかと

思います。 

 このようなことになって参りますと、やはり重要になると

思われますのは、国際的な議論ではないかと思います。

日本では、色々な事が知らず知らずの内に当然視され

ていて、法律解釈についても条約も同じだと思っていた

ら実際には違った、といったようなことはよくある訳です。

その点、ヨーロッパでは、欧州司法裁判所（ECJ）が出来

てから、著作権に関する問題についても EU加盟国は欧

州司法裁判所の判決に対しては勿論、別の加盟国の状

況に対して非常に高い関心を持っています。と言います

のも、別の加盟国で出た国内裁判所の判決であっても、

それについて欧州司法裁判所に先決判断が求められ、

判決が出ると、そこで示されたことは全てのEU加盟国で

拘束力を持ちますから、他の加盟国の状況について無

関心ではいられない訳ですね。そのため、ヨーロッパで

は頻繁に国を越えたシンポジウムなどが開かれている訳

です。そのようにヨーロッパ全体で議論が進んでいると

すれば、我々日本もそれに置いていかれないようにしな

ければいけないのではないかと思う次第であります。 

 どうもご清聴ありがとうございました。 

 

Ⅴ 議 論 

 

上野： それでは残された時間、ディスカッションをしたい

と思います。まずは、パネリストの先生方の中で何かござ

いましたらお願い致します。 

 では、私から茶園先生にお伺いしますが、例えば、日

本の送信可能化というのは、どうやらアップロードだけを

対象としているようで、アップロードした後の具体的な送

信というのはカバーしていないようだということですよね。

そのことが、実際上どのような意味を持つかということに

ついて、著作権に関しては、WIPO著作権条約の 8条や

日本法の公衆送信権が、アップロードだけでなく、その

後の具体的な送信についてもカバーしていますから問

題ないとは思うのですが、著作隣接権の場合は利用可

能化権しか付与されていませんので、もし条約上の利用

可能化権というのがアップロード行為だけを対象としてい

る、と解釈してしまいますと、その後の具体的送信をカバ

ーする権利はない、というようなことになってしまうのでは

ないでしょうか？ 

茶園： そうですね。送信可能化が蓄積型の場合、蓄積

が終わったら、それ以上何もしないのだということになる

とすると、おそらくそこで差止めをするというのは工夫が

必要であろうと思います。入力型の場合は、これは常に

入力がされているので、対応できると思います。ですから、

まねき TV 事件の場合は、その辺りは問題ないと思いま

す。蓄積型の場合は、一旦蓄積してそれ以上何もしませ

んので、差止請求をする場合は、送信可能化が行われ

続けていると解するといった解釈上の工夫が必要となる

と思います。 

上野： そうなのですよね。一旦アップロードされてしまう

と、隣接権者は送信可能化権に基づいて削除請求でき

ないのではないかと。勿論、アップロード後も、継続的に

送信可能し続けている、と評価できるのであれば良いの

でしょうけれども、それは中々厳しいように思いますので、

そうだとしますと、著作隣接権である送信可能化権に基

づくサーバーからの削除請求は本当に可能なのかなと

いう疑問があると思います。 

 もう一つ、インターネット放送ないしウェブキャスティン

グを諸外国と同じように著作権法上の「放送」と評価して

しまえば良いではないか、という考え方もあるかと思うの

ですが、茶園先生のお考えとしては、そうしたウェブキャ

スティングは放送と同視するのはまずいのではないかと

いうお話だったかと思います。確かに、ウェブキャスティ

ングが放送だということになりますと、ウェブキャスターは、

レコードや実演について、二次使用料を支払えば自由

に使って良いということになります。それで良いのかとい

う考えもあろうかと思いますが、他方で、それはそれで良

いのではないか、つまり一定の報酬を払えば自由に利

用できるというのも一つの考えではないかという考えもあ

るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

茶園： 特に隣接権の場合は、権利内容がそもそも非常

に弱いということがあります。報酬請求権が認められてい

るのであれば、同じような取扱いで特に問題はないと言

えるのかもしれません。他方、著作権の場合は、単に同

時送信であるから同じように取り扱えば良いと言えないの

ではないかと思います。 

 やはり放送、普通の放送局が行っている放送は、本来、

国民に対する情報伝達にとって非常に重要なメディアで

すし、これが本当に良いのかどうかは分かりませんが、

日本では放送は放送対象地域というのがあって、原則的

に各都道府県単位となっていて、これを維持すべきかど
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うかはともかく、全く無視した、全く考慮しないということは

慎重に検討すべきであると思っています。 

上野： 確かに、著作権法だけで決められるものではあり

ませんし、放送事業者が負っている義務や果たしている

役割との引替えで様々な特権が認められているというこ

ともあるかもしれませんね。他方で、そこに直接の関係が

あるのかという見方もあろうかとは思います。 

 さて、フロアの方でも色々ご質問があろうかと思います

ので、お伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

会場： 本日はどうもありがとうございました。奥邨先生に

アメリカの著作権法の今の判例からする状況について、2

点程ご質問させていただきたいのですが、ストリーミング

とダウンロードで公の実演権と頒布権の境界線が中々難

しいというようなご指摘があったかと思います。音楽著作

物の場合、特に境界線部分が非常に重要で、演奏権に

ついては演奏権管理団体ASCAPが管理していて、他方

は自己管理しているという状況にある訳でして、確かアメ

リカの判例で、着信音のダウンロードは演奏権が及ぶ範

囲ではないので、これはASCAPやBMIに対して使用料

を払うべき利用ではないというような判例があったかと思

います。その一方でダウンロードといっても、ダウンロー

ドしながら演奏が出来るというようなケースもどのように区

分けしたらいいのかよく分からないと認識しているのです

が、最近の判例の状況等について、もしご存じでしたら

教えていただきたいというのが 1点。 

 もう1点は、Cablevision事件ですが、あの事件では権利

者側が意識的に直接侵害の主張しかしなかったのです

ね。それで結局、直接侵害は認められなかった訳です

が、仮に管理者側が間接侵害を主張したとしたら、果た

してどういう結論だったのか、という辺りについても見解

をお聞きしたいと思います。 

奥邨： まず複製と実演の境界が怪しいという点ですが、

そうは言っても、例えば、YouTube について頒布権侵害

だという訴訟を起こされる訳ではないのですね。ああい

ったものは、やっぱり実演権の問題であると認識されて

いる訳です。それから、おっしゃったリングトーン、着信

音が複製なのか実演権なのか、頒布なのか実演権なの

か問題になっているという事案ですが、これは一人一人

にファイルを送っています。そして、私の携帯の着信音と

いうのは、私以外は聞かない訳です。ただ。演奏権団体

からすると、皆にリングトーンを送っているから、それが

演奏権だというと利用料を集められるという話な訳です。

ただ、この場合は正に Cablevision と同じ考え方で、実演

の送信そのものを聞いている訳ではなくて、皆が聞いて

いるのはダウンロードしたものを再生して聞いている訳

で、しかも一人しか聞いていない、つまり複製物から生み

出された実演は 1人しか聞かない、だから公の実演権で

はないよね、ということで、正に Cablevision と同じ流れの

判決と評価されているかと思います。 

 それからもう1つ、cablevisionについて間接侵害で訴え

られたらどうかですが、あくまでも私の推測ですが、複製

権のところはタイムシフトだという抗弁がユーザー側には

考えられます。そうすると、ソニー判決で、ユーザーはタ

イムシフトなのでフェアユースということになると、アメリカ

は従属説ですから間接侵害成立せずということになるで

しょう。それから公の実演権の送信主体がユーザーだと

した場合どうなるかですが、これもさっき言ったように、業

者が主体だとしても公の実演にならないという判決です

から、当然ユーザーが主体とすると公の実演にはならな

いということになって、結果的に間接侵害もない、というこ

とになるのではないかな、というのが私の理解です。 

会場： 私も実はそういう風に思っていまして、同じように

お考えいただけているということでありがとうございます。 

上野： ありがとうございました。他にはいかがですか。 

会場： どうもありがとうございました。また私も奥邨先生

に対してなのですが、Aereo ですね、これはまだ仮処分

だったと理解しています。もし仮処分ですと、要するに本

訴で勝てる見込みが十分あるときには認められるのです

が、この判決では確か cablevision 判決があるから、本訴

でどうなるのか何とも言えないということで仮処分が認め

られなかったように記憶しています。そうだとすると本訴

ではどうなるのでしょうか。 

奥邨： 今本訴に進んでいるかどうか、ちょっと存じ上げ

ません。すみません。ただ、理屈としては、先例拘束性

が極めて厳しく効く訳ですので、Aereo は基本的に

cablevision 判決を前提に、それに従うようにシステムを作

っていますので、cablevision 判決がひっくり返らない限り、

少なくとも第2巡回区では手堅いと私は思っています。 

上野： どうもありがとうございました。他にはいかがでし

ょうか。では、斉藤博先生、お願い致します。 

斉藤： 斉藤でございます。非常に斬新なご意見をお聞

きすることができました。本日お話にありました 1996年の

WIPO条約ですが、これは、同年12月20日の採択に至

る前、様々な議論を一つに収斂させることをせず、アン

ブレラ・ソリューションという考えの下でまとめられました。

議論になりましたものの中には送信権、送信可能化権も

ございます。本日、茶園先生がお話になったWIPO著作

権条約 8 条の問題です。同条は“communication to the 

public（伝達）”という、すでにベルヌ条約で用いられてき

た用語を、インターネット関係の新しい権利にも用いよう

としました。この点は、ジュネーブのWIPO専門家委員会

においても議論されることになりましたが、ヨーロッパ勢

の意見に沿って、今のような 8 条が設けられました。しか

し、既存の権利と区別するために、「ベルヌ条約第 11 条

(1)(ii)、第11条の2(1)(i)及び、第11条の3(1)(ii)、…の規

定を妨げることなく」と前置きが書かれています。その前

置きには放送も入っています。ということは、放送と新し

い送信権は一応区別することになります。 

 “available”についても本日様々なご意見が出されまし

たが、それは利用一般というより送信とかアクセスというこ 
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とではないかと思います。ドイツ語訳が Zugänglichmachung

としていますが、これはアクセスのことでございましょう。 

 それから、問題の送信の前段階という点につきましては、

本日、かなり批判が出されましたが、これは段階を2つに

分けているものです。送信可能化状態の段階と、実際に

送信するという段階です。WIPOで議論になりましたのは

WIPO 実演・レコード条約に関連して、であります。同条

約では、送信可能化権止まりに抑えられています。実演

家等に送信権までも認めてしまいますと、著作権者は送

信に賛成する一方、実演家等はこれに反対するという事

態に際して著作物の十分な利用が出来なくなってしまう

というのです。利用というより、送信が出来ない事態が生

じてしまいますから、ここは、実演家等の権利を抑え、送

信可能化権止まりにしたのです。そのことは、一見差別

のように思いましたが、インターネット送信の現状を見ま

すと、むしろ送信可能化権のほうが重要であることが分

かってきました。 

 奥邨先生がご紹介くださいましたアメリカにおける差止

めに関する判断ですが、権利侵害かどうかは別として、

頒布行為を止めるのに適切であれば差止めを認めると

いうもので、その効果としては送信可能化状態を保護す

ることにもなるというものでした。奥邨先生が言われます

ように、確かに憂鬱だと思うのです。アメリカは、WIPO に

おいて、自分達は distribution right（頒布権）で十分だと

主張していました。どうしてかと申しますと、送信する前段

階でディスクに収まっていたものが送信され、それが受

ける者のディスクの中に収まるとすれば、物理的にも経

済的にも送信前と同じものが受信者の手元にある訳で、

それは頒布だと言うのです。しかし、時代が変わり現実を

見ると、やはり、アメリカもちょっとまずいのではないかと

内心思われているのではないかと推察します。 

上野： 今度の ALAI にはフィッチョール先生もいらっし

ゃいますが、それ以外の先生も、利用可能化権はアップ

ロード後の送信も含むと考えているようです。このような

考え方に従いますと、著作権と著作隣接権とに違いがあ

ると言っても、著作隣接権としてはインタラクティブ送信

についてだけ排他権を与え、著作権としてはインタラクテ

ィブ送信だけではなくて公衆への伝達一般について排

他権を与えたという点で、著作権者と著作隣接権者に差

を付けたという理解になるのかもしれないなという気が致

します。もうあまり時間がないのですが、他にご意見、ご

質問があればお伺いします。 

 それでは、私の不手際で遅れてしまいましたが、以上と

させていただきます。茶園先生、奥邨先生、どうもありが

とうございました。 

（拍手） 
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Ⅰ はじめに 

 

高林： 時間が大変押しておりますので、休憩時間は 10

分しかありませんが、第二部を始めたいと思います。第

二部は最初にご紹介致しました通り、前田哲男先生の司

会により進めさせていただきますので、前田先生にマイ

クをお委ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

前田： ご紹介いただきました弁護士の前田と申します。

よろしくお願いします。本日の第二部の司会を担当させ

ていただきます。第二部はフリーディスカッションという形

で進めていきたいと思います。テーマは企業内などにお

ける著作物のちょっとした利用が許される範囲ということ

です。まず、講演者をご紹介させていただきたいと思い

ます。弁護士の宮下先生です。 

宮下： 宮下です。どうもよろしくお願いします。 

前田： 弁護士の齋藤先生です。 

齋藤： 齋藤です。よろしくお願いします。 

前田： 第一部は非常にアカデミックなテーマで進められ

た訳ですが、第二部の方は、企業等で日常的にちょっと

コピーを取るというようなことが生じると思うのですが、そう

いったことが許される余地があるのかどうかをテーマにし

ていきたいと思います。このテーマについて、実は私共

3 人とも確たる意見を持っている訳では決してありません。

今日も、こんな感じかな、大体こういう風に考えていいの

ではないかぐらいに、感覚的にお話しさせていただく部

分が多々ございます。ですから今日、私共がお話したこ

とと、後日、どこか別の機会でお話しすることが食い違う
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ことも十分あり得ることなのですが、その辺を予めご了承

いただければと思います。また、皆様、会場からもご発言

をいただきたいと思いますが、それも決してご質問という

ことではなくて、皆様からのご意見としていただくという形

にしたいと思います。今日のこのテーマは、実際の訴訟

事件で問題になることはあまり無いですが、そういったこ

とを何故テーマにしたかと言いますと、最近、コンプライ

アンス意識の高まりが見られ、各企業でも著作権を重視

しなければいけないと、社員に対してコンプライアンスマ

ニュアルを作成して、著作物を利用する場合には、こうい

うルールを守りなさいというようなことを定めて従業員を指

導することが多いと思います。では、ちょっとした利用も

著作権法を厳格に解釈して、業務上コピーを取ることは、

許諾が得られていない限り一切ダメだということにするべ

きなのか、ある程度は柔軟に考える余地があると考える

のか、その辺の判断をしなければいけない場面があろう

かと思います。 

 またこれもコンプライアンス意識の高まりから、最近、各

社とも、コンプライアンス違反があったときの内部通報窓

口を設けていると思うのです。 

 ある従業員の方が、社内でこういったコピーが行われ

ているけれども、これは著作権法違反ではないか、これ

はコンプライアンス違反だ、という内部者通報があった場

合、企業としてどう対処するべきか。それが、ソフトウェア

を丸ごと複製して、購入すべきソフトウェアを購入しない

で、多数コピーして使っていたというようなことだったら、

それは勿論、会社として大変な問題だということになるか

と思いますが、ウェブ上に掲載されている何かの資料を

会議用に 10部コピーを取ったというようなことについて、

それも著作権侵害だとして内部者通報があったときに、

会社としてどう対応したらいいのかというような問題が生

じる場面があるように思います。そういったことから、今日

は具体例として、ウェブに掲載されている資料を会議用

に 10部コピーを取って会議の出席者に配布したというよ

うな場合に、それを著作権侵害と考えるべきなのかどうな

のかというようなことをフリーディスカッションの形で進め

ていきたいと思っています。 

 まず前提を若干ご紹介したいと思いますが、企業内等 

の団体の内部における業務上の複製が著作権法 30 条

の私的複製として許される余地があるのかどうかについ

て、非常によく引用される判決例として昭和 52年7月22

日の東京地裁判決1がございます。この判決においては、

企業その他の団体において、内部的に業務上利用する

ために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な

使用にあるとは言えず、かつ家庭内に準じる限られた範

囲内の使用にあるとは言えないから、著作権法 30 条所

定の私的使用には該当しないと解するのが相当であると

しています。この判決によれば、会社の中では私的使用

目的として、30 条で許されるという余地はないのだという

                                                                 
1 東京地判昭52・7・22無体裁集9・2・534、判タ 369・268 

風にも理解でき、そういう判決として引用されることが多

いとは思いますが、実は私の方でこのレジュメを作って

いましたら、宮下先生から、この＊印の所ですね、この事

件は舞台装置の設計図を無断複製した被告が設計料相

当額の賠償責任を負うものと判示された事案であると追

加するようご指摘があったのですが、宮下先生、その趣

旨はどういうことになるのでしょうか？ 

宮下： この判決は、ある地裁の裁判例でしかなくて、そ

の点で金科玉条の如く、「この判例があるから、企業内で

複製してはダメなのだ」というように短絡的に考えるのは、

そもそも問題があるかなと思っています。特に、この事件

は、問題になるかどうか我々が頭を悩ますような、企業内

でのちょっとした複製とは相当事情が違う事件なのです。

事案の概要を簡単に言いますと、韓国の国立劇場で舞

台装置を作ろうということになって、この舞台装置の請負

業者を選定するために競争入札をさせようということにな

ったときに、被告が原告の作った設計図を、原告曰く、密

かに複製をして、それを参考に設計図を作って競争入札

を落札したというような事案です。対象となる設計図は、

工事費が 1億何千万円という規模の工事のためのもので、

設計料相当額が600万円程度という風に裁判上は認定さ

れているのですが、損害としては 500 万円と主張されて

いたので 500 万円の損害賠償が認められたという、対象

となる著作物の価値も違うし、複製の状況とか態様も違う

わけでありまして、企業内での複製があまねく全てアウト

なのだということを根拠付ける判例としては必ずしも適切

でない面もあると思っております。その点から、このような

注釈をつけた方がいいのではないかということを申し上

げた次第です。 

前田： ありがとうございます。この判決で、およそ企業内

での複製が一切私的複製になる余地がないのだという、

そういう趣旨では必ずしもないということですね。 

宮下： そうですね。 

前田： その点、齋藤先生はどのようにお考えでしょうか。 

齋藤： 私も全く同じように考えていす。この地方裁判所

の裁判例は、宮下先生からご紹介があった事例に関する

ものです。これから議論していく、企業内でのコーテーシ

ョンマーク付きの“ちょっとした”複製といったものの場合

には、公刊されたもの、あるいはインターネットで公に広

められているようなもの、そういったものをコピーする場

面を主として想定していく訳です。この裁判例のケース

は、コンペティションに応募する前に作って、コンペティ

ション入札に対する応札のときにさらに複製して出してい

くようなものですから、やはり前提の著作物が違いますし、

具体的な業務との関係性についても非常に密接に関係

していて、しかも競合する入札案件で、最終的に落札し

た業者が使っていくというようなものですので、全く異なり

ます。ですので、この裁判例がよく引合いに出されます

が、これを所謂判例と捉えて考えるべきではないだろうと

思います。 
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前田： ありがとうございます。両先生からご指摘をいた

だいた訳ですが、おそらくある時期までは会社の中、企

業内、あるいは団体内で業務上、内部的に利用すること

について、30 条は関係ないのだというのが、この判決だ

けではなくて、学説上も通説的な解釈だったのかなとい

うふうに思うのですが、最近、必ずしもそうではないように

なってきていまして、例えば、田村先生の『著作権法概説

（第2版）』、2001年のものですが、田村先生の解釈として

は、社内会議のための内部資料としてコピーを配布する

ようなことは私的使用目的を超えると言わざるを得ないと

しながらも、社長のために秘書が購入してきた英語の雑

誌記事を日本語に翻訳するような行為については、30条

1 項を（類推）適用することで時代錯誤の過剰規制を防ぐ

べきだというご指摘をされています。2 

 また、島並先生、上野先生、横山先生の『著作権法入

門』で、島並先生が執筆されている所ですが、島並先生

は、「家庭内」のほかに「個人的に」という要件が書かれて

おり、この「個人的に」の要件が書かれている趣旨から見

ると、企業内での複製や業務上の複製を一律に 30 条の

対象外にすべきではなくて、一定の範囲では企業の中

での複製であっても、「個人的に」と言える余地があるの

ではないかというご指摘をなされています。3 

 今日は、そもそも価値判断として、企業等での内部的な

複製が許容される余地を認めるべきかどうかということで

議論をしていきたいと思います。この際に、これは宮下先

生からご指摘いただいたことなのですが、刑罰の適用、

可罰的違法性があるかどうか、それから差止請求権の対

象になるべきなのかどうか。あるいは損害賠償責任が発

生するのかどうかといった観点からの検討も必要ではな

いかとご指摘をいただいていますので、そういった観点

も含めて議論していきたいと思います。 

 

Ⅱ レジュメのスライド番号４のケース 

 

前田： 最初の事例ですが、こういう事例を考えてみまし

た。ライバル企業のウェブサイトで一般公開されている新

商品開発のプレスリリースを、当社の商品開発部内の会

議資料として会議出席者10名分をプリントアウトして会議

の出席者に配布するということが許されるだろうか。ちな

みにこのライバル企業のウェブサイトのトップページの下

には、著作権に関することが書かれていて、ホームペー

ジのトップページの一番下の方には、そこをクリックする

と著作権に関する記述が表示されるというのが一般的な

ホームページの作りかと思いますが、このライバル企業

のウェブサイトでもそういう記述があって、このウェブサイ

トに掲載されている情報は各国の著作権法とか条約によ

って保護されていますと。私的使用、その他の法律によ

                                                                 
2 田村善之『著作権法概説（第2版）』有斐閣（2001年）200頁 
3 島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門』有斐閣（2009年）162頁［島

並執筆］ 

って明示的に認められる範囲を超えてこのような情報を

使用することは、事前に文書による許諾がない限り禁止

されますというような告知があるということを前提として、

そのウェブサイトに掲載されている一般広報向けのプレ

スリリースをコピーして配布するということについてどうか

ということなのですが、まず宮下先生、いかがでしょうか。 

宮下： この事案については、私はやはり違法ではない

と、権利侵害にはならないと考えるべきだと思っています。

理由はいくつかあるのですが、まずウェブサイトで一般

公開されたプレスリリースというのは、あまねく広く皆に見

てもらいたいということでリリースする訳でありまして、ウェ

ブサイトを閲覧する通常の一つの方法として、画面を見

るだけではなくて、プリントアウトしてそれを見る、プリント

アウトした紙を読むというようなことは広く誰でもやってい

る訳でありまして、そういう通常の利用を敢えて禁止して

いるような事情もない限り、これはいわば黙示的許諾の

範囲内であると考えるべきだと思います。このウェブペー

ジのトップページには、事前に書面による許諾がない限

り、使用することは出来ないということが書いてあるという

ことですが、これは通常の利用を制限する趣旨ではなく

て、例えば、全ページをデータベース化して、このウェブ

ページにアクセスしなくとも誰でも見られるようにするよう

な、つまり新たな情報財を作成して利用していると言い

得るような、そういう特殊な場合を想定して、そのような通

常の範囲を超えた利用を制限する趣旨であって、通常ウ

ェブページを見るときに行われる複製まで制限する趣旨

ではないと考えるべきではないかと思っています。 

 それからもう一つの理屈付けとしては、先程、私的使用、

可罰的違法性云々の区別という話がありましたが、著作

権法の規定というのは、刑法でいうところの構成要件でも

ある訳で、それに該当すれば刑事責任を問われかねな

いというものなのですが、刑法上、刑事責任を問うために

は、処罰に値する程度の違法性があること、つまり可罰

的違法性があるかどうかが問題となります。その観点で

考えると、このケースは可罰的違法性があるとは思えま

せんので、刑事責任が問題になるような著作権侵害では

ないという結論になりそうです。 

 それから、次に不法行為が問題になるかといえば、プ

レスリリースをプリントアウトして生じる損害、何らかの被

害が想定し得るかというと、これも想定し難い訳でして、

損害がない限り不法行為は成立しませんから、そういう意

味では、不法行為の成立というものも考えられないという

気がします。そうなると、唯一、差止めの請求が認容され

るかどうかが問題になりますが、その点に関していえば、

通常想定されるような利用行為を、通常想定されるような

形態で行っているに過ぎない訳ですから、差止めが認め

られるような状況ではなく、恐らく差止めの請求も認容さ

れないのではないかと思っています。 

前田： 刑事罰の対象にもならないし、差止めや損害賠

償請求の対象にも仮にならないとしても、企業としては、
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違法なことはやってはいけないということがありますので、

たとえ損害賠償請求を受ける対象じゃないとしても、違法

と分かっていたらやってはいけないということにもなるか

と思うのですが、その点で言うと、どうですか？ 

宮下： およそ何らの害悪を及ぼす可能性のないような

行為は、著作権法で言うところ「侵害」にはそもそも該当

しないと考えるべきではないかと思っています。つまり、

著作権法の権利制限規定が適用されるような状況ではな

いとしても、やはり侵害というのは、ある人に害を及ぼす

とか、損害を及ぼす行為というべきでありまして、一見す

ると権利範囲に属するような行為をしているように見える

ような場合であっても、実質的な違法性を有する行為に

は該当しないというべきときがあるのではないかなと思う

のですね。そのようなときは、違法ではない、「侵害」では

ないということになります。 

前田： 先生の今のお話は、ちょっと突っ込ませていただ

きますと、侵害ではないということなのか、形式的には侵

害だけれども、実質的違法性を欠くというお考えなのか。 

宮下： 実はこの問題を考える過程で、先程も議論させて

頂いたのですが、そもそも侵害の対象となる権利範囲を

見直して、「侵害」というべき場合を明確にできないかなと

思っているのですが、その理屈付けは、十分に詰めきれ

ておりません。今のところ、そもそも「侵害」ではないとい

った方が良いのではないかと思っています。 

前田： ありがとうございます。齋藤先生、この事例につ

いてはどのようにお考えでしょうか？ 

齋藤： このケースを侵害でないと理論付けられるだろう

というのは、宮下先生と同じ考えです。前提として、ここま

でのところで 30 条の話をしてきていますので、そもそも

30 条の権利制限規定に当たると言えるような場合なのか

どうかを考えてみます。これはまずどういう会社なのかと

いうのは前提にないのですが、商品開発のための会議

であるということですから、営利企業です。そこでしかも

社内の会議のために 10 名分プリントアウトするということ

になると、先程の判決の判示が金科玉条ではないとして

も、これを個人的あるいは家庭内に準ずる限られた範囲

内というのは、さすがに難しいだろうと思われます。先程

紹介があったような田村先生、島並先生のお考えでもこ

こまで広げるという考えではないだろうと思いますし、宮

下先生の議論も実質的違法性の議論で始まっていると思

いますが、やはりこれは30条で私的使用目的として権利

制限をすることは無理なのだろうという前提はあるかと思

います。 

 この問題は、後の他の問題でもそうなのですが、30条1

項の枠内で権利制限できなければもう違法という訳では

勿論なくて、それ以外の他の方法によって合法になると

いうことも考えていくことができます。この場合はどうなの

かというと、私としては黙示的許諾の範囲であると言える

というように考えています。それは宮下先生と同じというこ

とになると思います。ここでの前提として、ID 等が必要な

ウェブサイトではない訳で、要するにアクセス制限がされ

ていないようなサイトで、一般に公開されている訳です。

しかも公開されている内容としても、プレスリリースですか

ら、基本的には一般に広く知らせることを目的としている

ということになります。勿論、無料で、インターネットで閲

覧できる訳です。これを何らか情報を伝播するという目的

において、そのまま改変をせずに複製＝プリントアウトし

て配布するのは、そもそもウェブサイトで、これを公開、

伝播していいというのを当然の前提としているので、許諾

の範囲内だと言って良いのではないかと思います。 

 その際の注意点として、許諾というのは撤回ができる、

ないしは許諾と解されないような事情があるため許諾は

ないという場合もあるということになりますので、スライド

番号4の※印の所にあるトップページの記述が許諾の否

定なり、許諾の撤回文言になるではないか、だから許諾

があるとは言えないのではないかというような考え方があ

るかもしれません。これはやはり、今お話ししたような態

様でアップロードされているのは、非常に強い許諾の表

示を構成すると評価されると思います。だから、私として

は、黙示的許諾というよりは、その公開の態様自体が明

示的な許諾を構成すると言って良いのではないかぐらい

に思っています。公開の態様がそういったものであるとき

に、そのような公開をしても、その情報自体に複製をして

はいけませんと書いてある場合（プレスリリースにそのよ

うなことを書くことは恐らくないと思いますが）には、議論

の余地はあるかもしれませんが、包括的にウェブサイトの

トップページ等で※印のような記載があるということにつ

いては、そのような記載によっても、公開の態様によって

表示された許諾は撤回できない、撤回されたという主張

を権利者は出来ないというように言えるのではないかと

考えています。 

 以上のような考え方で、私としては、これは許諾がある

ということで、合法になるのではないかと考えています。 

前田： ありがとうございます。今の先生のお話では、明

示的あるいは黙示的な許諾があると考えるべきではない

かということだと思うのですが、このライバル企業ですか

ら、商品開発を巡ってしのぎを削っている企業間で、仮

に正面切ってライバル企業に、おたくのプレスリリースを

内の商品開発会議で使いたいからコピーを取りたいけど

良いですかと聞きに行ったとしたら、恐らくライバル企業

はダメだと言うのではないかと思うのですが、そのような

場合であっても、許諾があり、少なくとも黙示的な許諾が

ありと言えるでしょうか？ 

齋藤： 私は言えるという風に思っています。黙示的許諾

というのは、内心で恐らく許諾するだろうということを指す

とすれば、この場合は黙示的許諾ではなくて、先程申し

上げたように開示の態様からして、あるいは掲載の態様

からして、それ自体そういう明示的な許諾を含んでいる

態様だというように考えるべきなのではないかと思ってい

ます。そこまで話すかどうか考えていたのですが、特許
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の世界ではあるのですが、消尽について有名な BBS 判

決というのがあります。BBS 判決は、特許法に関する事

件ですが、海外で販売した特許製品を日本で販売した

場合に、日本で特許権を行使できるかということが問題

になった有名な最高裁判決ですけれども、これは日本で

は特許権を行使できないと言ったのですね4。最高裁の

その理由は、消尽論ではなくて、海外の場合には消尽す

る訳ではないと。海外で、特に何の留保もせずに流通に

置いたのであれば、黙示的に国内でも販売できるという

ことを許諾することになると言っているのですね。製品を

流通に置いたということで黙示的な許諾を構成することに

なりますので、並行輸入は OK です。ただ、製品に他の

国で販売してはいけないという趣旨の表示をすれば、そ

ういうことにはなりませんといった最高裁判決になります。

この判例によれば、そういう表示をせずに流通に置いた

場合、ライバル企業がその製品を研究するために日本国

内で買いますというような場合に、解析しようとしたライバ

ル企業に、流通業者が輸入販売をするといったようなこと

をした場合に、では、それは特許権の行使ということ、許

諾を取りにいくときに許諾はしないはずですよというよう

な場合に、それで黙示的な許諾の効力が覆滅するのか

といったら、それはそんなことはない訳です。ですから前

田先生がおっしゃったようなところも、内心の問題、ある

いは取りにいったら駄目だというだろうという問題ではな

くて、表示、掲載をした時の掲載の態様で画一的に判断

されてしかるべきものだと思います。 

前田： ありがとうございます。お二人の先生とも、プリント

アウトしても結論として問題はないと。そうすると、次の設

問に中々行かないのですが、仮にプレスリリースを会議

出席者がそれぞれプリントアウトして持参する場合はどう

かということですが、これはお二人とも当然問題ないです

ね。元々会議の主宰者の方で人数分プリントアウトして配

布することもOKだったら、各人がそれぞれプリントアウト

して持ってくることも当然OK。 

齋藤： ただ、これを追加してほしいと私が申し上げたの

は、配布するのは私的複製の範囲を超えて問題があると

いうようなケースを、個人がダウンロードしたら自分自身

が見るためにダウンロードするのだから、プリントアウトす

るのだから、それは個人的な使用というような議論があり

得るのではないかという、そういう論点を出すために入れ

ていただいたのです。本件ではそういう要因というのは

そもそも出てこないということだと思います。ただ、他のケ

ースではあり得ると思います。 

前田： ありがとうございます。次の会議出席者、これは

第 1問目が 10名ということにしていますが、会議出席者

が20名になったとした場合に、これが例えば、30条の類

推的なことでいうと人数というのはかなり重要なファクター

を持つような気がしますが、先程宮下先生のお話だと、こ

れは 20名になっても同じということになるのでしょうか？ 

                                                                 
4 最判平9・7・1民集51・6・2299 

宮下： 同じになりますね。30条の問題ではそもそも無い

ということなので。 

前田： それは齋藤先生も同じですか？ 

齋藤： はい、同じです。 

前田： これはもう、30 条を一つの手掛かりにするという

発想から離れるということですね。 

宮下： このケースに関してはそうですね。 

前田： なるほど。でも制限規定が色々ある中の解釈とし

ては、まあ、一番近いものを手掛かりとして、それをテコと

して解釈をしていくという方が、一般的にはキレイなよう

な気がするのですが。 

宮下： ただ、黙示の許諾があるということで、許諾された

利用行為は権利の対象になっていたとしても許されるは

ずですよね。 

前田： ああ、なるほどね。 

宮下： ということで、そもそも権利制限規定が適用される

かどうかを論ずるまでもなく、OK になるのではないかな

ということですね。 

前田： なるほど。元々許諾で行くルートと、権利制限規

定で行くルートがあって、許諾の方向で行くと。明示的な

許諾なのかどうかということはちょっと置いておいて、そ

っちの方で行くとすると、もう権利制限規定の方を議論す

る必要すらないということですかね。 

宮下： そうですね。 

前田： それは多分、齋藤先生も同じ。 

齋藤： 事案の流れとしては、まずインターネット上のこと

を問題にしていますが、この後、出版物のケースも出て

きます。出版物のケースでは、今まで言ってきたようなこ

とは当てはまらなくなってくるというところがありますので、

そういった場合には 30条の解釈がかなり問題になってく

ると考えています。そのような、30 条が問題になってくる

事案だと捉えられるケースにおいては、スライド 4の下に

出てくるようなこともそれぞれ個人的になのかとか、ある

いは家庭内、その他これに準ずる範囲なのかの解釈とい

う関係では問題になってくるところですので、後にも通じ

る問題意識として書いていただいていることだと理解して

います。 

前田： ありがとうございます。 

 

Ⅲ レジュメのスライド番号５のケース 

 

前田： それでは今齋藤先生からもお話がありましたよう

に、次の設例に移りたいと思います。似たような話なので

すが、ライバル企業による新商品開発についてのニュー

ス記事、約 300字、新聞社のサイトに掲載されているもの

を当社商品開発部内の会議資料として、やはり会議出席

者 10 名分プリントアウトして配布する場合はどうかと。最

近、新聞社のニュースサイトでは、よく印刷ボタンというか、

印刷アイコンというか、あそこを押すと印刷に適した形で

プリントアウトされるような仕組みにされているようなことが
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多くて、このニュースサイトのものにも印刷ボタンがあると。

ただし、そのウェブサイトには著作権法上の私的使用や

引用の範囲を超えてコンテンツを利用する場合は新聞社

や当該コンテンツの著作権者の使用許諾が必要となりま

すという記載があるという場合はどうかということで話を進

めていきたいと思います。 

 ここではニュースサイトということで書いていますが、最

近、ニュースサイトには 2 種類あって、サンケイ新聞とか

毎日新聞とかは、ニュースの全文がタダで見られると、特

に会員登録をしなくても全文が見られるということになっ

ていると思いますが、日経とか朝日は、今は記事の一部

しか見られなくて、全部見るには有料会員の登録をする

必要があると思いますので、今回、2 つのケースがあり得

て、無料で全文見られるという記事の場合と、有料会員で

ないと全文は見られないという 2つの場合があり得ると思

うのですが、それぞれの場合について、どうなのかという

ことで、順序を逆にして、今度は齋藤先生から伺ってよろ

しいでしょうか。 

齋藤： このケースの場合についてもインターネット上で

掲載されているものですので、閲覧制限のないようなサ

イトに載せられているものについては、先程のニュースリ

リースのケースと同じように考えるべきだというように私は

考えています。 

 ただ、やはり会員制のサイトになっているようなものに

ついては、そもそも誰でも見られるようにするという前提

がこのような新聞社の場合はありませんので、紙の新聞

と同じように考えなければいけないと思います。先程お

話ししたような許諾ですね、黙示的かどうかは別にして、

許諾で合法にするということは、出来ないと思います。 

前田： 今、齋藤先生のお話の中で、無料で全部見られ

るときには、さっきのプレスリリースと同じようなものだとい

うことになりますでしょうか？ 

齋藤： そのように考えています。 

前田： プレスリリースといったら、先程先生がおっしゃっ

たように、世間に広く知って欲しいということで出すもの

であると。新聞社のニュースサイトの記事というのは、そ

れ自体商品でもあるということで、若干ニュアンスが違うよ

うな気もしますが、その点はいかがですか？ 

齋藤： そういった考え方も十分あり得るとは思います。

十分あり得るというか、許諾の範囲というのは何なのだろ

うかということですよね。これは、こういう風に公開したらこ

の範囲で許諾されたものですという法律がある訳ではな

いので、私は、それが社会通念上、こうしたらこうだという

ように考える他ない、つまり、その社会通念って何だろう

ということを探っていくしかないのかなと思います。では、

何でもかんでも広める範囲ならばプリントアウトして良い

のかというと、その内容によってある程度違ってこざるを

得ないというのはあるのかもしれないと思います。ただ、

かもしれないというぐらいで、正直なところ、具体的に場

合わけをして詰めて考えている訳ではありません。 

前田： ありがとうございます。宮下先生、この設例につ

いていかがでしょうか。 

宮下： これは先程のケースと随分状況が違っていると思

います。このケースの対象物は、プレスリリースのように

広く皆に見てもらいたいということで自主的にアップロー

ドしているもの、広く皆に見てもらうためにアップロードし

ているものとは異なり、情報財ですよね。このケースにお

いては、業者としては、ウェブサイトへアクセスさせること

によって、媒体としての価値を高めて広告利用収入を得

ている、無料のサイトは通常そういう仕組みになっている

訳ですから、ウェブサイトにアクセスしなくても閲覧できる

ような紙面にして、プリントアウトして紙媒体に記録して、

それをさらにコピーして配布するということになると、想定

している範囲を超える利用行為が行われているとみる余

地があるのではないかと思います。印刷ボタンが付いて

いるというのは、アクセスした人が、アクセスした人自身

が見るためにプリントアウトすることを想定しているのであ

って、印刷ボタンを押して印刷したものをさらにコピーを

して配布をするところまでは許諾していないのではない

かと思います。さらに、許諾文言についても、先程のケー

スでは、私的使用その他法律によって明示的に認められ

る範囲を超えてと書いてあって、ある意味抽象的に書い

てあるのですが、このケースでは意図的に私的使用と限

定しているのですよね。ということで、私的使用に当たる

かどうかを考えると、業務上、10 名分プリントアウトする行

為が私的使用の範囲と言えるかどうかが問題になる訳で

して、これはセーフとは必ずしも言えないのではないか

という気がしています。 

前田： 今の先生のお話ですと、黙示的な許諾では難し

いと仮にした場合に、さっきのもう一つのルートで、30 条

の類推あるいは拡張の範囲の方向で正規にするという余

地はいかがでしょう。特に会員制じゃない場合。 

宮下： 理論的にはあり得ると思いますが、30 条で個人

的にといっているのは、その人自身という意味ですが、こ

のケースでは、「個人的に」じゃないですよね。 

前田： 違いますね。 

宮下： 家庭内、またはそれに準ずるということで、家庭

内というのは、立法当時は通常の家庭の4名、5名ぐらい

ということを言っていて、加戸先生は10名と言っているの

ですが、家庭内に準ずるような、個人的なまたは家庭内

に準ずるような限られた範囲内と言えるかどうか、そこは

ちょっと微妙なところかなという気がしています。ここはグ

レーな領域なのかなと思います。 

齋藤： ちょっと私、最初に言わなければいけないことを

忘れていましたが、ここでディスカッションしていくときに、

議論のために極端なことを言うことがありますので、それ

をご理解いただきたいと思います。極端なことを言うとい

うのは、いわゆるディベート的に意見を言うことがありま

すので、そこをまず言っておかなければならなかったと

いうことをちょっと言わせていただきます。 
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 このケースなのですが、先程私が言ったところが、本当

にそのまま言っていいのだろうかというのは、一つは、新

聞社のサイトがなぜ無料なのかということですね。なぜ無

料なのかというと、これは本当の意味の無料ではなくて、

無料サイトでも概ね広告が載っていることがほとんどだと

思います。では何故広告が載っていれば無料なのかと

いうと、要するに、新聞記事を読むときには、大体新聞社

のサイトというのは右側に広告が載っていることが多いの

ですが、それを一緒に目にしてくれて、クリックしてくれる

こともあって、それによって広告収入が得られるということ

があります。無料である前提として、そういった広告が一

緒に目に入るということがある訳ですね。目に入れば良

いのだったら、それも一緒にプリントアウトすれば良いの

かというと、そこが難しいのですが、印刷ボタンというの

はむしろそういう広告をクリアーにして、無くしてくれる機

能だったりする訳です。これはサイトによって違いますし、

確認もしていないのですが、割とクリアーにしてくれるよう

なボタンを用意してくれているので、むしろそれは私的

使用目的複製として許される範囲に限るということで、そ

ういった印刷ボタンを用意しているようなこともあります。

それを広告が入らないような形で、著作権法上の制限規

定を超えて利用されてしまうと、新聞社の経済的利益が

害されるという合理的な状況もありますので、そういった

ものについては黙示の許諾論で行けるのかというと、そ

れは行けないのではないかという方が説得力はあるだろ

うと思います。 

前田： 分かりました。 

 

Ⅳ レジュメのスライド番号６のケース 

 

前田：それでは、似ているけれども微妙に違う設例を続

けていきたいと思いますが、自社の新商品開発について

のニュース記事、約 300 字、ただしその記事の主要な内

容は当社から提供したものである、それで新聞社のサイ

トに掲載されている。これも会員制のものと無料のものが

あり得ると思うのですが、それを自社の記者対応が適切

であったかどうか、取材を受けたときの対応が適切だっ

たかどうかということを検証するために、本当に会社の意

図した通りにちゃんと報道されているかどうかを検証する

ために、広報部内の会議で 20 部プリントアウトして配布

するという場合はどうかという設例を作りました。この設例

では、情報を得ることが目的ではないということで、あくま

で自社の記者対応が適切であったかどうかを検証するた

めということが今までの設例とちょっと違っているところで

すが、これについてはどうでしょうか。宮下先生。 

宮下： このケースも微妙ではあると思うのですが、記者

に記事にして欲しいということで情報を提供したときに、

記者と情報提供者である企業との間の共通認識としては、

企業側が出来上がった記事の内容を検証するために記

事をプリントアウトして、その内容を見るということは、通

常、予想される企業側の対応の一つでもあるので、そう

いったことについては黙示的に容認しているというか、承

諾しているというように解釈する余地があるのではないか

なと思っています。そういう状況であったとすれば、ここ

はまた黙示の許諾による複製が認められるケースと言え

るのではなかろうかという気がします。 

前田： その場合は、有料会員制のニュース記事であっ

ても、あるいはこれは紙の新聞であってもということなの

でしょうか？ 

宮下： うーん、そこはちょっとまた状況に依るのですが、

原則的には新聞記事の利用のための許諾は、ある程度

整備されていて、実際にそういう手続きもございますので、

その許諾を受けた上で利用していただくというのが原則

になろうかと思います。 

前田： ありがとうございます。齋藤先生、この事例につ

いていかがでしょうか。 

齋藤： 先程、③の事例（スライド番号5）で、30条でどうな

るかという意見を言いませんでしたが、許諾論で行くの

は、難しいということになれば、30 条の適用を考えざるを

得ないことになってくると思うのですが、30 条で、③の事

例がどうなのかというのは、広く考えて、ここまで含むとい

うのも中々勇気がいるレベルの所になってきてしまうの

ではないかと。かなり緩く考えてもここまでを 30条で私的

使用を目的とした複製だということは難しいのではないか

と思います。同じように④（スライド番号 6）も 30条では難

しいということになるのだと思います。許諾論も③と同じよ

うに難しいかと言うと、そこはこの事例の違う所で、②（ス

ライド番号 4）の所で私が特に強調していたような許諾論

は、掲載の外形から許諾だと解すべき状況があるというこ

とで、これは誰に対しても許諾になるということです。④

の場合はそうではなくて、取材源となった会社が取材の

結果が適切だったということを検証するためということで

あれば、これは当然ダメと言わないはずだよねという期

待が企業の側にあるはずだと思うのですね。ですからそ

れはいわゆる黙示的な許諾だということで良いのではな

いかというように思っています。そういう意味では、宮下

先生と同じ見解ということになろうかと思います。 

前田： 取材に応じたという経緯があって、その中におけ

る黙示の許諾ということですかね。ありがとうございます。 

 

Ⅴ レジュメのスライド番号７のケース 

 

前田： それでは次に進みたいと思います。またプレスリ

リースなのですが、フランスのライバル企業のウェブサイ

トで一般公開されている新商品開発のプレスリリース、仏

文を当社内でフランス語が出来る人が翻訳した上、商品

開発部内の会議資料として会議出席者10名分プリントア

ウトして配布する場合ということですが、これは先程の先

生方のお話からすると、これは翻訳も当然OK？ 

宮下： 当然OKとまでは言えなくて、先程のケースと違う
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のは、フランスの原文ではなくて、それを日本語に訳して

いる訳ですね。 

前田： はい。 

宮下： ということは、仮にこのウェブサイト上に掲載され

たフランス語プレスリリースを日本語にして有料で提供す

るというようなことを企業が考えることがあり得るとしたら、

潜在的な市場における経済的な利益を害する可能性が

ある訳なので、そういうケースであれば、誰でも何度でも

訳したものをコピーして配布できるとまでは言うべきでは

なくて、こういったある程度、10 名程度の限定した範囲内

であって、日本語に翻訳したものの潜在的な商品価値を

損なう恐れがない範囲に限定されるというべきなのかなと

思います。 

前田： なるほど。確かに翻訳業者が沢山の人に有料で

提供するというのだったら、どうかな、と私も思うのですが、

この会社では、自社にフランス語が出来る人が偶々居た

ということになっていますが、そうではなくて自社にフラン

ス語が出来る人が居なかったので、プロの翻訳業者に有

償で委託をして翻訳してもらった。その結果を会議で配

布したと言うと、ちょっと状況は変わってきますか？ 

宮下： 誰が翻訳をしたというよりは、どの範囲でそれを

配布したかということの方が多分重要で、外部の翻訳業

者に翻訳させたものを 10 名程度会員に配布したのであ

れば、それはプレスリリースの中身を配布するために合

理的に必要な範囲内での利用行為であるとして、これは

黙示的許諾の範囲内だというような考え方が出来るので

はないかと思います。 

前田： なるほど。例えば、先生がイメージされているの

は、プレスリリース特集みたいな商品をつくって、普通に

フランス語が読めるのだったら、別にそんなプレスリリー

ス集みたいな商品は買わなくてもいいのだけど、中々フ

ランス語を読むのは大変なので、日本語にしたものをプ

レスリリース集として有償で不特定多数の人に販売するよ

うな場合は、それは侵害になり得るかもしれないと。 

宮下： おっしゃるとおりです。 

前田： ありがとうございます。齋藤先生、この事例はいか

がでしょうか？ 

齋藤： このケースは、やはり翻訳まで出来るのかというこ

とがポイントだと思いますが、元の企業とすれば、自分が

もし同じサイトで、日本語に翻訳して載せていましたとい

うときに、本当は正確な日本語で知って欲しいのだけど、

何か変な翻訳されてしまうというリスクを負うというところも

あるのかもしれません。そこは人格権的な話ではありま

すが、そこまで考え始めるとキリがないので、ちょっと言

ってみただけということにしていただきたいと思います。

このケースも先程と同じように、ここまで許諾の範囲だ、

形式に基づく許諾の範囲だという風に、私としては考え

たいと思っています。 

 その理由というのは、一つは、こんなことも考えられる

のではないかということを申し上げると、今では、ヤフー

かグーグルかで、各国語のサイトを、精度の問題があると

しても自動的に翻訳してくれるサイトがあるのですね。そ

ういったことがあるように、インターネットで公開するという

ことは、要するに現在インターネット上で行われている機

能、世間で、これはまあいいのではないかといって認知

されているような機能によって利用されることを想定して

公開していくと、そういう時代にドンドンなっているのでは

ないかと思います。そうすると日本語で公開すれば、海

外の人々がそういった自動翻訳機能を使って外国語に

なると。つまりはそういったことによって、世界中に情報が

伝播するのだという前提で公開していくと思うのですね。

勿論それはインターネットの範囲のことで、端末で閲覧

する範囲のことではあるのですが、そういったことまで考

えれば、先程の事例と同じように、それが機械なのか、人

間なのかはあるとしても、情報が翻訳されて相当広く伝

播するという前提の下に公開されているようなインターネ

ット上の資料については、こういった形でのプリントアウト

及びそれの配布も、許諾されているというように見た方が

よいのではないかと考えています。 

前田： ありがとうございます。 

宮下： 私、先程ちょっと申し上げたのは、最初の事例と

は違うということでして、このケースは、通常の場合は、許

される範囲内だとは思っています。ただ、権利者に及ぼ

す影響がそのままプリントアウトする場合とは違う場合が

あり得るということに留意する必要があると思います。 

前田： 多少、ハードルは上がったけれども、なおセーフ

の範囲という…。 

宮下： そうですね。 

前田： 社内で翻訳する、もしくは翻訳業者を使って翻訳

したとしても？ 

宮下： そういう趣旨です。 

前田： ありがとうございます。 

 

Ⅵ レジュメのスライド番号８のケース 

 

前田： この翻訳ネタでもう一つ事例を考えたいと思いま

す。当社社員がフランス出張中に偶然目にして購入した

フランスの雑誌の中の記事があって、その雑誌というの

は 200 ページの雑誌で、当該記事は 1 ページ分であっ

たと。その当該雑誌は、その社員が出張から帰ってきた

今の時点では、もうすでに書店では、フランスの書店でも

販売されていない、雑誌価格は日本円で 1,000円であっ

て、日本においての集中処理の対象にはなっていない、

そういった雑誌記事があって、その雑誌記事において、

フランスのライバル企業による新商品の開発が報じられ

ていた、と。それを社内のフランス語が出来る人が翻訳し

て、やはり同じように商品開発部内の会議資料として会

議出席者 10 名分コピーして配布するというケースで、こ

こでは元々が紙の雑誌に掲載された雑誌記事であった

ということになっております。この場合、どういうことになり
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ますでしょうか。齋藤先生。 

齋藤： 雑誌、出版物の事例というのは、ここで初めて出

てきたと思うのですが、そういう意味では、フランスという

ことが入ってしまっていますので日本の記事だったらどう

なのかということをまず考えた方が良いような気がします。

これが30条で行けるかというと、先程からと同じように、商

品開発の会議資料で 10 名分ということですから、やはり

難しいと言わざるを得ないということになってきます。そ

れから雑誌記事で、出版物ということになってくると、お

金を出して買っていない、ないしはその雑誌自体を閲覧

するというのではない、コピーしての利用というのは、著

作権法の制限規定以外で利用されることは、想定してい

ない、想定していないというのは、要するに、許諾をして

いるでしょうという理屈は雑誌記事の場合、使えなくなっ

てくるということです。ただ、このケースではありませんが、

そうはいっても出版しているのだから、この程度は黙示

的な許諾の範囲内だという風な議論というのがあり得るか

も知れません。しかし、このケースでは形式的に許諾が

ある場合と見られることはないと思いますので、このケー

スをまずフランス語ということを考えない場合に、日本語

の雑誌でこういうことをしても良いかというと、これは許諾

の範囲ということも難しいということになってくると思いま

す。刑法の話が出てくると、宮下先生のお話があるように、

ではそこで刑罰までが発動されるような可罰的な違法性

があるのかどうかということは、またそれは議論があるとし

ても、著作権侵害と言わざるを得ないのではないかなと

いうのは、日本の雑誌についてはあるのだと思います。 

前田： その点について、宮下先生は、一応日本の雑誌

に置き換えて、だけど他は同じで集中処理もされていな

いという前提で考えたときに、いかがでしょうか。 

宮下： まず可罰的違法性があるかどうかということで考

えると、おそらく無いという結論になるだろうと思います。

また、集中処理の対象になっていないということは、そも

そも使用料を支払うべき状況になり得たかというと、ちょっ

と疑問もあるわけで、そうなるとその出版物の所有者が自

分自身か、あるいは限られた範囲内で閲覧するために回

し読みをすることを省くために若干数コピーをして、例え

ば、会議で配ったけれども、それを回収したというときに

は、実質的には特定少数の人に対して口述をしたり、回

し読みをしたりしたのと同様な状況で著作物が利用され

たに過ぎないということで損害が発生したと見るべきでは

ないというような議論により、損害賠償請求の対象になら

ないという見方も出来るかもしれませんね。また、およそ

権利者に損害が及ぶような可能性がないのであれば、そ

れは侵害と見るべきではないだろうという気もします。「侵

害」の定義から外れるというような理屈付けで、あるいは

実質的な違法性がないというような理屈付けで、侵害で

はないという考え方もあり得るのではないかと思います。 

前田： まず、フランスの話を日本の話に置き換えていま

すが、今、宮下先生がおっしゃっているのは、雑誌を、一

つは買っていて、その雑誌を皆で会議の場で回し読み

をする。これは多分適法ですね。 

宮下：  はい。 

前田： それから、口述も複製も生じていない、つまり支

分権対象行為が無いということになりますよね。先生が今

おっしゃった口述についてなのですが、その雑誌記事を

司会者が読み上げましたという場合は、これは一応、言

語の著作物だと考えると、口述権が発生し…。 

宮下： そうですね。公衆に対するものでなければ、要す

るに特定かつ少数の者に向けて口述が行われたのであ

れば、口述権の侵害にはならないので、支分権の利用

行為ではないということになります。 

前田： なるほど。そうすると今の先生のお話は、この 10

名出席した会議でしゃべる、口述をするというのは、これ

は一つの企業の中の一つの特定の部署の 10 名というこ

となのですが、その場合は、まず特定人になることは明ら

かだと思うのですが、それがなお多数でもないという…。 

宮下： 一般的な理解では、10名程度であれば公衆概念

で言うところの多数ではないと考えられるのではないかと

思います。 

前田： そうすると、司会者の方が日本語で読み上げると

いうことは、支分権対象行為ではないからセーフである、

そこまでは良いとして、その次は、コピーして配布するこ

とは、これは支分権対象行為になりますよね、一応。なり

ますけれど、それは価値的に…。 

宮下： 会議のために配って、回収をするという場合です。

会議が終わり次第回収するときは、複製物によって著作

物を使用可能な主体が必ずしも増える訳ではないという

意味で、実質的な違法性を欠く行為であるということで損

害賠償の対象を負わないという、そういう感覚ですが。 

前田： そうすると回収は必須だということですね？ 

宮下： 回収がないと中々難しいですね。 

前田： なるほど。分かりました。ここはちょっと微妙に意

見が違っている所です。 

宮下： ちなみに前田先生はどういう風にお考えですか。 

前田： うーん。これは何とかセーフにしたいですよね。

一冊は購入しているということが前提としてあって、それ

からこの時点では集中処理が日本では行われていなく

て、許諾を得ようと思っても中々実際問題として許諾を得

ることが出来ないという要件が付いて、かつ、10 名で、何

と言いますか、宮下先生がおっしゃったように多数では

ないし、それから仮に 30 条を類推とか拡張とかするとし

ても、10名だったらギリギリ家庭内に準じると言えなくもな

い人数だと。たしかに個人的結合関係の強さということで

いうと、家庭内ということは言えないのかもしれませんが、

しかも業務的なものですから、家庭内に準じるとは言え

ないとしても、家庭内に準じる範囲として言われている人

数の規模からすると、10 名だったらさほど異ならないと。

そういった要素からすると、結論セーフなのかなと。ただ、

理屈が中々難しいなあと思いますけれど、私も結論はセ
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ーフにした方が良いのではないかなと思います。 

宮下： 別の考え方とすると、刑罰規定の適用をしましょう

というような考えまでは、多分この 3 人は少なくともそうい

う考えではないと思うのですが、これは権利範囲内の行

為であると、30 条の適用はされないとした上で、もし仮に

将来、使用料相当額を払ってくださいと言われたら、不

当利得なり、そういった考え方のもとで、支払いをすべき

ではないかという判断というのはあり得ると思います。 

前田： そうですね。だからもし集中処理が行われていれ

ば、その対象で良いのではないかと。簡単に、合理的な

価格で処理が出来るのだったらそうするのではないかと

思いますし、もし集中処理がされていて、それをせずに

使ったとしたら違法になるかもしれないし、少なくとも不

当利得は発生しているということだと思うのですが、ただ、

元々集中処理が行われていないもので不当利得というこ

とになるのですかね？ 

宮下： 集中処理がなされているかどうかというのは、要

するに委任を受けて徴収する管理事業者がいるかどうか

だけの問題であって、集中処理がされていないとしても、

著作物であって権利制限規定が適用されないのであれ

ば、個別に利用許諾を受けて利用すれば良いという話で

すから、集中処理がされているかどうかは必ずしも決定

的な要素にはならないのではないかという気がします。 

前田： 齋藤先生は？ 

齋藤： フランスの事例がここで出てきているというのも、

翻訳というポイントよりはむしろ集中処理がそもそもあまり

出来ていないというところがポイントになっているのでは

ないかと思うのですね。やっぱり30条では難しいというこ

とで、宮下先生のおっしゃったようなお考え、口述権と呼

ばないような範囲の口述の補足ならいいのではないかと

いうようなことなのですが、それも一つの考え方であるの

ですが、まだ中々一般的に言われているような考え方で

もないところがあって、これを合法にする理由というのは、

中々難しい。これぐらいはまあ、良いのかもしれないとい

うところではあるのですが、そこは集中処理をしていない

という前提もやっぱり大きいと思うのですね。これを正面

から合法と言ってしまうと、じゃあ集中処理の対象にする

必要はないのですかということになりますから、それもど

うなのだろうというところがあります。ただ、集中処理をし

ていない状態であれば、やっぱりそこまで個別に許諾を

取るということは難しいのだから、そこは良いのではない

かと。集中処理をされているものについて、このレベル

のものを合法ですと言い切ってしまうのは…、やっぱり著

作権法というのは、色々な使う人に広く薄く課金をしてい

くということが重要なことだと思うのですね。それによって

一人一人の人がリーズナブルな価格で利用することが出

来、なおかつ権利者には相応の対価が支払われるという

こと。本来、それを理想としていて、それが理想的にワー

クすれば著作権法のいわゆる憂鬱みたいなことも無くな

っていくのですが、それは現実の世界でそういう風にワ

ークすることが難しいからこそ、今のような状態になって

いるので、集中処理をする可能性というのを最初から諦

めて、これを合法だと言い切ってしまうのも私としては抵

抗があるのですね。 

 私もちょっとアメリカの判例を研究していて、本当は奥

邨先生にバチッと解説していただきたいぐらいなのです

が、アメリカでは、こういったものはご承知の通りフェアユ

ース規定について、いわゆる市場失敗理論というのがあ

ります。要するに、市場で権利許諾をスムーズに受けら

れないようでは経済的な利益を権利者が得るということは

そもそも期待されていないのだから、そういったようなこと

もフェアユースで合法になるファクターだということがあ

って、いわゆる企業内の出版物のコピーについて、かつ

てはフェアユースになるとされていたのですが、いつの

判例だったのか把握し切れていませんが、テキサコが被

告になった事件だと思いますが、そういった事件では、

今集中処理がされているものがあって、その集中処理が

されているものについてはフェアユースにはなりません

といった判例があるのですね。そういったようなことで集

中処理がされているか、されていないかというところで、

分けていくというのは、私は、合理性はあるのかなと。そ

れで分けるというのか、そこを活用できるようにしていくよ

うな法制なり法改正にしていくということは、やっぱり意味

があるのかなと思います。そういう意味では、ちょっと⑥

（スライド番号 8）の所は、私はどうしたものかなという所で、

こうした方が良いのではないかという良い考えが、ここは

無い所です、正直なところ。 

前田： 今の齋藤先生のお話で、こういう集中処理は現在

されていないから、これは勝手に使っていいのだというこ

とにしてしまうと、集中処理の芽を摘んでしまう、ということ

は、集中処理が現在はされていなくても違法だ、形式は

違法だと。 

齋藤： そうですね。ご承知の通り、書籍の複製権を集中

処理する団体もある中で、合法と言ってしまうと、現に集

中処理の対象になっているものまで本当は払う必要はな

いのですということにまでなってしまう。つまり将来の問

題だけじゃなくて、今これはされていないのだけれども、

あちらではされていますという、現にされているものまで

権利交渉できなくなってしまうということにもなって行きま

すので、そういった意味でも、このケースについては慎

重に考えていかなければならないかなと思います。 

前田： 宮下先生。 

宮下： 先程ちょっと申し上げたのですが、集中処理をさ

れているかどうかによって決定的な差を設けるのは若干

疑問があって、日本でも日経新聞とか日刊工業新聞だと

思いますが、複写権センターに加入していなくて、個別

処理をしていて、個別権利処理の窓口をちゃんとしっか

り作っておられて、使用料規程もあってというような形で

徴収をしていますから、そういうように容易に許諾が受け

られるのに、受けずに経済的にそれを利用するということ
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は、やはり侵害と見るべきではなかろうかな、という気が

します。 

前田： 集中処理というと、表現が適切じゃなくて、そうい

った、何て言いますか、簡易な手続きで許諾を得られる

方策が採られているかどうかということですね。 

宮下： そうですね。 

前田： ありがとうございます。 

 

Ⅶ レジュメのスライド番号９のケース 

 

前田： 時間も大分進んできましたので、ちょっと今度は、

毛色を変えた設例にしたいと思います。新聞社のニュー

スサイトに掲載されている自社の新商品紹介記事を将来

の業務に役立つかもしれないと考えて、自分が契約して

いる、だけど会社の業務に使用しているEvernoteにクリッ

ピングすることはどうかという設例にしたいと思いますが、

今度は宮下先生から。 

宮下： 30 条は、先程のケースでは適用が難しいというこ

とを申し上げたのですが、自分が個人で加入している

Evernoteにクリッピングをするということは、自分自身が将

来使用するためにコピーしている訳で、それが 30 条で

言うところの個人的に使用することを目的として自らが複

製している主体であるというような意味で 30 条の適用が

考えられるのではないかと思っています。 

前田： ありがとうございます。齋藤先生のお話を伺う前

に、ちょっとここで今の宮下先生のご発言に関係する作

花先生の記述をご紹介したいと思います5。作花先生の

ご著書では、複製物の使用目的が職業や何らかの事業

に結び付く場合は、基本的には個人的だとは言わない

のだと。だけど、個人的と職業的という概念は中々区別

が難しいねと。作花先生は、目の前の仕事のためだった

らそれは職業的であって個人的ではない、だけど将来役

立つかもしれないというものは、それは会社員が行う場

合でも、なお個人的になり得ると。個人事業主である弁護

士とか、お医者さんとかが、目の前の自分のクライアント

のある特定の事件のためにその資料を集めるというのは、

個人的にじゃないけれども、将来、仕事の役に立つかも

しれないから、著作権法の改正の勉強をしましょう、この

ためであれば、それは個人的であると。それは企業の法

務部の方についても同じであって、目の前の仕事のため

だったら個人的じゃないけど、法務部員としてのスキルア

ップのためだったら、それは個人的になる余地があると

いうようなお考えが示されているのですが、先程の設例

だと、将来役に立つかもしれないという場合ということで

すから、宮下先生は、それは会社の業務に役立つため

であっても将来のものであって、なお個人的にということ

にされるのでしょうか？ 

宮下： そうですね。複製する人だけが使うという前提の

場合は、「個人的に」と考えていいのではないかと思って

                                                                 
5 作花文雄『詳解著作権法（第4版）』ぎょうせい（2010年）313頁 

いまして、それが目の前の仕事に関わるのか、将来の仕

事に関わるのかは、あまり決定的な要素ではないのでは

ないかなと思います。特に問題になるのは、具体的なプ

ロジェクト、例えば複数の社員が担当していて、上司が

みんなコピーして、それぞれの Evernote にアップロード

しておけとか、あるいはコピーして自分で持っておけとい

うことになると、組織的に複数の複製物が生成されるとい

うことになって、それはその組織的な行為によって複製

が行われているという意味で、個人的にとは言えない場

合が多いのではないかと思うのですが、自分自身しか見

ないという前提で、それもその複製しておこうかなと思っ

たのが、その人自身の発意により、その人自身の責任に

よって行われているのであれば、「個人的に」と言うべき

ではないかと思います。 

前田： その点、齋藤先生はいかがでしょうか。 

齋藤： 最初に考えているときは、宮下先生のような考え

方でも良いのかなと思っていました。作花先生の考え方

も、明確か明確ではないかと言うと、個人的か企業内かと

いうことよりも、今の仕事のためか、将来の仕事のためか

ということの方が、もっと明確ではないような感じもします

から、明確化というよりは、やっぱりどこまで広げて良い

かと考えた結果が作花先生のご見解かと思います。そこ

はやはり会社、企業、組織の業務のためであっても自分

で使うということのためであるならば、それは30条の範囲

ということで良いのではないかなと思っていました。 

 ただ、それで本当に良いのだろうかと色々な事例で考

えてみると、例えば、非常に高価なデータベースのよう

なものがあって、そのデータベースを個人的、自分しか

使わないということで、自分のパソコンにまるごとインスト

ールしてしまうというようなことを、勿論、会社の業務のた

めということで、会社にソフトがあって自分のパソコンにイ

ンストールしてしまうということがあった場合に、それが 30

条で良いということになると、問題だと思います。勿論、複

製する対象は違うのですが、今の解釈を徹底してしまうと、

複製対象の違いによって、個人的かそうではないかとい

うことを変えて解釈することが出来ないようなところもあり

ます。やはり、色々などういうものを、どういう業務のため

にコピーをすると、問題が生じるのかということを、勿論私

も示せるわけではないですが、色々考えていくと、おそ

らくそう単純な問題でもないのかなというところがあります。

そういう意味では将来のためにといっても、データベー

スを丸ごとコピーしてしまったら、それはやっぱりまずい

のではないかなというところもありますから、作花先生の

見解でも、そこまで考えると広すぎるのかもしれないとい

うことがあります。第一感としては 30条の「個人的に」とい

うところをもう少し広く解してもいいのではないかなと思っ

ていたのですが、やっぱりちょっと、問題が生じてくるの

かなという風に思っています。前田： 確かに島並先生も、

ある程度、会社の中での業務上のものであっても「個人

的に」の余地を認めるとしながら、会社の中で自分しか使
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わなかったら、直ちに個人的にというのではなくて、個人

の限られた領域での活動の自由を保障する必要性と、著

作権者への経済的打撃の程度と相関的に考慮した上で、

個人的な使用かどうかが個別的に判断されるべきである

という風にされていますので6、今齋藤先生がおっしゃっ

たように、会社の中でも個人的にという余地はあるけれど

も、著作権者に与える打撃だとか、色んなファクターを考

慮して、個人的にかどうかを決める、でも、著作権者の影

響が大きいから個人的にではなくなるというのは、何か概

念としてちょっと分かり難い感もしなくはないのですが。 

宮下： 個人的にと言えるのは、自分が例えば所有して

いる書籍の一部をコピーするというのは、それは個人的

と言えると思うのですが、借りてきたものをコピーしますと

いったときには、複製の一連の全ての過程が自分の私的

領域内で完結している訳ではなくて、借りてくる、外部に

あるものを自分の手元に持ってきて、それを複製してい

る訳なので、そういう場合は、むしろ「個人的に」かどうか

の問題ではなくて、「これに準ずる限られた範囲内」かど

うかというところで判断するのが良いのではないかなと思

っています。 

 これに準ずる限られた範囲内かどうかというのは、おっ

しゃるように、価値的な要素が入っていて、それによって

著作権者にどういう影響が及ぶのかということを考える必

要があるのだろうと思います。例えば、何か本を借りてき

て、それを全て丸ごとコピーする、それによって本をいつ

でも、どこでも、何度でも見られるような人がドンドン増え

ていく訳ですよね。それは私的複製とはやはり言うべき

ではなくて、一部分限定されたページだけとか、そういう

場合に限定して考えるべきではないかという気がします。

例えば、書籍を弁護士会から借りてきて、関連する部分

をコピーしたときに、丸ごとコピーをするというのがこれに

準ずる限られた範囲内に該当せず、そうではなくて、こ

の図書館が複製をする場合に許される範囲内の権利制

限規定に合致するような範囲内で複製する場合は、この

30条が適用される、限られた範囲内と見られるのだという

ようなことではないかと思います。 

前田： 先程 Evernote の設例でも、あくまで複数で使うの

ではなくて、自分だけが使うと。仮に図書館で、弁護士が

弁護士業務の中で必要な書籍を図書館から借りてきて、

コピーをするのだけれども、コピーをしたものは自分しか

使わないという場合に、その場合でも丸ごとかどうかによ

って結論が変わってくる、結論が変わってくる理由は、家

庭内に準ずる限られた範囲かどうかのところで変わってく

るということでしょうか。 

宮下： まず業務上行ったかどうかによって違っていて、

業務上でなければ、それは正に「個人的に」で30条で丸

ごとコピーも原則 OK なのですが、業務の過程で必要に

なるということであるとした場合は、もう少し解釈の基準を

変えてもいいのかなと。それは自分だけが一部分だけで

                                                                 
6 島並＝上野＝横山・前掲注3 162頁［島並執筆］ 

あれば個人的にだけれども、丸ごとコピーするような場合

は、実質的に影響が及ぶような丸ごとコピーであれば、

それは30条でいうところの個人的には該当せず、これに

準ずる限られた範囲内かどうかを考える際に、全部か丸

ごとか、借りてきたのかどうかというところを考慮するとい

うような、そういう考え方ですね。 

前田： なるほど。というと、宮下先生は、業務に直接的に

役立てる目的か将来役立てる目的かどうかということは、

そこはさほど重要視しないで、むしろ量だとかコピーする

割合だとか、著作権者に与える経済的な不利益の影響

だとか、そういったことを重視するということですか。 

宮下： そういうことです。 

前田： 先程齋藤先生の話の中で、業務に対して直接的

か間接的かというところは、重視されるのでしょうか？ 

齋藤： 何を重視するのかというのは、やっぱり具体的な

事例を見ないと分からないようなところもあるのですが、

先程の島並先生のお考えのところの、個人的に限られた

領域の活動の自由を保障する必要性と、それから著作権

者への影響を考慮した上で、個人的な使用かどうかを個

別的に考えるかどうかということなのですが、ちょっと前

田先生に振るときに疑問があったように、著作権者への

経済的な打撃の程度を個人的な使用かどうかというとこ

ろにまで読み込んでいくのは、やっぱり違和感があると

思いますし、宮下先生のお考えで、図書館における複製

の範囲ということを参考にすべきだというのは非常に、そ

ういうこともあるのかなと思うのですが、ただそれもこの要

件の中に読み込むというのは、やはりかなり違和感があ

って、目的規定なので目的の制限の規定を、では量によ

って目的が変わるのだと言うように、中々ストレートには

繋がらないというところがあって、ただ考え方としては、要

するに合法にするかどうか、業務上の使用であっても、

合法にすべきかどうかというところの考えは、島並先生の

考え方も宮下先生の考え方も合理性はあると思うのです

ね。日本の現行法の解釈といったときに、やっぱり 30 条

の問題として取り込んで行こうというところでは、どうしても

30 条の文言には限界があるのではないかというところが

あります。そこで、これは全く思いつきのところもあるので、

批判もあるのかもしれませんが、というのは、著作権法上

の一般規定ではなくて、民法、刑法上の一般な考え方に

頼るのですが、正当業務行為というような考え方を少し使

えないかなということを思っています。 

 正当業務行為で、違法性が阻却される事例というのは、

あまり深く紹介する時間も知識もないのですが、医師の

行為だとか、それからスポーツで相手を殴る行為とか、あ

るいは労働の争議行為だとか、割と限定される範囲で使

われている違法阻却の考え方ですが、その中では取材

活動ですね、記者による取材活動について、取材が知る

権利に資するからということもあって、ある程度取材活動

によって行われる行為は正当業務行為として違法にしな

いという考え方があるのですね。これもやはり憲法に根
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ざすような、知る権利を背景としてというところがあります

ので、一般的に広く業務において使えるような考え方か

と言われると、中々難しい面もあると思うのですが、それ

ぞれの業務にはそれぞれの業務において、一般的に、

自分で使うという範囲であれば、この程度であれば使っ

ても良いというところは、それぞれの業務において、ある

いはどういう資料を使うかにおいて、あるのではないかと

いう風に思っています。これは今のクリッピングの事例で

は対象がニュースサイトなので、あまり業務によって違う

ということはないのかもしれません。ですが、例えば、学

者が論文をコピーする場合は、その学者のコミュニティに

おいては相互に本を丸ごとコピーするというレベルでな

ければ研究のために他の人の論文をコピーするというよ

うなのは、別にそれは良いよねと皆が思っていると。皆が

思っているところだけだと、黙示的な許諾ということに流

れるのですが、そうではなく、さらにもっと類型的にそれ

は正当業務行為なのだというように言って行けないかな

というのがちょっと思い付きではあるのですが、一つ思っ

ていることではあります。 

前田： ありがとうございます。 

 

Ⅷ レジュメのスライド番号19のケース 

 

前田： 今、齋藤先生からお話が出ていた学者の先生が

論文を書くときに、参考にするために他の先生の文献を

コピーするというようなことはいくらでも行われているよう

な気がするのですが、ちょっと具体的な事例を挙げたい

と思います。今、齋藤先生からお話が出ました学者が論

文を書くために、参考にするために他の学者の論文のコ

ピーを取るということがあろうかと思います。それから、ち

ょっと毛色が変わってきて、産学協同プロジェクトで、大

学側の教員が報告書執筆のために他の資料をコピーす

るということがあると思います。 

 それから、さらに営利性が強いかもしれないのは、新薬

開発を担当している製薬会社の研究員がその研究のた

めに他の論文をコピーするということがあり得ると思いま

す。おそらく、最初の学者が論文を書くために他の学者

の論文のコピーを取ることは何となく良いような気もする

のです。私的複製 30 条の範囲で良いような気がするの

ですが、先生方のお考えで、これは全部 OK なのか、ど

こかで境界線があるのか、その点についてご意見を伺い

たいと思いますが、まず宮下先生、いかがでしょうか。 

宮下： 1 番目はその人自身が使用するためにコピーを

するので、学者がコピーを取るのは、30 条の個人的にと

正に言えるケースではないかと思います。2番目、3番目

は難しいのではないでしょうか。特に3番目は営利的に、

組織的に複製するので、これは 30 条が適用される複製

行為であるとは、やはり言えないと思います。 

前田： 一応、前提としては、最後のケースでも、皆でコピ

ーを使うという訳ではなくて、あるいは複数コピーを取る

のではなくて、その新薬開発の研究をしている、正にそ

の一人の人が自分だけが読むという前提があっても難し

いでしょうか？ 

宮下： ちょっと状況を誤解したかもしれませんが、そうで

あったとすれば、個人的にその人自身が使用するという

意味で30条が適用される余地があると思いますが、研究

に参加している多数の人に対して、研究を主宰している

上司が、皆コピーを取って、それぞれ手元に置いて研究

してくださいよといった場合は、組織的な複製行為なの

で 30 条でいうところの個人的、または家庭内その他これ

に準ずる限られた範囲内での複製とは言えない場合も

出てくるのではないかと思うのですね。 

前田： 逆に言うと、個人で、一人の研究員が自主的に研

究開発を進めているという場合は、その研究のためのコ

ピーはなお 30条の対象になるかもしれない…。 

宮下： そうですね。そのように思います。 

前田： 齋藤先生はいかがでしょうか。 

齋藤： 自分が、上司にこれをコピーしてくれと言われて

いるということではなくて、自分の研究か調査なりの過程

で、自分で検索したようなものをコピーしていくというよう

なことを想定していると思いますが、こういった範囲であ

れば、やはり30条1項で行けるのではないか、個人的に

ということで処理しても不都合は生じないと思います。だ

からこの範囲で考えている限りにおいては、では、そうい

う解釈で行きましょうという風に、良いのではないかという

ことになるのですけれども、というのが先程申し上げた通

りで、じゃあそれを個人的な範囲だと緩めてしまうと、別

のこういう場合はどうなのというのがやっぱりどうしてもあ

るのではないかということです。それで、こういう場合は

30条1項ということを言って良いと、直ちには言えないの

ではないかということで、さっきの正当業務行為という考

え方が出てくるのですが。 

前田： 権利者の不利益の程度が非常に少ないと。微細

であるということを条件として、そういう要件を満たす場合

には、個人的にと理解する、あるいは正当業務行為とし

ても良いのではないかということですね。 

 

Ⅸ クラウド上のロッカーサービスについて 

 

前田： 実はさっき飛ばしてしまったのですが、Evernote

にクリッピングするというときに、実は全く別の問題がある

というご指摘がありまして、そこをちょっと進めたいと思い

ますが、これは齋藤先生から問題のご指摘をいただいて

おりますので、ちょっとご説明いただけますでしょうか？ 

齋藤： 今見た事例の、これまでの問題との違いって、今

まで議論してきた通り、自分が将来の役に立つかもしれ

ないということで、業務であるのだけれども、コピーをした

というところが今までの問題との違いなのですが、これに

もう一つ違う所があって、業務で使用しているEvernoteに

クリップしたということですね。ハードコピーではないとい
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うことです。 

 ここでの前提として、この Evernoteが会社で契約してい

る Evernote なのかどうかというところがあると、またちょっ

と話がややこしくなるので、前提としては、自分が業務で

も役に立つだろうといって、会社の業務と一応無関係に

契約している、個人的に契約しているEvernoteだという前

提にします。Evernote というのは、ご承知の通り、クラウド

サービスの一つで、この場合、ニュースサイトでクリッピン

グするということですから、ニュースサイトをブラウザで見

るときに、普通に使っている Evernote で蓄積するみたい

なボタンなり、右クリックで出てくるメニューがあって、そこ

をクリックするとそのニュースサイトの、もちろんソフトコピ

ーはEvernoteが運営しているサーバーに蓄積されるとい

うことになる訳です。ですから、コピーが出来るのは、自

分の手元にコピーが出来るのではなくて、Evernote 社が

運用しているサーバーのハードディスク上にコピーが出

来るという風になります。 

 そうなったときに、この場合に、主体はクリッピングして

いる従業員だということで良いと思うのですが、30条の問

題だという風に考えた場合に、30条で先程からの、ここま

で私的使用目的だというように考えて良いのではないか

という立場を取った場合にも、議論はそこで終わらない

のではないかということです。というのは、30条 1項 1号

というのがあって、30条 1項 1号は、公衆の使用に供す

ることを目的として設置されている自動複製機器を用い

て複製する場合と。こういう場合には、私的使用目的複製

ではあっても合法にはなりません。権利は制限されませ

んということになっていますね。これは条文だけ見ると何

のことなのか分かり難いのですが、想定されていたのは、

ビデオなどですね。想定された当時でいえば、ミュージ

ックテープを店頭に置いてあるような高速ダビング装置

でコピーをするというような場合には、立法当時には、レ

ンタルレコード店でレコードだけじゃなくて、ミュージック

テープを貸していて、今で言うカラオケ法理みたいな法

理で、その店にダビング機があると店が主体だという判

例があっているところなのですが、そうではなくて、レン

タルレコード店の隣に今でいうコンビニみたいな店があ

って、そういう店に高速ダビング機が置いてあると。レン

タルしてすぐにそこでダビングして、返してしまうというよ

うなことがあって、そういったことにはやはり権利を及ぼ

すべきだ、複製権侵害にすべきだということでこの規定

が出来ていて、ここで言っている公衆の用に供すること、

要するに、誰でも使えるようにそういった所に設置されて

いるダビング機器を使う場合には、私的使用の複製であ

ってもダメですよと。そういった面で出来た規定なのです

が、この条文を改めて見てみると、Evernote のシステムな

り、サーバーなりというものも公衆の使用、つまり色々な

人が利用することを目的として設置、要するにそういうシ

ステムとしてインターネット上にある訳ですから設置され

ている、自動的に複製が起こる訳ですから、自動複製機

器なのではないかということで、30 条で私的使用目的複

製だということになったとしても、まだその 1 号をクリアー

しないと、ここの問題は権利制限がされるとは言えないの

ではないかというところが、そこも考えなければいけない

のでしょうということです。 

前田： はい、ありがとうございます。実はですね、この問

題は第一部における奥邨先生の資料の参考という所で

書いていただいていまして、30条1項1号における公衆

ということで書いていただいていて、今日、私達の方では

30 条の私的複製に該当するかどうかということで議論を

進めている訳ですが、実は私的複製に該当するとしても、

公衆の用に供された自動複製機器を用いて行う場合に

は、違法になってしまうと。 

 今、齋藤先生から問題提起があったのは、Evernote に

クリッピングするという行為自体は私的使用目的だと仮に

しても、この Evernoteのサーバーが公衆の用に供された

自動複製機器に該当してしまって違法になってしまう恐

れがあるのではないかということだと思うのですが、奥邨

先生、折角ですからご発言をいただけますでしょうか。 

奥邨： 私の資料は、第一部の方で、もし公衆の話が話

題になった場合に、説明し易いようにと思って参考に付

けたものでして、こういう形でフォーカスが当たるとは思

っていませんでした。で、お話のあったEvernoteとか、個

別のサービスについては、ちょっとよく分からないので、

ニュースをオンラインストレージにクリッピングするという

ことで考えますと、附則 5 条の 2 の「専ら文書又は図画」

ということで外れる可能性もあると思います。 

前田： なるほど。 

奥邨： 新聞ニュースのクリッピングとか、そういうサービ

スであれば、「文書又は図画」ということで、コンビニのコ

ピー機みたいな扱いになる可能性もあるということは申し

上げたいと思います。その上で、私の現在の関心は、ク

ラウド中でもロッカーサービスと著作権ということで考えて

みます。ロッカーサービスですから、そこに保管するもの

は、ごちゃ混ぜで何でも入るということを前提にします。さ

らに、ロッカーサービスの中でもパーソナルロッカーと言

われる、本人しか使えないというロッカーの場合にどうな

のかということで考えてみます。 

 その場合、正に今、齋藤先生がおっしゃったような形で、

公衆用設置自動複製機器と言われる可能性があるので

はないかという問題、誰もどなたも、何も言っておられな

いので全然分からない…違いますね。確かロクラクⅡの

判決についての評釈のなかで、作花先生は、あれは公

衆用設置自動複製機器にならないのだという風に、お書

きになっていたような記憶があります。すみません、後で

調べます。他には、多分無かったのではないか、というこ

とで、私ぐらい適当に言ってもあまりご迷惑は分けないか

なと思いまして最近申し上げているのですが、当たらな

いと解釈できるのではないかと思っています。 

 一つは、まずサーバー全体を捉える必要が何故あるの
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だろうと。公衆用設置自動複製機器と略しましたが、法律

が定義しているのは自動複製機器だけでして、それが公

衆の使用に供することを目的として設置されている場合、

となっている訳です。自動複製機器の定義には、公衆向

けかどうかなどというのは含まれていない。つまり、複製

する機能に着目して判断すればいいのだから、ロッカー

サービスの場合は、ロッカー単位で機器を考えればいい

だろうと。とすると、ロッカーを使っている人は一人なのだ

から、まずそれで公衆概の内、多数の可能性はなくなる

よねということです。 

 次に、日本法では不特定の場合、少数でも公衆だとい

う考え方があります。まねき TV の最高裁判決のように、

誰でも契約したらユーザになれるという場合、ユーザは

不特定だよね、だから多数か少数かに関わらず公衆だよ

ねといわれたらどうしようかという話なのですが、私はま

ねきの最高裁はそこまでハッキリ言っているのだろうかと

いう点疑問を持つのですが、不特定というのは、累積的

にでも、多数に上る可能性がある場合にこそ著作権法上

問題となるのだと思っていますので、本当の意味で不特

定の少数人なのであれば、それは何の問題もないので

はないかと思っております。そういう意味では、プライベ

ートロッカーというのは、一人の人が使うのであって他の

人が使うことはない訳ですから、公衆用設置自動複製機

器にはならないように思う訳です。 

 さらに、規定では「公衆の使用に供することを目的とし

て設置されている」となっている訳です。「設置されてい

る」は「設置される」とは違い、既に存在すること、予め存

在することを意味する訳です。ロッカーサービスの場合、

ロッカーというのは、ユーザが「今からロッカーを使いた

いですよ」と頼んだら、機械の方で「はい、あなた用で

す」と用意してくれる訳ですね。予め設置されていないの

ですよ。だからそういう意味でも文言上も設置されていな

いということになるのですね。 

 とまあ、色々と屁理屈を付けて、外れないかなという風

に思っているようなところです。 

前田： ありがとうございます。公衆の概念について、累

積的に多数にならない場合には公衆にならないというこ

とならば、これは公衆の用に供された自動複製機器から

外れるということかもしれないですが、先程上野先生が歌

を聴く権利を落札した場合という例を挙げておられました

し、後、例えば海賊版をヤフーオークションでオークショ

ンに出し、落札者に送付しますと。これは普通に考えると

頒布ですよね。でも、落札者というのは、ある意味、私が

海賊版を一つしか持っていなかったら売ったらお仕舞い

であって、海賊版を沢山作っていれば別ですが、偶々一

つ持っていた海賊版をヤフーオークションに出して、落

札者に送るという行為は、送ってしまったら手元には無く

なってしまうので一回キリだという場合は、先程の奥邨先

生のお話からすると、これは頒布ではないということにな

るのでしょうか。 

奥邨： 自分でもその辺も確かにご指摘はあると思ってい

まして、まねき TVの最高裁判決についての AIPPIの判

例評釈にも色々と書いたのですが、その一人にだけ売る

という場合は、実は一番説明し辛いものだということはよく

分かっています。それで、何か色々と理屈をつけて、一

人に売るときも多数に上る可能性があると整理したので

すが、色々理屈を付けすぎて、ちょっと今自分でもうまく

口で説明できる気がしないのです、すみません。確か売

った先で転々と流通する可能性があるということを前提に

して、一定の場合においては、一人に売っても、多数に

上る可能性がある、と捉えて構わないのだということを言

っていたと思います。 

 もう一つ、今、海賊版についての話をされましたが、問

題としては、原作品そのものを売る場合も、譲渡権が効く

のか効かないのかがよく分からないような話ではないか

と思うのです。逐条解説自体も、原作品の場合は特定少

数なので、何時まで経っても譲渡権が消尽しない、それ

はまずかろうということで、原作品のときも譲渡権が消尽

するように26条の2第2項を規定しましたというようなこと

を書いていますから、その辺とちょっと説明をうまくしない

といけないなと思っています。今の前田先生のご指摘は、

私の今の多数の可能性の公衆概念の解釈のところで、

一番の弱点だと自分では思っています。 

前田： ありがとうございます。いま奥邨先生から一つの

解決策を示していただきましたが、Evernote にクリッピン

グが私的使用かどうかということ自体が問題となるケース

が出ていますが、純粋に個人的に私的使用目的だった

ら、Evernote にアップすることは、結論としてはセーフで

あるように思うのですが、この点は？ 

宮下： セーフにすべきだと思いますね。もし Evernoteの

ようなシステムが公衆の使用に供することを目的とした自

動複製機器だということになると、オンラインストレージサ

ービスを利用すると、あまねく、公衆の使用に供すること

を目的として設置された自動複製機器を用いて複製した

ということになって、オンラインストレージサービスを利用

すれば私的複製の余地は無くなってしまうことになってし

まいますが、この 30条 1項 1号は、そういった場合を想

定しているのではないのですよね。あくまでもレンタル店

に隣接した場所にダビング機が設置されていて、それに

よってとても私的領域内の零細な複製とは言えないよう

な大量の複製が行われる恐れがあるので、これはその私

的複製の範囲外にしましょうというのが、この条文の立法

趣旨ですから、オンラインストレージサービスのようなも

のは、そうした立法趣旨から遠く外れています。やはり、

Evernote のようなサービスを用いてデータを保存する行

為というのは、この 30条 1項 1号の対象外であると考え

るべきだと思っています。理屈付けとしては、そもそもスト

レージサービスないしEvernoteのようなロッカーサービス

というのは、一定の保存領域を利用できるように使用許諾

をするサービスであって、複製を自動的にすることが可
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能となるような機器を公衆に提供して、誰でも複製できる

ようにしている訳ではないのだから、利用者が使用許諾

を受けた保存領域は、契約した特定の個人しか利用でき

ないのであって、このようなサービス用の機器は、公衆の

使用に供されているとは言えないというような理由付けで、

30条1項1号の対象外にするべきだと思います。 

前田： 齋藤先生、先程、立法趣旨はこういうものを想定

していた訳ではないということをご説明いただいたので

すが、齋藤先生としては、これはセーフにすべきなのか

どうかということと、現行法上はどうなるのかということ、こ

の 2点について先生のご意見を伺えますでしょうか。 

齋藤： 私もセーフにすべきだということはそうだという風

に思っています。セーフにすべきなのは、立法経緯を先

程ご紹介しましたが、要するに、いわゆるオンラインじゃ

ないところに設置されている機器のことを想定してできあ

がっていて、しかもちょっと私の方で正直失念していまし

たが、文書・図画には適用しない、要するに、コンビニの

コピー機には適用しないという附則があるくらいですから、

想定している場面というのはそもそも特定されていたとい

うことなのですね。 

 そういったものをここに広げるということは、そもそも想

定していないですし、広げるべきでもないと思われます

ので、合法にすべきだとは思うのですが、中々条文を読

んでいくと、どこでというのは難しい面もあると思います。

それは宮下先生や奥邨先生がおっしゃっているように、

諦めることはなくて、こう解釈できるのではないかというの

はあるのですが、中々これで行けますと断言できるような

明確な解釈というのは難しいところがあります。やっぱり

それは何らかの改正をした方が望ましい条文になってい

るのかなと思っています。 

 失念していた文書・図画の条文なのですが、これも正

確にいうと、「自動複製機器には、専ら文書又は図画の

複製に供するものを含まない」というようになっているの

ですね。ですから、この説例のニュースサイトの場合は、

自社の紹介記事ですから、「文書又は図画」の範囲に収

まると恐らく思われるのですが、あくまでもこれは自動複

製機器の方に掛かっている制限です。Evernote の場合

は、私は長らく使っていますが、「文書又は図画」でない

ものをEvernoteに蓄積したことはないので、蓄積できるの

かどうか分かりませんが、Evernoteではなくて、ドロップボ

ックスとかもうちょっと汎用的なストレージ的なサービスに

なってくると、当然、「文書又は図画」以外のミュージック

ファイルだとか、それから動画ファイルを蓄積できるクラ

ウドサービスというのはいくらでもあります。そういうものを

私的使用のために使うというのは、いくらもある訳です。

私も使っていますが、そういうことがありますから、自分が

使っていると合法にしたくなるというのが正直なところで

すが、そうすると、そういったクラウドサービスというのは、

附則の範囲でも、「専ら文書又は図画の複製に供するも

の」と言えるかどうかというようなところが、やっぱりこの場

合でも問題となります。それは制限的に解釈して、むしろ

蓄積するものを主として考えて、「文書又は図画」を蓄積

するものとして使っているならいいと、そういう風に勿論

解釈する余地はあるとは思いますが、ここもそういう意味

では必ずしも大丈夫とは言えないということは、元々附則

を失念していて申し訳なかったのですが、留意して頂き

たいと思います。 

前田： ありがとうございました。ここは現行法でどうかは

ともかくとして、結論から言うと、何とか適法にすべきだと。

そのとき解釈で行くのか、法改正で行くのか、どちらが良

いかという判断はあるかもしれませんが、結論について

は意見が一致しているところかなと思います。 

 

Ⅹ 質疑応答 

 

前田： 予定された時間が残り少なくなりましたから、まだ

レジュメは全部終わっていませんが、会場からのご発言

をいただく時間にしたいと思います。冒頭、申し上げまし

たように、私たちの考えは質問を受けてお答えできるよう

な確定的なものではないとお考えいただいて、皆様から

今日のテーマについてのご意見をいただければと思い

ます。私的使用の問題、私的使用として許されるのかどう

か、あるいは私的使用以外の構成で、先程の正当業務

行為とか、色んな考え方で適法にすべき、あるいは黙示

の許諾で行けるのではないかとか、そういったいろんな

議論があったかと思いますが、そういった論点でも良い

ですし、あるいは最後の方の 30条 1項 1号の問題でも

結構ですので、いかがでしょうか。 

会場Ａ： 弁護士です。最初の頃、そもそも侵害に当たら

ないと解すべきではないかというご説明があったかと思

いますが、それは例えば、著作権法を離れて、民法の不

法行為の違法性を考えたときに、相関関係説というもの

があって、権利があって、侵害行為があって、その態様

によって、不法行為の侵害があったかどうかを決めるとい

う考え方だったと思うのです。その下では、例えば人格

権みたいな非常に強い権利であっても、侵害の態様によ

っては、そこは正当性みたいなものが出てきて、そもそも

侵害ではない、不法行為は成立しないという考え方があ

ったと思いますが、そういう形で、侵害という構成要件を

ある意味、規範的に考えるべきというような考えに基づい

ているのでしょうか。 

宮下： 正におっしゃるとおりで、著作権法で言うところの

侵害というのは、権利範囲に属する行為が許諾なく行わ

れることであって、その場合は直ちに侵害となり、規範的

な要素が入る余地はないという考え方が一般的だったと

思います。しかしながら、デジタル化の進展と共に、常識

的に考えて、これは「侵害」と言うべきじゃないだろうとい

うケースが相当増えていることを踏まえて、「侵害」概念を

考え直す必要があるのではないかと思っています。元々

法律概念というのは規範的なものであって、ある程度、価
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値評価を入れ込んでも良いのかなという気がしているの

ですね。例えば、著作権法で言うところの複製には、コン

ピュータプログラムの RAM 上の一時的、過渡的に行わ

れる蓄積は含まれない、これは使用なのだから複製じゃ

ないというような議論をされたことがかつてあった訳です

が、そのような考え方は、「複製」概念を規範的に解釈し

ているということになります。また、著作権侵害の行為主

体、あるいは演奏主体についてもやはり規範的な解釈に

よって判断しているわけであって、侵害かどうかの判断と

いうのは、そういう規範的な要素を考慮すべきではない

かなというようなことで申し上げた次第です。 

会場Ａ： 私も、著作権法には権利制限規定があって権

利自体が個別列挙されて非常に精緻に出来ている訳で

すが、民法の上に乗っかっている法律ですので、今申し

上げた権利制限規定が非常に精緻に作られているとか、

その仕組みとの関係というのはどうしても克服しないとい

けないと思うのですが、お聞きしていて侵害という概念自

体をある意味規範的に少し柔らかく考えていく必要があ

るのではないかなという点を今日学びまして、非常に示

唆に富んだセミナーだったと思います。感想です。 

前田： ありがとうございました。私から、ちょっと質問させ

ていただいていいでしょうか。例えば、宇奈月温泉事件

のケースで、ある土地があって、そのごく一部の山の中

に温泉の配管があって、でも全然所有者には迷惑をか

けていないというときに、その宇奈月温泉事件では、そ

の温泉管を撤去せよというのは「権利の濫用」であるとい

うことになったと思いますが、でもあれは一応所有権の侵

害ではあるのですよね。妨害排除を求めることが濫用に

なるかもしれないけれども、前提として所有権の侵害は

あると。著作権というのは、準物権的な構成だから、所有

権みたいなもので、一応だからそういう意味で、宇奈月

温泉事件で所有権の侵害が一応形式的にはあるという、

同じ意味において、今日、我々が議論したようなケース

でも、準物権である著作権の侵害は、一応はあるというこ

とにならないでしょうか？ 

宮下： それは色んな解釈論というか、解釈方法論がある

と思いますが、侵害はもう形式的に捉えて、不都合があ

るような場合、実質的な違法性がないという風に判断され

るような場合は、権利の濫用とするというような、そういう

解釈枠組みというか、そういう構成の仕方もあり得るとは

思うのですが、何せ権利濫用というのは非常に立証が難

しい、今回我々が議論したように、実際はあまり権利侵害

とは思われないようなケースというのは非常に多いので

すね。そういう中にあって、権利濫用論だけでうまく解決

が着くかというと、必ずしもそうではなくて、むしろ「侵害」

という概念を規範的に見た方が妥当な結論に至れるので

はないかなというのが、今のところの私の感触です。 

前田： ありがとうございます。会場から他のご質問、いか

がでしょうか。 

会場Ｂ： 中小の商社に勤めています。今日は色々と具

体的なお話を事例に挙げていただいてありがとうござい

ました。大変参考になりました。ちょっとご質問といいます

か、ご意見を伺いたいと思ったのは、個別にどうしたらい

いかということではなくて、もうちょっとマクロと言いますか、

今後の点なのですが特にやっぱり僕も事務所にいます

ので、命令されて、じゃあ、コピーを取って来いみたいな

ことだったりして、知的財産の勉強もしていますから、そう

しますとこれは問題有りだなと思いながらやってしまった

りということがよくあるのですが、これが最初に前田先生

がおっしゃったように、企業もそろそろコンプライアンス

の関係で、企業によってはちゃんと指導するというような

ことが段々あると思いますが、特に小さな企業などの場

合は、その辺が希薄でして、どうにかしなければと思って

いる所はまだ良いのですが、そういう気持ちも無いという

ようなところが結構、現状としてあるというのが実感として

あります。 

 それで、ここからが意見ですが、将来的に段々著作権

法なんかが普通の人にとっては遠い法律じゃなくて、もう

少し身近なものになってきたときに、会社にとってもそう

なったときに、かつて労働環境のことが問題になって、労

基署みたいなものが出来て、そういう指導が今は入った

りする訳ですが、場合によっては、そういう社会になって

いく可能性というのですかね、例えば、こういったコピー

に関することだとかは、じゃあ、ここら辺を境界にするの

だみたいなことがある程度、明確化されてきて、それをき

ちんと指導する機関が出てきたりとかして、それを知らず

に相手の企業は指導され、もしくは相当な罰則みたいな

ことが出てくるとか、そんなような社会になっていく可能

性はあるのか、それともそれ以前のところで、それぞれ

の企業なり個人が意識を高めていくということでやってい

く方が理想的なのか、その辺りなのですが、ご意見を伺

えたらと思います。 

前田： 今現在でも、著作権侵害は刑事罰の対象になっ

ていますので、明らかな権利侵害行為が会社の中で行

われていたとしたら、それは刑事事件に発展するという

可能性は今でもあるのではないでしょうか。それから、刑

事事件に発展しなくても、もし著作権者がその行為を問

題にして訴えると。民事的な措置を執る、損害賠償請求

なり差止請求をするということは、もしこれが侵害行為で

あるならばある、と。今日はその侵害行為になるかどうか

という議論をしましたが、明らかな侵害行為が企業の中

で行われているのであれば、権利者が法的措置を講ず

るということは、当然あると思います。ただ、先程労働基

準法のことにちょっと言及されましたが、著作権というの

は、あくまでも私権でございますから、行政機関がそうい

う指導をするというのは、知識の普及啓発については文

化庁がやるのでしょうが、どうでしょうかね、労働基準監

督署みたいなイメージのものが行政機関として出来ると

いうのは、ちょっと私の頭の中では繋がり難いのですが、

先生方いかがですか。 
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齋藤： 全く同じことを申し上げたいと思っていました。や

はり権利があるけれども、それを行使するかしないかは

権利者の判断だと思いますので、それを行政当局が取り

締まるということはあるべきではないと思うのですね。そ

れから、権利の行使、現状で考えると、コンピュータプロ

グラムとか、音楽、映像、新聞、出版物等については、経

営者は相当権利意識を高く持っていて、違法行為があれ

ば、法的措置を執るということを現にやっていますので、

何か問題があるのであれば適正化に向けてご尽力いた

だくことが企業の将来のためにとっても良いのではない

かなと思います。 

前田： ありがとうございます。それでは他にいかがでしょ

うか。よろしいでしょうか。では、これで終了させていただ

きたいと思います。何か私としては、司会者として、普段

疑問に思っていることをお聞き出来て、実は私自身が一

番楽しかったのかなと思います。先生方、本当にどうもあ

りがとうございました。 

高林： 第 1 部では学者の 3 先生によるお話、後半につ

いては、実務的かつ大変理屈っぽいお話も出て実りのあ

る 4時間以上の勉強だったかと思います。 

 本日は第1回の JASRACの公開講座、大変実りのある

お時間を皆様と共に過ごせましたことを感謝し、これにて

閉会にしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

【配布レジュメ】 

企業内などにおける著作物の
“ちょっとした”利用が許される範囲

2012年度JASRAC秋学期連続公開講座

（第１回）

２０１２年１０月６日

1

著作権法３０条の適用範囲①

 ●東京地判昭和52.7.22無体裁集9巻2号534頁

「ところで、著作権法第３０条によれば、著作物は、個人的に

又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において
使用することを目的とする場合には、その使用する者が複
製することができる旨が規定されているが、企業その他の団
体において、内部的に業務上利用するために著作物を複
製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、
かつ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあると

はいえないから、同条所定の私的使用には該当しないと解
するのが相当である。」

＊舞台装置の設計図を無断複製した被告が、設計料相当額の
賠償責任を負うものと判示された事案。 2

 

 

企業等での内部的な複製等が許容されるかど
うか①

 そもそも、価値判断として、企業等での内部的な複製等

が許容される余地を認めるべきか？

 刑罰の適用（可罰的違法性があるか）

 差止請求の可否

 損害賠償責任の有無

3

企業等での内部的な複製等が許容されるかど
うか②

 ライバル企業のウェブサイトで一般公開されている新商品開
発のプレスリリースを、当社商品開発部内の会議資料として、
会議出席者10名分プリントアウトして配布する場合

※ 当該ウェブサイトのトップページには、次のような記述があ
る。
「このウェブサイトに掲載される情報は、各国の著作権法、各種条約及
びその 他の法律で保護されています。私的使用その他法律によっ
て明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用することは、
事前に文書による許諾がない限り、禁止します。」

 上記のプレスリリースを、会議出席者それぞれがプリントアウ
トして持参する場合は、どうか。

 会議出席者が20名の場合は、どうか。 4

企業等での内部的な複製等が許容されるかど
うか③

 ライバル企業による新商品開発についてのニュース記
事（約300字）で、新聞社のサイトに掲載されているもの
を、当社商品開発部内の会議資料として、会議出席者
10名分プリントアウトして配布する場合

※ 当該ニュース記事には、「印刷」ボタンがある。

※ ただし、当該ウェブサイトには、

「著作権法上の「私的使用」や「引用」の範囲を超え
てのコンテンツを使用する場合には、新聞社や当該
コンテンツの著作権者の使用許諾が必要となりま

す。」

との記載がある。
5

企業等での内部的な複製等が許容されるかど
うか④

 自社の新商品開発についてのニュース記事（約300字。

記事の主要な内容は当社から提供した情報）で、新聞
社のサイトに掲載されているものを、自社の記者対応が
適切であったかどうかを検証するため、広報部内会議
で20部プリントアウトして配布することはどうか。

6
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企業等での内部的な複製等が許容されるかど
うか⑤

 フランスのライバル企業のウェブサイトで一般公開され

ている新商品開発のプレスリリース（仏文）を、当社内で
フランス語ができる人が翻訳した上、商品開発部内の
会議資料として、会議出席者10名分プリントアウトして
配布する場合

7

企業等での内部的な複製等が許容されるかど
うか⑥

 当社社員がフランス出張中に偶然目にして購入したフ

ランスの雑誌記事（仏文。200頁の雑誌の1頁分。当該
雑誌のその号は既に書店で販売されていない。雑誌価
格は日本円で1000円。日本において集中処理の対象
になっていない。）で、フランスのライバル企業による新
商品開発に関するものを、社内でフランス語ができる人

が翻訳した上、商品開発部内の会議資料として、会議
出席者10名分コピーして配布する場合

8

企業等での内部的な複製等が許容されるかど
うか⑦

 新聞社のニュースサイトに掲載されている自社の新製
品紹介記事を、将来の業務に役立つかも知れないと考
えて、業務で使用しているエバーノートにクリッピングす
ることはどうか。

9

企業等での内部的な複製等が許容されるかど
うか⑧

田村先生が挙げておられる例

 ①社長のために秘書が購入してきた英語の雑誌記事

を日本語に翻訳する行為、

 ②既に部署で購入してある数冊の書籍から現在の企画
に関連する部分だけをコピーして一冊のファイルにする
行為、

 ③部署で購入済みの書籍につき遠方の会議に出席し

ている部長からの問い合わせに答えるためにファックス
で関連頁を送る行為

はどうか。

10

 

 

企業等での内部的な複製等が許容されるかど
うか⑨

島並先生が挙げておられる例

 ① 出張先への荷物を減らすために書籍のコピーを取
る行為

 ② 老眼の社長が新聞の拡大コピーを取る行為

はどうか。

11

企業等での内部的な複製等が許容されるかど
うか⑩

 会社経費で定期購読し、部内に備え置いている雑誌を、

部員が自宅に持ち帰って読むことはどうか（貸与権との
関係）。

 会社経費で福利厚生の一環として部内に市販DVDを購
入し、部員が自宅に持ち帰って視聴できるようにするこ

とはどうか（貸与権との関係）。

12

公共的な資料の利用はどうか①

 企業の商品企画会議で、経済産業省ウェブサイトに掲

載されている資料を会議用に１０部コピーして配布する
ことはどうか。

※経済産業省ウェブサイトには、

「利用者は、当省や当省への情報等の提供元に事前の

承諾を受けた場合を除いて、情報等やそれらに包含さ
れる内容（一部か全部かを問わない。）を複製・公開・
送信・頒布・譲渡・貸与・使用許諾・転載・再利用できま

せん。」

との記載がある。
13

公共的な資料の利用はどうか②

（引用）

 第三十二条

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又
は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的と
して作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、
調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物
は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に

転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表
示がある場合は、この限りでない。

14
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公共的な資料の利用はどうか③

 文化審議会には、「国語分科会」「著作権分科会」「文
化財分科会」「文化功労者選考分科会」の４つの分科
会

 このうち著作権分科会の議事録等については、

のマークがあるので、コピーＯＫ。
15

公共的な資料の利用はどうか④

 しかし、他の分科会の議事録等にはそれがなく、また文化庁
ウェブサイトのトップページには、

「「文化庁ホームページ」に掲載されている個々の情報は

著作権の対象となっています。また，「文化庁ホームペー
ジ」全体も編集著作物として著作権の対象となっており，
ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されてい
ます。

当ホームページの内容の全部又は一部については，私
的使用又は引用等著作権法上認められた行為として，適

宜の方法により出所を明示することにより，引用・転載複
製を行うことが出来ます。ただし，「無断転載を禁じます」
等の注記があるものについては，それに従ってください。」

との記載がある。 16

企業等での内部的な複製等が許容されるべき
場合①

企業等の団体内部での複製等が認められるべき場合が
あるとすれば、どういう場合か

 使用の目的

 既に（当該部署等で）購入した書籍等であること

 複製等の割合

 部数

 代替手段の有無、集中管理がワークしているか

 著作物の性質、提供態様（ウェブ等で無償で提供され
ているものか、公的に提供されているものかどうか）

17

企業等での内部的な複製等が許容されるべき
場合②

どのような理屈で認めるべきか

 ・30条の（類推）適用（田村説）

 ・「個人的」な使用と評価（島並説）

⇒ 違いはあるか。どちらが適切か。

 ・その他

18

 

 

個人事業主・職業専門人との関係

 職業・事業に結びつく場合、どこまで許されると考える
べきか

→ 「直接的」でなければよいのか

 学者が論文を書くために他の学者の論文のコピーをと
ることはどうか。

 産学共同プロジェクトで大学教員が報告書執筆のため
にコピーをとることはどうか。

 企業の研究所に所属する研究者が論文を書くためにコ
ピーをとることはどうか。その目的が新薬開発のためで
あればどうか。

19

平成２４年改正によって変わる点があるか？-
３０条の３

 （検討の過程における利用）

 第三十条の三 著作権者の許諾を得て、又は第六十七

条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の
規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、
これらの利用についての検討の過程（当該許諾を得、
又は当該裁定を受ける過程を含む。）における利用に
供することを目的とする場合には、その必要と認められ

る限度において、当該著作物を利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用
の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することと

なる場合は、この限りでない。

20

平成２４年改正によって変わる点があるか？-
３０条の３

 結果として許諾を得ることは必要でないが、「許諾を得

て利用しようとする者」であることは必要

⇒ 許諾を得る目的が当初からないときは該当しな
い。

 商品やサービスの購入を検討する過程において、当該
商品やサービスに関する説明書・パンフレット等を複製

等することに準用ないし類推できるか。

21

平成２４年改正によって変わる点があるか？-
３０条の４

（技術の開発又は実用化のための試験の用に供するた

めの利用）

 第三十条の四 公表された著作物は、著作物の録音、
録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のた
めの試験の用に供する場合には、その必要と認められ
る限度において、利用することができる。

22
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第２回 批評、コメント、笑い 
：米国著作権法におけるフェアユースとユーモア 

 
講演者：ジェーン・ギンズバーグ（コロンビア大学教授） 

コメント：駒田 泰土（上智大学教授） 

司会：小川 明子（早稲田大学助手） 
 

 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 批評、コメント、笑い：米国著作権法におけるフ

ェアユースとユーモア（Jane Ginsburg） 

１．フェアユースの概要 

２．フェアユースの四要素 

３．フェアユース判例 

Ⅲ コメント（駒田 泰土） 

１．日本におけるパロディ 

２．パロディモンタージュ事件 

３．ターゲット型パロディ及びウェポン型パロディ 

Ⅳ 質疑応答 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

高林： 第 2回 JASRAC公開講座でご講演いただくジェ

ーン・ギンズバーグ先生をご紹介したいと思います。 

 第 2回はフェアユースとユーモアということで、主として

パロディをテーマにしてアメリカの連邦著作権法とそこか

ら導かれる判例法等々を紹介していただくだけではなく、

具体的に色々な場面というものが登場するということです

から、そのようなお話を示していただきながら、ご講演を

していただきたいということです。前半逐次通訳で一時

間程度お話しいただき、次に駒田先生から日本における

パロディについてのお話をしていただきまして、その後

小川先生の司会の下、ギンズバーグ先生と駒田先生との

議論が出来ればと思っております。 

小川： それでは第2回のJASRAC連続公開講座を始め

させていただきたいと思います。ジェーン・ギンズバーグ

先生は皆さん既に大変よくご存じである、著名な著作権

法の先生でいらっしゃるのですけれども、本日は遥々ニ

ューヨークからお出でいただきまして、これからパロディ、

批評、コメント、笑い、フェアユースとユーモアというテー

マでご講演いただくことになります。 

 それでは先生、どうかよろしくお願いいたします。 

ジェーン： 皆さんありがとうございます。後ろの方も見え

ますでしょうか。真ん中に座りますとスクリーンが見え難

いと思いますのでこちらの方で話させていただきます。 

 6 年前ですけれども、ちょっと内容が異なっておりまし

たけれども早稲田大学に参りました。そしてそれからも早

6 年が経ってしまった状況でございます。前回の会議は、

国際私法というものでありました。 

 今回のトピックは、フェアユースとユーモアということで

ございまして、前回の国際私法と比べますと、今回はそ

れほど固いトピックではないと思います。 

Criticism, Commentary and Just for 
Laughs: Fair Use and Humor in US 

Copyright Law

Jane C. Ginsburg

Columbia University School of Law

 

Ⅱ 批評、コメント、笑い 

：米国著作権法におけるフェアユースとユーモア 

 

１．フェアユースの概要 

ジェーン： このフェアユースという問題が実際に日本の

法律に採用されるという状況を考えますと、これは私にと

りましても大変興味深い点です。国際的に見ましてもこの

フェアユースというものには大変関心が高まっておりまし

て、色々な国々でフェアユースを擁護する活動が行われ

圧力が掛かっています。それによってフェアユースをそ

れぞれの国でも採用するということが検討されております。

いわゆる制限規定を置くというような形と比べまして、フェ

アユースは非常に柔軟性に富んでいるという長所があり

ます。しかし、フェアユースの短所と致しましては、予見

が中々難しいということがあります。 

 フェアユースは、アメリカ合衆国におきましては、著作

権法の一部ということではなく、裁判官が作り上げたもの

であります。100 年に及ぶ、判例法というのがアメリカに

は存在しており、1976 年のアメリカ合衆国著作権法の改

定以前から、フェアユースの抗弁に対して、一貫したいく

つかの要素を適用するということを裁判所が決めており

ます。 

§ 107 . Limitations on exclusive rights: 
Fair use

• Notwithstanding the provisions of sections 106
and 106A, the fair use of a copyrighted work, 
including such use by reproduction in copies or 
phonorecords or by any other means specified by 
that section, for purposes such as criticism, 
comment, news reporting, teaching (including 
multiple copies for classroom use), scholarship, 
or research, is not an infringement of copyright. 
In determining whether the use made of a work 
in any particular case is a fair use the factors to be 
considered shall include—
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 1976 年にアメリカの議会が、大幅に著作権法の改正を

行い、100 年に及びます判例法を、その中に法律として

取り込んでいきました。フェアユースに関しましては、お

手元の資料の 107条をご覧ください。 

 107条では、まず前文で、フェアユースの使用に関する

要素について規定しています。前文には、どのようなも

のがフェアユースとみなされるかという一連の種類が書

いてあります。フェアユースか否かを判断する際の検討

すべき事柄となっているのですけれども、これはいくつ

かの国で採用されているような限定列挙という形、つまり

こうであればそれが自動的に認められるということになっ

ているものではありません。一例を挙げれば、被告がそ

の裁判において、このようなコピーをした理由が学術的

な理由あるいは研究だというだけでは不十分なのです。 

 ですからこの前文の所に書いてあります、一連のどうい

った行為がフェアユースとみなされるかということは、今

まで伝統的に考えられていた利用ということになる訳で

す。例えば被告のある行為がこのリストの中に含まれて

いないということであれば、それが自動的にフェアユース

とならないということでもありませんし、被告の行為がこの

リストの中に列挙されていなかったとしても、そのフェア

ユースは認められないということにはならない訳です。と

いうことで、107 条の終わりの方に「著作物の使用がフェ

アユースとなるか否かを判断する場合の考慮すべき要素

は、以下のものを含む」となっております。 

 

２．フェアユースの四要素 

ジェーン： 107条の次の部分、即ち実際のフェアユース

の要素においては、前文に示されておりますように、特

定のケースごとに評価を行っていく訳であり、その際に

は様々な要素、事実というものが重要になってきます。 

 こういったアプローチを採る長所というのは、裁判所が

色々な状況を念頭に置き、そこから出てくる判断というも

のは公平で正義のあるものであるということになるというと

ころです。しかし、フェアユースというのは非常に事実を

重視しますので、一つの判例を見て、それが次の判例の

指針となるということはあり得ません。 

 ただしパロディに関しては、フェアユースの指針という

Fair use Factors

• (1) the purpose and character of the use, including 
whether such use is of a commercial nature or is for 
nonprofit educational purposes;

• (2) the nature of the copyrighted work;

• (3) the amount and substantiality of the portion used 
in relation to the copyrighted work as a whole; and

• (4) the effect of the use upon the potential market for 
or value of the copyrighted work.

• The fact that a work is unpublished shall not itself bar a 
finding of fair use if such finding is made upon 
consideration of all the above factors.

ものが存在しております。その理由はこの前文をご覧い

ただきますと、自動的にフェアユースとはならないけれど

も、伝統的な行為の一つとしての批評や論評の中に、パ

ロディも含まれていることが分かります。しかしながら、特

定のパロディの事案ごとにそれぞれ 4 つのフェアユース

の要素を見て判断をしなければいけないということです。 

 画面で紹介した通り、お手元の資料にこのフェアユー

スの要素が 4つ掲げられております。4つの要素一つ一

つについて説明するよりも、むしろその文脈の中で理解

していただきたいと思いますので、最高裁が判決を下し

た最初のパロディのケースを見てみたいと思います。 

Campbell v Acuff-Rose Music (S.Ct. 
1994)

“[P]arody has an obvious claim to 
transformative value, as Acuff–Rose itself does 
not deny. Like less ostensibly humorous forms of 
criticism, it can provide social benefit, by 
shedding light on an earlier work, and, in the 
process, creating a new one. We thus line up 
with the courts that have held that parody, like 
other comment or criticism, may claim fair use 
under § 107.”

 1994年の Campbell対 Acuff-Rose1というケースですけ

れども、それは音楽のパロディに関わるものであります。

これは、非常によく知られた「プリティ・ウーマン」という曲

ですけれども、リチャード・ギアとジュリア・ロバーツが出

演致しました「プリティ・ウーマン」という著名な映画のサ

ウンドトラックとして使われたものであります。この歌はこ

の映画の中で使われており、この映画自体が非常にロマ

ンチックな映画だったのですが、しかし売春という行為を

婉曲に表現していたと言うことも出来ます。 

 この曲のパロディは、2 Live Crewというラップ音楽のグ

ループによって作られました。音楽の部分は活用し、歌

詞の部分を変えております。このラップグループが作っ

たパロディの音楽の場合におきましては、売春行為がロ

マンチックなものでも魅力的でもないという観点から作ら

れていたと言っても良いでしょう。 

 プリティ・ウーマンの音楽出版者は、このラップのパロ

ディの実演家及びその著作者に対しまして訴訟を提起し

た訳であります。被告側のラップ音楽関係者はフェアユ

ースという抗弁を使って争いました。 

 下級審におきましては、このパロディはフェアユースだ

と致しましたけれども、最高裁ではそのような判決は下し

ておりません。最高裁は、フェアユースの抗弁の範囲に、

パロディが、批評をする、論評をするという目的で含まれ

るということを、初めて言及した訳であります。判決の部

分は以下の通りです。 

 パロディの事案における 1つの問題は、被告の作品が 

                                                                 
1 Campbell v Acuff-Rose Music (S.Ct. 1994) 
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Parody v Satire?

“Parody needs to mimic an original to make its 
point, and so has some claim to use the creation 
of its victim’s (or collective victims’) imagination, 
whereas satire can stand on its own two feet 
and so requires justification for the very act of 
borrowing.”

原告の作品を笑いものにするとか、貶めるということなの

か、それとも、他のものを笑いの対象にしているのか、そ

ういった区別をするのは中々難しい場合があるということ

です。 

 実際、最高裁はその状況を区別致しまして、そのパロ

ディが、原作品であります著作物を笑いものとするもので

あるのに対し、原作者の作品を使うことによって他のもの

に対して笑いをもたらすといったものはパロディではなく

て風刺であると区別致しました。 

 このようにパロディと風刺は違うのだと区別をすることに

よって、その後の裁判所に依ります 4 つのフェアユース

の要件に関する分析状況が変わって参りました。 

Factor 1

“The threshold question when fair use is raised 
in defense of parody is whether a parodic
character may reasonably be perceived. 
Whether, going beyond that, parody is in good 
taste or bad does not and should not matter to 
fair use.“
But: “Parody needs to mimic an original to make its 
point, and so has some claim to use the creation of its 
victim’s (or collective victims’) imagination, whereas 
satire can stand on its own two feet and so requires 
justification for the very act of borrowing.”

 まず第1の要素というのは、使用の目的でありますけれ

ども、その目的がその対象物を笑いものにするということ

であるならば、それは被告に有利だということです。最高

裁は、その中で、この被告がその原作品を笑いものにす

る方法の認識に注意を払っており、どのようなやり方で行

ったかが問題であり、著作物そのものの趣味が良いかど

うかということは無関係であるとしております。これは実践

的な意味からも非常に重要な点であって、何故かと言い

ますと、アメリカにおきましては、多くの場合パロディが悪

趣味である場合があるからです。パロディというのは、批

判、批評をするという目的がある訳なのですけれども、そ

の批判や批評をしているといった目的であるならば、そ

れこそパロディであるということ。そして被告は、2 Live 

Crewの場合も同様ですが、レコードを売って利益を上げ

るといった商業上の目的で行ったとしても、被告に有利

になるということです。第 1 の要素に関しまして、裁判所

は、その商業的理由にも言及していますが、商業的理由

だけでは被告には有利にならないということです。 

 第 2番目の要素ですけれども、裁判所はこれについて

はあまり取り上げません。第2の要素は、著作権のある著

作物の性質ということでありますけれども、ここではその

作品が娯楽用なのか、それとも事実関係に関わるものな

のかということです。中々この点は難しいのですけれども、

つまり、その著作物が娯楽用でということであるならば、

フェアユースが有利に働くという可能性はあまり無いとい

うことです。 

 パロディの場合におきましては、先程のプリティ・ウーマ

ンの歌のように、またその他の例でもこれからお示ししま

すように、その対象は娯楽であります。ですから2番目の

要素というのはあまり重要性が無いということであります。 

Factor 3

“ Parody’s humor, or in any event its comment, 
necessarily springs from recognizable allusion to 
its object through distorted imitation. Its art lies 
in the tension between a known original and its 
parodic twin. When parody takes aim at a 
particular original work, the parody must be 
able to “conjure up” at least enough of that 
original to make the object of its critical wit 
recognizable.”

 3 番目の要素というのは著作権のある著作物全体の場

合における使用された部分の量と実質性ということです

が、パロディの場合には少々評価が異なっております。 

 第 3の要素でしばしば聞かれるのは、実際にその著作

物に対して何らかの主張をする、あるいは何らかの目的

を果たすために、その原作品から必要以上にコピーをし

たかどうかという点が重要となってきます。 

 しかし、パロディという場合には、あるものを取り上げて、

冷やかすとかバカにするとかいうことです。最高裁を含

む裁判所の判決においても、その作品の核心の部分を

使って、そして何が実際そこで冷やかされているのかと

いうことを明確にすることは認められるとされております。 

 ですから、ここではやはりパロディと風刺との違いという

ものが重要になって参ります。もし、実際に原作品を笑い

ものにするためにコピーをするのならば、かなりの部分

は認められるけれども、そうではなくて、他のものを批判

するためであるということであるならば、パロディ、特に、

そのためにコピーすることは認められないということにな

ります。 

 しかしながら、パロディと風刺を区別して使うことの峻別

に関しては、裁判所はそれほど成功していないように思

われます。裁判所はしばしば、パロディと同じように風刺
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の場合にも出来る限り多くの部分が使われるということも

認めているということです。 

 要素の中で最も重要なのが4番目の要素でありまして、

これは経済的な影響、実際に原作品の市場に影響が及

んでいるかどうかです。 

Factor 4

[W]hen . . . the second use is transformative, 
market substitution is at least less certain, and 
market harm may not be so readily inferred. 
Indeed, as to parody pure and simple, it is more 
likely that the new work will not affect the 
market for the original in a way cognizable 
under this factor, that is, by acting as a 
substitute for it (“supersed[ing] [its] objects”). 

 裁判所は、第 4 番目の要素を考えるに当たり、被告の

作品が原告の全作品の代替物となっているかどうか、言

わば、被告の作品が出てきたことにより、市場はより多く

の被告の商品を原告の原作品よりも扱うのかどうかという

ことを検討します。 

 パロディの場合におきましては、消費者は原作品の代

わりにパロディを買うという可能性は少ない訳です。両方

買うということは考えられますけれども。ですから、パロデ

ィは、原作品の代替物になっていないということです。 

Factor 4, continued

“This distinction between potentially remediable 
displacement and unremediable disparagement is 
reflected in the rule that there is no protectible
derivative market for criticism. The market for 
potential derivative uses includes only those that 
creators of original works would in general develop 
or license others to develop. Yet the unlikelihood 
that creators of imaginative works will license 
critical reviews or lampoons of their own 
productions removes such uses from the very 
notion of a potential licensing market.” 

 今第 4 の要素、経済的な影響のご説明を致しましたけ

れども、ここには非常に重要な原則がありまして、それは

こちらの方に書いてあります。特に重要な部分は、批評

のための二次的な市場として保護されるものは無いとい

うことであります。即ち、その著作権者が批判をさせなか

ったり、あるいはそういった批判する市場をコントロール

したりするということがあってはならないということです。 

 ですから、パロディに関してはライセンスが供与された

ということで、許諾をして代替物が出てくる可能性もありま

す。ハリー・ポッターの場合には、その後も色々な続編が

出てきている訳ですけれども、その中には、著作者が自

ら書いたもの、それから実際にライセンスを供与したもの

もあります。経済的な面から言えば、J.K.ローリングスが

ハリー・ポッターのライセンスをする可能性は非常に少な

いと考えることが出来ると思います。もしハリー・ポッター

の作者がライセンスをしたとしても、一体誰にそのライセ

ンスを与えるのか、誰にパロディを書かせても良い、誰な

らダメという決定権を与えるべきではないと考えられてい

る訳であります。即ちこれは言論の自由ということであり、

ハリー・ポッターの作品に関しては、誰でもパロディを作

成することが出来る、即ちそれはフェアユースの範疇で

ある限りにおいて、パロディは認められるべきであるとい

うことです。 

 

３．フェアユース判例 

ジェーン： ここまで、フェアユースの一般論ということで

お話をさせていただきましたけれども、最高裁によるプリ

ティ・ウーマンの判決を受けまして、それ以降に出てきた

パロディに関する判例などを、見て行きたいと思います。 

Parody-Fair Use cases in lower US 
Courts

• Mattel Inc. v. Pitt, 229 F.Supp.2d 315 (S.D.N.Y. 2002)

• Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions, 353 F.3d 
792 (9th Cir. 2003)

• Leibovitz v. Paramount Pictures Corp., 137 F.3d 109 (2d 
Cir. 1996)

• World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Big 
Dog Holdings, Inc., 280 F. Supp. 2d 413 (W.D. Pa. 2003)

 これらの判例は、順に写真をお見せしながら、話を進

めて行きたいと思います。 

 まず、これはマテル対ピット2というものでありまして、マ

テル社というのは非常に有名なバービーという人形を作

っている会社です。 

 こちらの、向かって右側の画像をよくご覧になれるでし

ょうか。左側は純粋な、本物のバービーです。このイメー

ジからもご覧いただけますように左のバービーというの

                                                                 
2 Mattel Inc. v. Pitt, 229 F.Supp.2d 315 (S.D.N.Y.2002) 



第２回 批評、コメント、笑い：米国著作権法におけるフェアユースとユーモア 

- 205 - 

はアメリカの女性の理想を表しています。右側の方は被

告の作品、所謂ダンジョン・ドールと言われているもので

す。よくご存知でない方のために説明したいと思います

けれども、ダンジョン・ドールというのは、イギリスのアー

ティストのスーザン・ピットが作成した物でありまして、バ

ービーの頭部の部分を使っています。そして、体の部分

ですが、これはバービーかもしれないし、バービーに非

常に似たような体の部分がありますけれども、そこに先程

の頭部の部分を付けた物です。しかしながらダンジョン・

ドールの場合におきましては、その衣装がバービーと異

なり、様々なサドマゾ系の付属物が付けられています。

後の方のスライドは、ダンジョン・ドールの中でも最もまと

もな、一応趣味が良いと何とか言えるような物で、それ以

外の物は本当にこういった公共の場所で見せるには不

適切な物です。マテルは大変怒って、この英国人のアー

ティストを訴えました。 

 このパロディ作品は、実際に、原作品を変容させている

のかどうかということが問題となりました。そこで、裁判所

は、明らかにこれはバービー人形をトランスフォーム、改

変していると述べました。もし被告が、このバービーに、

チアリーダーのような衣装を着せたならば、マテルという

会社からは出ていないけれども、状況は違っていただろ

うと言われています。裁判所の知る限りにおいて、マテル

の商品ガイドの中にはサドマゾ系の物はないことから、こ

れは健全なバービーのイメージとは違う物であり、小さな

少女達はバービーを買う代わりにダンジョン・ドールは買

わないであろうということです。ファッションというのはし

ばしばパロディ作品を作る人達のターゲットになりがちな

のですけれども。 

 次の例をご覧ください。一連の写真は、フード・チェー

ン・バービーと言われている写真でありまして、トーマス・

フォートサイスという写真家の作品です。この場合は、先

程のダンジョン・ドールのケースとは異なりまして、バー

ビーは衣服を全く身に着けていません。そして色々な台

所用品と共に、バービーを並べて撮ったものです。マテ

ルはここでも訴えましたけれども敗訴しました。3 

 被告は、これらの写真はバービーのパロディであると

いうこと、バービーというのは米国の社会を反映させるも

のであるということ、そしてこのバービーを使うことによっ

て広いアメリカ社会というものを批判して、冷やかしてい

ると言った訳でありまして、これはパロディであり風刺で

はないとした訳であります。つまり、このバービーというも

のが米国社会の価値観を反映しているので、そこに的を

当てて批判をしたということを言っています。裁判所は、

被告の言い分を認めました。 

 マテル側の主張は、もしこの被告がアメリカ社会を批判

するためにバービーを使いたいというのであるならば、

バービーの全身を使う必要はなかったのではないかとい 

                                                                 
3 Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods. No. CV-99-08543 (C.D. Cal. Aug. 22, 

2001), aff’d, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003) 

うことです。これには、第 3 の要素が関わって参ります。

即ち使われた量とその実質性です。 

 マテルの主張した、フォーサイスはバービーのもう少し

少ない部分を使用することも可能であったはずだというこ

とに対しては、裁判所、全くそれには実現性がなく、そう

することにより、意味のない理不尽な結果になってしまっ

たかもしれないと言っております。 

 一般に、パロディは原作物の必要最低限を使うというこ

とを言っています。しかし、現在では、パロディを目的と

する場合、どの程度まで原作品を利用しても良いかとい

う閾値（しきいち）については、特にこういったビジュアル

の場合、裁判所は非常に寛大であって、この場合には全

身を使うことを許しています。 

 第 4 の要素と致しましては市場への影響ですが、最高

裁としてはパロディの市場というのは存在しないとしてい

ます。これは言論の自由という理由のために、そのように

言えると思っています。フード・チェーン・バービーの事

案に関しまして、第九巡回裁判所は、バービーを使って

どのような芸術作品を作って良いかということに関して、

マテル社が完全にコントロールをするということは公共の

利益にならないとしています。 

 この事案では、バービーの批評というのはパロディであ

り、また同時に風刺であるとみなされました。何故かと言

うとバービー自体を冷やかしている、それと同時にアメリ

カの社会自体もバービーを使って冷やかしているという

ことであります。 
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 次の事例4ですけれども、それはパロディの質という問

題に関しましてはあまり明確ではありませんでした。これ

は非常に有名な雑誌の表紙です。これはセレブの写真

を撮ることで知られるアニー・リーボヴィッツが撮ったデ

ミ・ムーアの写真です。妊娠した体に誇りを持った様子を

表しています。  

 被告の作品はこちらです。この写真は映画の広告です。

映画の題名は『裸の銃を持つ男 33 1/3 最後の侮辱』と

いうものです。この『裸の銃シリーズ』は、警察のアクショ

ンスリラーのパロディで、デミ・ムーアとは関係がありませ

ん。写真家のリーボヴィッツとも一切関係がありませんし、

ファッションの雑誌ともありません。リーボヴィッツの写真

があまりにも有名だったので、被告映画作品の監督のプ

ロデューサーは、主演男優のレスリー・ニールセンの頭

をデミ・ムーアの体につけたら面白いのではないかと思

いました。 

 しかしながら、実際に体の部分はデミ・ムーアの体では

なく、妊娠していた別のモデルの写真です。このプロデ

ューサーはデミ・ムーアの写真をコピーしたのではなくて、

デミ・ムーアに似たモデルを見つけてきて、そして同じよ

うなポーズをとらせ、同じような照明を当てて、元の写真

の詳細まで再現しました。直接複製したという訳ではあり

ません。実際に実物を使ってはいないのですけれども、

しかし、そのイメージを再現したということは、フェアユー

スでない限り、複製権の侵害となってしまいます。 

                                                                 
4 Leibovitz v. Paramount Pictures Corp., 137 F.3d 109 (2d Cir. 1998) 

 裁判所は、これは広告であり、商業用への流用ではあ

るけれどもフェアユースであるという見解を出しました。こ

こで、何故パロディなのかということはあまり明確ではな

かったにもかかわらず、パロディとしてのフェアユースで

あると説明されました。そしてその理由は、この映画はデ

ミ・ムーアと一切関係がないけれども、これは、原作品の

写真があまりにも気取っているので、それに対するパロ

ディであるとした訳です。あまり説得力はないかもしれま

せん。経済的な実害はありませんでした。裁判所は、言

わば「面白いからフェアユースである」とした訳です。 

 裁判所がこういった判決を下した理由は、元作品のイメ

ージは、アメリカの一つの文化的なアイコンになってい

たからです。この『裸の銃を持つ男』のケース以降、実際

に、リーボヴィッツという写真家の作品は、多くのパロディ

の対象となっています。厳密な意味でのパロディではな

いかもしれませんけれども、色んな場面でユーモラスな

作品となって使用されています。 

 例えばこれです。『The sensational she-Hulk』という漫画

の表紙です。妊娠をしていなくて、ビーチボールを持っ

ています。しかし、同じイメージ、同じプレゼンテーション

の仕方をコピーしています。そこで尋ねるべき合理的な

質問と致しましては、かなりの量の部分をコピーした場合

に著作権の侵害となり得るのかどうかということであります

けれども、この件に関しましては、訴訟は起こされません

でした。しかし、フェアユースとなる可能性は高いと思い

ます。 
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 こちらはどうでしょう。公共の利益ということで使われた

ようなのですけれども。若い男性がビールを飲み過ぎな

いようにというものです。そうなると、尋ねるべきは、これ

は十分な量を模倣しているかどうか、そしてそれによって

著作権の侵害となるかどうかという質問です。それは、そ

こに参照する対象があって、参照する対象を知らなけれ

ば、勿論面白くも何ともない訳です。十分な量がここで利

用されているかどうかということに関しては、ボーダーライ

ンケースであると言わざるを得ないと思います。 

 これがフェアユースかどうかという点ですが、リーボヴィ

ッツの元々の写真と言うのは所謂「ハイアート」と言われ

るようなものかもしれませんけれども、それを冷やかす意

味でもう少し低いイメージの、このようなビールを飲みす

ぎないようにというような広告に使われる訳です。 

 最後の案件は、ビッグドッグと言われております犬を使

ったＴシャツのケースです5。ビッグドッグ社は、有名人を

犬に変えてＴシャツにしています。実際の事件の場合に

は『スパイダーマン』が係ってはいませんでした。『スパイ

ダーマン』が訴えたのではなくて、ワールド・レスリング・

フェデレーション（WWF）が訴えました。ワールド・レスリ

ング・フェデレーションは、レスリングの色々な試合をスポ

ンサーする会社なのですが、そこではレスラーが様々な

衣装に身を包んで、特定のキャラクターを作り出していま

す。つまり、ビッグドッグ社は、実際のレスラーの顔の代

わりに、セントバーナード犬の顔を使って、キャラを作っ

た訳です。これはパロディであると言えることになり、フェ

アユースも認められました。 

 しかし、ビッグドッグ社が実際にワールド・レスリング・フ

ェデレーションを冷やかしていたのかどうかという面はあ

まりハッキリしませんし、少なくとも私の目から見れば、

元々このワールド・レスリング・フェデレーションというもの

自体がパロディのようなものであって、かなり理不尽な団

体なので、パロディのパロディということになります。 

 ビッグドッグ社はこういったＴシャツを売りますので商業

性があるということです。これは、パロディであるかそれ

から風刺であるかということもハッキリしないけれども、内

                                                                 
5 WORLD WRESTLING FEDERATION ENTERTAINMENT, INC. v. BIG 

DOG HOLDINGS, INC.  280 F.Supp.2d 413 (2003) 

容自体は面白い、冷やかしであるということで、またワー

ルド・レスリング・フェデレーションは商業用にこれを作っ

ていたにもかかわらず、裁判所はフェアユースを認めま

した。また、最高裁は、下級裁が完全に従っていないの

ではないかという点に言及しております。これはフェアユ

ースの難しい点でもありまして、非常に抽象的な面で語

っている場合は良いのですけれども、実際のそれぞれ

のケースを当てはめた場合には、かなりカオスな状態、

混沌とした状態になるということです。 

 それではこれからいくつかのイメージをお見せしたいと

思います。それぞれについて、わたし自身の見解は述

べませんけれども、皆さん方でこれはフェアユースかどう

かを考えていっていただければと思います。 

What do you think?

 まず、これは、アメリカ人で非常に有名な画家ノーマン・

ロックウェルとスパイダーマンが、スーパーインポーズさ

れています。これは批評なのか、論評なのか、それとも

何らかのパロディなのか。 

 次に、これは非常に有名な画家のグラント・ウッドにより

ます『アメリカン・ゴシック』という絵なのですけれども、右

側には夫の代わりにグリーン・ゴブリンが立っています。

色々なパロディという意味におきましてはこのグラント・ウ

ッドの絵画、それからリーボヴィッツの写真は、本当にパ

ロディの対象としてかなり人気があります。 

 続けて、バービーとケンです。グラント・ウッドのカップ

ルのパロディとしてのバービーとケンですね。 

 さらに、グラント・ウッドのカップルの代わりにカエルの 
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カーミットとブタのミスピギーです。 

 これら全ては、実際にこれらが著作権を有している原告

となり得るところが非常に多いということです。まず、この

グラント・ウッドの著作権の保護という点もありますし、ある

いはカエルのカーミットとミスピギーの著作権、商標権を

持っておりますヘンセン・アソシエーションというのもあり

ますので。このような事例の多くは著作権の事案のみな

らず、商標の事案でもあり得るということであります。 

 さて、これはゴッホの『星月夜』の作品ですけれども、バ

ットマンがついています。 

 そして、これは皆様方もよくご存じのスーパーマリオで

す。その他色々な漫画のキャラが、元はジョルジュ・スー

ラの作品であります『グランド・ジャット島の日曜日の午

後』というものを借りて作られております。 

 スーラは最早パブリック・ドメインに入っておりますけれ

ども、スーパーマリオその他の漫画キャラはそうではあり

ません。これはスーパーマリオを批判したり冷やかしたり

しているのでしょうか。それとも漫画自体の持つ意味に対

しての批判とか論評をしているのでしょうか。 

 最後に、これはレンブラントの『テュルプ博士の解剖学

講座』という作品なのですけれども。テュルプ博士の代わ

りにダースベイダーが解剖をしています。 

 このパロディが何なのかを皆様方で考えていただきた

いと思います。どうもご清聴ありがとうございました。 

 

Ⅲ コメント 

 

小川： ギンズバーグ先生、ありがとうございました。 
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 それでは続きましてコメントの方を駒田先生にお願いし

たいと思います。 

For a small discussion…

Yasuto KOMADA

Sophia Univ.

 

１．日本におけるパロディ 

駒田： 我が国は昔から、沢山の和歌という短い詩が作ら

れてきました。そして、同時に、昔の和歌のパロディを作

るということも伝統的に行われてきました。 

• We have a long tradition of adaptation of 

famous poems (waka)

 例えば、これは小倉百人一首というアンソロジーの中に

入っている１つの和歌であります。『ほととぎす 鳴きつる

方を ながむれば ただ有明の 月ぞ残れる』という、非

常に詩的な歌でございます。 

• “Cuckoo's voice resounding still in my ears. 

Inviting my eyes to its certain presence at 

dawn, What did I find but a moon left alone 

in the sky?”
• (A waka from the “Ogura Anthology of One Hundred Waka” 

published in 13th century)

 それに対して、これは江戸時代に作られた狂歌であり

ます。『ほととぎす なきつる方を ながむれば ただあき

れたる つらぞ残れる』と、こういう狂歌であります。 

• “Cuckoo's voice resounding still in my ears. 

Inviting my eyes to its certain presence at 

dawn, What did I find but your face getting 

impatient at its loud voice?”
• (A kyo-ka published in the Edo period)

 ホトトギスが朝早く鳴いていて、ある人にとっては詩的

だけれども、ある人にとってはただうるさい、眠れないと

いうことを表現しているものです。いずれも著作権法が制

定される前に創作された物でございます。我が国でも近

代になって著作権法が制定されますが、我が国の著作

権法にはパロディに関する規定は入りませんでした。 

 では、日本には全然パロディ的なものが無いのかという

とそうではなくて、我が国ではアイデアと表現二分法とい

うのがかなり厳格に守られておりますので、既存の著作

物のアイデアの部分だけを借用して何かを風刺するとい

うことはかなりやられています。 

“Abarenbo Shogun”

A video drama broadcas t by TV Asahi

“Abarenbo Shogun-sama”

General the late Kim Jong-il

 これはテレビの時代劇に登場する、江戸時代の勇まし

い将軍様の写真です。これをモチーフにしたこんな写真

がインターネット上で有志によって作成されております。

片方は「暴れん坊将軍」で、こっちは「暴れん坊将軍様」

と書いてあります。「暴れん坊」という言葉はですね、日本

語では 2 つ、強い意味と弱い意味がありまして。こちらの

本当の将軍様の方はですね、勇敢とかブレイブとかワイ

ルドとかそういう意味だと思いますが、こちらはですね、

バイオレントというかブルータルというか、そういう意味で

の「暴れん坊」です。これは、ドラマのカットのモチーフを

利用しただけなので、アイデアの利用ということでセーフ

になるのではないかと私は思っています。おそらくコラー

ジュなので、写真の著作権は別途問題になるかもしれま

せんが、他方、パロディ作品が既存の著作物の創作的表

現を間違いなく利用していて、最早アイデアの利用とは
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言えないものになってきますと、著作権法における位置

付けというのはとても微妙なものになります。 

 

２．パロディモンタージュ事件 

駒田： 例えばこういう事件がございました。今写っている

のは、原告の写真家が撮影した写真でございます。これ

は、保険会社のカレンダーに使われました。こちらは被

告の作ったモンタージュ作品でありまして、被告は自動

車事故による災害保険を扱っている会社のカレンダーに

掲載された原告写真を素材とすることによって、自動車

公害の現状を風刺して、同時に自動車関連企業の姿勢

に対する割り切れない感情を表現しようとしたと主張しま

した。 

Photo-montage case
Supreme Court, March 28, 1980

Tokyo High Court, May 19,1976

Plaintiff’s photograph used in a calendar

Photo-montage case
Supreme Court, March 28, 1980

Tokyo High Court, May 19,1976

Defendant’s photo-montage published in 

a weekly magazine

 東京高裁は、被告の作品は適法引用の一形態であると

言えるとして、著作権の侵害を否定しています。正にこれ

は原告写真を正当な範囲で利用したパロディ作品と言え

るので、著作者人格権を侵害しないという大胆な判決を

言い渡しました。しかし最高裁は被告による原告の著作

者人格権に対する侵害を認めまして、また適法な引用と

みることはできないと判断しました。日本の著作権法学者

の多くは、最高裁判決に賛成しています。 

 昔の判決なので、その当時に論評された学者に限定

すべきなのかもしれませんが、その当時の先生方の多く

は最高裁判決に賛成しておられます。何故かと言います

と、仮にパロディを許容すべきだとしても、この被告作品

は本当の意味ではパロディとは言えないと指摘する人が

多いのですね。その理由として第一に、原告の写真は多

くの人に知られていなかったので、ごく少数の人しか被

告作品を通して原告写真を想起しないであろうということ。

第二に、被告がしたかったことをするために原告の写真

を利用する必然性がないということが挙げられています。

原告の写真を批判したいのではなくて、単に自動車公害

に悩む現代社会を批判したいのなら自分で雪山の写真

を撮ってくればいいと言うのですね。 

つまりアメリカの考え方でいうと、パロディではなくてサ

タイア（satire）であるということになるかと思います。 

 

３．ターゲット型パロディ及びウェポン型パロディ 

駒田： 日本で最近法改正がされまして、小さいフェアユ

ースの規定が入りました。ただそれはパロディをカバー

しませんので、続いてパロディに関する法改正をしようか

という動きもあるのですけれども、その際の議論として、

日本では既存の著作物自体をターゲットとするターゲット

（target）型パロディ、それから既存の著作物を手段として

何かを批判するウェポン（weapon）型パロディという言い

方が流行しています。法改正をするにしても、ターゲット

型の方に限定してパロディを許容すべきだという意見を

強く言われる人も居るということです。 

• Target type / Weapon type distinction, is it 

always possible?

• To establish the fair use defense for parody, 

must the plaintiff’s work be popular?

 ただ、ターゲットかウェポンかというのはそんなにハッキ

リ区別できるのか疑問だと、個人的には思っております。 

 区別が難しい場合というのもあるのではなかろうか、例

えばこのケースで言いますと、原告の写真は、現代社会

が公害に悩んでいるという真実がまるで存在しないかの

ように、擬似ユートピア的な世界を描いているとも言える

訳です。被告作品はそこを鋭く突いて、作品の世界観を

反転したと受け止めることも出来るのではないかと、私は

個人的に思っているのでございます。そのように被告作

品を捉えた場合、それはターゲット型の作品とも言えるの

ではないでしょうか。 

 

Ⅳ 質疑応答 

 

駒田： そこでギンズバーグ先生にお訊きしたいのは、ア

メリカでもパロディとサタリアの区別はあまりうまくやられ
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ていない、サクセスフル（successful）なディスティンクショ

ン（distinction）になっていないというお話がありましたけ

れども、どうしてサクセスフルじゃないのかという理由で

すね。そういう区別は厳密にやろうとしてもそもそも無理

なのだという意見があって、そういう意見が、サタイアにも

フェアユースを認めていく判例法の展開に影響したので

しょうか。そこをまずお訊きしたいと思います。 

 2 つ目に、アメリカの考え方の下では、パロディ作品が

フェアユースとして認められるために、原告作品が公衆

に広く知られている必要があるのでしょうか。つまり原告

作品を風刺していると公衆が直ちに認識できる必要があ

ると考えられているのか、お訊きしたいと思います。 

ジェーン： 駒田先生、色々事例を挙げていただきまし

てありがとうございます。まず 2 問目の質問からお答えし

たいと思います。この原告の作品が公衆に直ちに認識で

きるようなもので、最初からよく知られていたということは、

パロディにおける重要な前提条件となるかどうかというこ

とですね。純然たるパロディの場合、即ち原作品を脅か

している場合においては、公衆がその作品自体を知らな

い場合には意味が無い訳です。何故かと言いますと公

衆がそのジョークが分からないからです。実際にそのよう

な判断を下した控訴裁の判決があります。 

 ジェフ・クーンズの画像を出せますか。この例は、アプ

ロプリエイション・アーティストとしてよく知られております

ジェフ・クーンズの写真です。彼の場合には、色々な物

あるいは他の人の作品を取り上げて、別の文脈で表現す

るということを行っております。彼の展示の一例と致しまし

ては、プラスチックの箱の中に電気掃除機を入れて、そ

れを表現するということもありました。 

 著作権事件の場合、この掃除機は関係ありませんが、

この事案は、あまり著名でない写真家のアート・ロジャー

ズの写真を使ったケースであります。今からお見せしよう

としている写真なのですけれども、これは白黒の写真で、

カリフォルニア北部のカップルが膝の上に沢山の子犬を

抱いている写真です。ジェフ・クーンズという人は、この

子犬が乗っている写真の絵葉書を購入しました。 

 そしてその絵葉書をイタリアの工芸家の所に送りまして、

出来る限り似せて彫刻を作って欲しいと頼みました。オリ

ジナルの写真自体は白黒だったのですけれども、出来

上がった彫刻は非常にカラフルでした。しかしそれ以外

は元の写真とかなり似ておりました。 

著作権侵害という点については、三次元の作品を二次

元の写真から作ったということでありますけれども、これ

は、写真家の独占的な権利、翻案権を侵害するものであ

るということになりました。これがその写真です。 

 ジェフ・クーンズはこの作品がパロディであることを根拠

としてフェアユースを主張しました。パロディの説明の中

で彼自身は、この写真自体をターゲットとしたのではなく

て、このアメリカ社会の状況に対しての彼の考え方をそこ

に示したかったのだと述べております。 

 この場合はパロディではなくて風刺であるということで

す。即ち、ある他人の原作品自体を使用するということで

はなくて、そこのアーティストが伝えようとしたイメージに

対して自分の意見を伝えるということであります。 

 これは、パロディでなく、風刺のケースだった訳ですけ

れども、その主張は弱かった訳です。裁判所は、「誰もア

ート・ロジャーズの作品自体を知らない」ことから、パロデ

ィであることを否定しました。パロディがあるということ自

体を人々が理解するためには、それに関わる参照作品

があるということを想定している訳です。 

 ですから、先程のデミ・ムーアの写真に関しても、色ん

なバリエーションの写真がある訳なのですけれども、そ

の中には「ビールを飲み過ぎないように」という広告もあ

れば、その他のイメージもありましたけれども、リーボヴィ

ッツという写真家が作った作品と、それから実際に新しい

作品を見た場合、それを見た人が比較をして、そこで何

らかのメッセージを得るかということです。しかし、公衆が

原作品を知らなければそういった比較もできない訳です。

パロディであれ、風刺であれ、そのユーモアが理解され

るためには、新しい作品とそれから原作品が、並列で存

在しなければいけないということになる訳ですから、その

原作品が十分に知られていることが必要となります。 

 先程、駒田先生から、タイヤをスキーのスロープに重ね

た写真の事例がありましたけれども、そちらに戻りますと、

原作品があまりよく知られてないということであるならば、

このパロディのケース自体は、あまり説得力が無いという

ことになります。ですからこのタイヤの、それからスキー

のスロープが加えられた先程の作品の特徴から見ると、

これはパロディではなくてリミックス（remix）であると思い

ます。こういったリミックスというのは、フェアユースである

場合もあればそうでない場合もあります。そして、より議

論が起こり得るものであります。 

 もしこれがフェアユースであるという場合には、それなり

の合理性というものがなければいけない訳なのですけれ

ども、リミックスの場合におきましては、色々な作品の部

分部分を取りまとめて使っているだけであって、必ずしも

そこには、いわゆる批評とか解説とか論説みたいなもの

があるとは限りません。作品を分類するならば 3 つに分

けることが可能だと思います。1 つはパロディ、1 つは風

刺、そしてもう 1つはリミックスです。 

 先程、駒田先生がおっしゃいましたように、パロディと

風刺をしっかりと線引きするというのは難しいと思います。

実際に色々な事例を見ておりますと、中にはこういった

風刺をパロディに見せるために、ありとあらゆる正当化を

している場合が見られます。何故かというと、パロディで

あった場合の方がフェアユースを認められる可能性が高

いからです。パロディと風刺の線引きというのは中々難し

い訳でありますけれども、必ず論説的なもの、批評的なも

のが含まれているということであります。しかしながらリミッ

クスの場合にはそれは無いということです。リミックスの中
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にはパロディ的なもの、あるいは風刺的なものもあります

けれども、全てのリミックスが風刺である、あるいはパロデ

ィであるということではありません。特にこのような論説的

なもの（commentary）が含まれていない場合が多々ある

からであります。 

 リチャード・プリンスの事件をお見せしたいと思います。

この左側の写真がフランスのパトリック・カリィユという写

真家の写真です。彼はジャマイカに行きまして、特別な

宗教を信じている人達の写真を撮りました。パトリック・カ

リィユという人は特に著名な人ではないのですが、写真

ジャーナリストです。彼はその写真を載せた本を出版し

ましたが、あまり人気がなかったので廃版となりました。 

 次の写真は、リチャード・プリンスというアプロプリエー

ション・アートティストの写真です。クーンズと同じように大

変成功している写真家です。プリンスは、カリィユの写真

を見て、元の写真を取った上に色々な要素を重ねており

ます。例えばこの場合には、回りのギターとそれからブ

ルーのマスクです。 

 カリィユは、これは無断の複製であるということ、そして

翻案を行ったということで訴えた訳です。リチャード・プリ

ンスはこれをフェアユースであると主張致しました。元々

の写真に対して自分が加えた色々な要素によってこれを

トランスフォームさせた、即ち変容させたと言っていた訳

であります。しかしながらこのカリイユの写真に関しまして

は、リチャード・プリンスは、特にそこで解説とか論評をし

たつもりは無いと言っています。「それでは、あなたのメ

ッセージは一体何だったのですか。」とプリンスに尋ねた

ところ、彼は次のように答えました。ギターを持っているよ

うな手つきだったからギターを付けたと。メッセージという

のは、私にはメッセージが無いというメッセージだったと

いうことです。第一審裁判所におきましては、フェアユー

スは認められませんでした。下級審の判決においては、

その作品がトランスフォーム的である、即ち変容性がある

というためには何らかの新たな意味合いというものが加

えられていなければいけないとしました。現在このケース

は、ニューヨーク州の第 2巡回控訴裁判所に上がってお

ります。6 

リチャード・プリンスと、多くの法律の学者達は、これは

フェアユースを認めるべきであり、そしてメッセージを出

すことを正当化する必要は無いと言っています。彼はア

ーティストなので、他者の作品を使って自分が新しいも

のを作って良いはずであると主張しました。これはリミック

スのフェアユースという 1つの論点となっております。 

駒田： さて、よりアメリカのパロディの理解を深めるため

にちょっとビデオを用意してきました。そのビデオをこち

らでお見せして、果たしてこのビデオはアメリカ法の下で

パロディ、フェアユースとして認めてもらえるのかどうか、

ギンズバーグ先生のコメントをいただきたいと思います。 

 『ヒトラーとその最後の12日間』という有名な映画がござ

                                                                 
6 Cariou v. Prince, 11-1197-cv (2d Cir. April 25, 2013) 

いますが、その有名な映画の一部を使った作品というか、

パロディ的なビデオをお見せしたいと思います。 

 簡単に内容を説明しますと、SOPA法、PIPA法というの

がインターネットの自由を破壊しようとしているという、そう

いう主旨の批判をヒトラーに語らせる、そういうビデオな

のですけども。これは、アメリカ法の下でフェアユースと

認めてもらえるのかどうかについて、ギンズバーグ先生

に裁判官になったつもりでお答えいただければと思いま

す。お願いします。 

ジェーン： 先程のヒトラーの映画なのですけれども、こ

れは先程のリーボヴィッツの写真と同列のものではない

かと思います。あまりにもこれが効果的なアイコンになっ

てしまったので、ここで敢えて訴訟を起こすことの意味が

無くなっています。キム・ウーという私の同僚がしばしば

言うのですけれども、これはいわゆる寛容な利用というこ

とになるかと思います。侵害かもしれないけども、敢えて

訴訟を提起するだけの価値は無いということです。 

 そして非常に皮肉だと言わざるを得ませんけれども、こ

のようなYouTubeが非常に使われることによって、パロデ

ィ市場というものが発生し、成長しています。最高裁は、

これは存在しない市場だと言いました。しかしながら存在

します。その理由は、これは YouTube とそれから大手の

映画会社の間で合意が結ばれたからであります。第三者

が投稿したその作品を YouTube がホスティングしても構

わないということです。特にそれが映画会社のコンテンツ

であったとしてもということです。ただ、それが既存のコピ

ーであるということ、そこで変容が行われていないコピー

である場合には、その映画会社はブロックすることは要

請しないということです。このようなヒトラーのパロディがこ

こで流通することによって、YouTube が広告の信用を得

るという場合には、その広告収入をシェアしなければなら

ないということです。 

 実務面では、このような興味深いパロディやリミックスと

いった、フェアユースの問題に関して、もはや心配しなく

ても良いことなった訳でございます。何故かと言いますと、

この映画会社とそれからこのような YouTube の間に合意

が出来たので、いわゆるデリバティブな市場、二次使用

の作品市場というものが作られたからです。このような利

用が認められて、寛容に扱われ、そしてそこで利益を上

げる人も出てくるということです。 

駒田： 私はこれでおしまいにしたいと思いますが、小川

先生いかがでしょうか。 

小川： 駒田先生、ありがとうございました。ギンズバーグ

先生ありがとうございました。 

 本日ニューヨークからお出でいただきましてフェアユー

ス等について詳しく説明していただきましたギンズバー

グ先生と、コメンテーターの駒田先生に盛大な拍手をお

願いいたします。どうもありがとうございました。 

 本日は長時間に渡り、皆さんご参加いただきありがとう

ございました。 
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第３回 第一部 
 音楽著作権ビジネスの現状と課題 

 
講演者：宗像 和男（セプティマ・レイ） 

原 一博（メディアプルポ） 

司会：安藤 和宏(早稲田大学 IIIPS-Forum客員上級研究員) 
 

 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 音楽配信は音楽業界を救えるのか 

Ⅲ コンサートの作り方 ～本当にライブって儲かる

の？ 

Ⅳ 音楽著作権ビジネスの現状と課題 

Ⅴ 座談会 ～音楽業界のあり方と将来像 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

高林： それでは時間になりましたので、JASRAC連続公

開講座第 3回と銘打っていますけれども、二部構成でや

っていきますと、もう 4 回目、5 回目となると思いますが、

第3回目ということで開催させていただきます。 

 本日のスケジュールは皆さんのレジュメに書かれてい

ますけれども、全部で二部構成になっていまして、前半

は主に著作権ビジネスに関して安藤和宏先生に来てい

ただきまして進めていきます。 

 後半は3時45分からダウンロード刑罰化の問題につい

て筑波大学の平嶋先生の司会で進めてまいります。私は

最初と最後に出ておりますので後でお会いします。では

早速マイクを第一部の司会安藤和宏先生に委ねたいと

思います。 

安藤： 皆さんこんにちは、高林先生からご紹介がありま

したとおり、本日は二部構成になっております。まず第一

部は音楽著作権ビジネスの現状と課題というテーマで宗

像和男さん、原一博さんにご登壇をお願いします。 

 本日の構成ですが、私が音楽著作権ビジネスの現状と

音楽業界が直面している問題を簡単にまとめまして、そ

の後、宗像さん、原さん、私の順番で 25 分ぐらいずつプ

レゼンテーションを行います。その後、今日のシンポジウ

ムためにアーティストの方や業界からビデオコメントをも

らっていますので、それを見ながら 3 人でディスカッショ

ンを行いたいと思います。 

 お手元の音楽著作権ビジネスの現状と書かれた 1 とい

う方の資料をご覧ください。音楽ソフトで現状どのくらい

音楽業界が厳しい状況に直面しているかというデータで

すが、日本レコード協会の調べに依りますと、2011 年昨

年度の音楽ソフト全体の生産金額は約 3,000億円を下回

るという状況になっています。このデータを見ると音楽業

界の最盛期は 1998年だったということが分かります。 

 この頃、音楽業界はバブルでした。年間のレコード売

上高は 6,000 億円を超えていました。小室哲哉さんが大

活躍していた頃です。globe、TRF、安室奈美恵さん、華

原朋美さんのアルバムが 100 万枚、200 万枚、あるいは

400万枚という今では考えられないような売上げがあった

時代です。この後、レコード売上げは急激に減少してい

きます。2005 年ぐらいからデータに現れるのがビデオで

す。それから2007年ぐらいから出ているのが音楽配信で

すね。 
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 この音楽ビデオというのは、元々はプロモーションビデ

オを売ったら儲かるのではないかというので始めたもの

で、音楽業界としてもそんなに期待していませんでした。

なので、音楽業界としては現状に対してそれほど落胆し

ていないはずです。 

 それに反して、期待外れだったのが音楽配信です。
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2011年の売上高は 711億円です。音楽配信の売上高の

ピークは 2008年です。このまま順調に伸びると思われた

のですが、2010 年、2011 年になると急に落ちてしまう訳

です。なので、この後、宗像さんがお話をしますけれども、

音楽配信についてはちょっと期待外れになっているとい

う状況があります。 
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4

日本レコード協会調べ

 次に、原盤ビジネスと出版ビジネスについてお話しをし

ます。原盤ビジネスとは、著作隣接権ビジネス、レコード

製作者の隣接権ビジネスのことをいいます。出版ビジネ

スとは、楽曲の著作権ビジネスのことを言います。 

 今までお話ししてきたのは、いわゆる原盤ビジネスで

す。レコード会社が行っている著作隣接権ビジネスという

ことです。音源を売って儲けるというビジネスのお話しで

した。一方で、作詞者、作曲者、音楽出版社、JASRAC

が関係しているビジネスが出版ビジネスです。 

 出版ビジネスというのは音源ビジネスより広いビジネス

です。つまりレコード音源を使わない利用者による楽曲

の利用、たとえば、カラオケ、放送、有線放送、コンサー

ト、楽譜などから著作権使用料を徴収できますので、音

源ビジネスよりはかなり利用者が幅広いのですね。 
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 JASRAC が徴収する著作権使用料ですが、レコードの

売上げのようには落ちていないのです。1,000 億円を切

っていません。これは先程申し上げた原盤ビジネスと出

版ビジネスの違いに起因します。JASRACは音楽業界が

厳しい中でも、利用者が幅広いために善戦しているとい

うことが言えると思います。 

 次にコンサートについてお話しします。ACPC というイ

ベンターの団体が発表したデータによると、レコード業界

が活況に沸いていた 1997 年はコンサート業界の景気は

よくありませんでした。それが、コンサートの入場者数や

チケット売上げは 1997年を境にして、右肩上がりの上昇

を続けています。これはとても面白い現象だと思います。 

 この後、宗像さんが音楽配信は音楽業界を救えるのか

という話をしていただきます。その後に、原さんにコンサ

ートやライブが音楽業界を救うのではないかというお話

をしていただきます。それを受けて、私が私なりの現状

の音楽ビジネスの問題点あるいは課題というものを指摘

して、3人で対談をしたいと思います。では、宗像さん、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

Ⅱ 音楽配信は音楽業界を救えるのか 

 

宗像： 宗像です、座らせていただきます。よろしくお願

い致します。 

 私は 1975 年に、ちょうどその当時設立されたばかりの

キティ・ミュージックという、当時としては珍しい独立系の

音楽制作会社に入りました。これはもともと小椋佳や井上

陽水を、ポリドール・レコードの社員ディレクターとして、

発掘し育成し大ブレイクさせた多賀英典さんというプロデ

ューサーが独立し作った会社なのですけれども、いわゆ

るニュー・ミュージックが台頭し、優れたシンガーソング・

ライターが輩出していた時代でした。 

 軌を同じくするように、その頃は、キティと同じような新し

いビジネス・センスを持った若いプロデューサーが起こし

た制作会社や音楽事業者、今では当たり前になっていま

すけれども、マネジメント会社、そして、コンサートを担当

するいわゆるイベンター、プロモーターといった業界に

20 代の人たちがどんどん進出し、新しいビジネスを展開

し始めた時代です。 

 それまでは大手のいわゆる芸能界的な事務所ですと

か、レコード会社が全て業界を牛耳っていたのですけれ

ども、そういう若くて野心的な人たちが新しいビジネスを

立ち上げ、既成の業界と連携しつつも、それに対抗する

「カウンター」という形で新しい音楽ビジネスのスキームを

作り、どんどん成功し、それに呼応するように新しい音楽

的な才能が次から次へと生まれ始めた時代です。私はち

ょうどそのような新しい音楽ビジネスが勃興する時にこの

業界に入ったものですから、色々と面白いことを経験さ

せていただきました。 

 それで 70 年代の後半、先程安藤さんの話にもありまし

たように、レコード業界の売上げが 3,000 億円ぐらいで、

当時は「3,000 億円とは大したものだよね！」と騒いでい

る反面、「日本の豆腐の売上げも全部合わせて 3,000 億

円ぐらいなんだよね、そんなものか…」みたいなことも業

界の中では自嘲的に言っていた時代でもありました。 

 それ以降、業界は右肩上がりの成長を続けた訳ですが、
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先程も話がありましたように、1980年代後半になって経済

のバブルが弾け、それから 98 年には音楽バブルも弾け

るみたいな。それまではずっと成長の過程にあったので

すけれども、やはりいわゆる音楽のデジタル化って言う

のですか、誰でもコピーが出来る、それも良い音質のコ

ピーが出来るということで、「基本的に人はコピーできるも

のにお金は払わないよね」という論理が世の中で貫徹し、

今度は右肩下がりの業界になってしまっている訳です。 

 IFPI（国際レコード産業連盟）の統計によると、世界のダ

ウンロードの 95％が違法であると。10億回とか 20億回と

か言われているらしいですけれど、その内の 95％が違

法、つまり、いわゆる合法的なダウンロードは 5％です。 

 その中で iTunes が 70％ぐらいを占めているそうで、と

いうことは、iTunes が全体のダウンロードの中で占める割

合は高々3.5％ということです。ダウンロード・ビジネスが

始まったときに、それが音楽業界のいわゆる救世主にな

るのではないかという期待もあったのですけれども、現

実としては救世主には程遠い、というのが現状であると思

います。 

 それは世界の情勢ですけれども、日本の音楽業界を振

り返って私は腰を抜かさんばかりに驚きました。というの

は、昨年度の日本のレコード業界の売上げがアメリカを

抜いて世界一になったからです。これは、売上高が米ド

ル換算されていて、円高がその理由の一つになっている

のでしょうけれど、それにしても大きな驚きでした。皆さん

ご存知のとおり、日本ではレコードの小売価格が再販制

度で守られているというのが大きいと思います。 

 海外に行くと分かりますが、定価で売っているレコード

店なんて全然ない訳ですね。日本はそういう再販制度で、

ある程度は価格が維持できるというのが、他の国と比較し

てCDの売上減を、抑えている要因だと思います。 

 さらに、ご存知のように、AKB48、K-POP 等々いわゆる

純粋の音楽要素以外のものでCDの売上げを維持すると

いうスキームが拡がっていまして、それらのおかげで、諸

外国と比べ数字的に CD の売上減をかろうじて堰き止め

ているというのが現状だと思います。 

 私が現場に居た十数年ほど前までは、アメリカのマー

ケットは日本の倍以上と言われていました。これはとって

も敵わないなと思っていたのが、こんな状況の中で日本

が世界第一位になったというのは、ものすごく私には皮

肉に思えました。 

 何か日本の音楽業界は他の国と比べて「携帯」ではな

いですが、ガラパゴス化しているというか、鎖国化してい

るという状況のように思えるのですけれども、それにもか

かわらず売上げは世界一という皮肉な状況になっている

のが現実です。 

 そのような状況下で、ヨーロッパやアメリカでは、新しい

音楽サービス、ダウンロード販売ですとか違法ダウンロ

ードに代わるような様々な音楽サービスが誕生して、そ

れが非常に発展しているというのを、今年になって、

色々とウェブや本で知るようになりました。海外での新し

い音楽サービスを伝えようとしている若い人たちのレポ

ートが新鮮で刺激的なので、その一部をお話しさせてい

ただきたいと思います。 

 本当は冒頭の安藤さんのプレゼンの中でスライドを使

って説明されていれば、より分かりやすかったと思いま

すが。 

安藤： これから宗像さんがお話しするスポティファイ

（Spotify）それからパンドララジオ（Pandora Radio）の話を

ちょっと簡単にご説明いたします。スポティファイというの

はお聞きになったこともあるかもしれませんけれども、

2008 年の夏にサービスが始まった音楽のストリーミング・

サービスです。 

 それで、すでにヨーロッパで始まったのですけれども、

四大メジャー・レーベルと全て契約をしていますので、利

用可能な曲数は現在1,500万曲と言われています。無料

サービスと有料サービスがあるということで、無料サービ

スの場合は途中で広告が入り利用時間に制限がある、確

か 1カ月20時間までタダで聴ける、勿論広告は入ります

けれども。1カ月に20時間ですので、大体1日1時間弱

聴いても、タダで音楽が自由に聴けるということです。ま

ずそこのところでかなりファンの心を掴んだという風に言

われています。 

 それで有料サービスにはアンリミテッドとプレミアムとい

う2種類があります。アンリミテッドというのはここに書いて

あるとおり月額4.99ドル、大体400円ぐらいです。広告が

なくて利用時間が無制限で 1,500万曲の中から音楽を聴

くことが出来ます。聴き放題というサービスです。 

 そのときにプレミアムというサービスがあって、これは月

9.99ドルだいたい 800円ぐらい。これはスマホのアプリか

ら音楽を聴くこと、あるいはオンラインとオフラインで音楽

を聴くことができて音質もいいという、こういう 3 段階のサ

ービス形態を持っています。 

 スポティファイが流行った理由というのは、無料で月 20

時間までなら 1,500 万曲が聴ける。その中で自分の好き

な曲はほとんど入っている訳ですね。そこからもっと沢山

聴きたい、もっと良い音で聴きたいという人達が先程のア

ンリミテッドとかプレミアムとかそういったサービスに移行

していくということになります。 

 パンドラ・ラジオというのはアメリカで始まったもので、現

在アメリカとオーストラリアとニュージーランドでサービス

が行われています。これはインターネット・ラジオです。

インタラクティブではなくストリーミング・サービスです。ア

メリカというのは FM のラジオ文化ですから、ラジオから

曲がヒットするのです。日本みたいにテレビからヒットする

ということはほとんど無くて、映画かラジオからヒット曲が

生まれます。 

 そういう土壌があるためか、インターネット・ラジオがも

のすごく流行っています。その中でも最も成功している

のが、これから宗像さんがお話しするパンドラ・ラジオと



＜秋 季＞早稲田大学ロースクール公開講座 

- 216 - 

いうものです。インターネット・ラジオですが、とてもカスタ

マイズされていて、たとえばこの LA サウンドあるいはヘ

ヴィメタが好きだ、あるいはカントリーが好きだっていうと、

向こうのラジオ局の方で曲を 1曲1曲解析する、プロフェ

ッショナルなミュージシャンがいて、コード進行、リズムと

か、全部曲のDNAを分析して、それでリスナーが絶対喜

ぶような選曲をして流してくれる訳です。 

 だからインタラクティブではないのですが、インタラクテ

ィブみたいな、「何で私の好きな曲がこんなにかかっちゃ

うの？」みたいなそういうラジオ局なのです。リスナーは

もうイチコロになっちゃって、毎日聴くようになる訳です。

しかも無料です。パンドラ・ラジオはどうやって儲けてい

るのかというと、広告収入です。88％が広告収入で、これ

がもう何百億円って売上げがあります。 

 また、パンドラ・ラジオは強制許諾制度を利用していま

す。アメリカ著作権法は 104 条に強制許諾制度を用意し

ていて、一定のインターネット・ラジオは録音物の著作権

者の許諾は不要となっています。利用者であるウェブキ

ャスターが録音物を音楽配信するためには、サウンド・エ

クスチェンジという団体に使用料を払えばいい訳です。

使用料は 1 ストリーム当たり 0.11セントです。日本で言う

と0.1円。1回流れると0.1円がサウンド・エクスチェンジに

いく。サウンド・エクスチェンジは受領した使用料から経

費を控除して、残りの 1/2をレコード会社、残りの 1/2をア

ーティストに分配します。アーティストにとっては素晴らし

いことです。これでアーティストの生活が成り立つのでは

ないかと言われています。日本のレコード会社はそういう

ことを絶対しません。使用料の 1/2なんて絶対アーティス

トに分配しません。原盤使用料の 10％しか渡さないです

からね、10％ですよ。昨年、サウンド・エクスチェンジが

受領した原盤使用料は 124億円だったそうです。 

 宗像さんの話は、もしかしてこういうビジネスモデルが

突破口を開くのではないかという、そういう話です。 

宗像： スポティファイ、これはスウェーデンで 4 年ぐらい

前に始まったビジネスで、若いミュージシャン上がりの創

業者が彼の仲間と、その技術を開発して始めたストリーミ

ング・サービスです。そのスポティファイの成功に合わせ、

今年、驚くべきニュースが飛び込んで来ました、それは、

スウェーデンのレコード業界の今年の上半期の売上げが、

昨年度の同期比でなんと 30％以上アップしたそうです。 

 それはスポティファイを使った人たちの使用料がレコー

ド会社に入って来る、それからレベニュー・シェアという

形でスポティファイで流れた広告からの収入の一部がレ

コード業界に還流しているということで、スウェーデンの

レコード業界が逆にV字型回復と始めているということだ

そうです。また、スウェーデンでは、スポティファイの売上

が iTunesの売上を上回ったそうです。 

 スポティファイは、その充実したレコメンデーション機能

に併せ、Facebookのような、いわゆるSNS、ソーシャルネ

ットワークとの親和性が非常に高く、自分の聴いている音

楽のプレイリストを公開したり、知人と交換したりすること

が頻繁に行われ、全く知らなかったアーティストや彼らの

未知の曲を聴くようになって、今まで無かった音楽体験を

し、新しい音楽に強い興味を持つようになってきているそ

うです。 

 つまり、iPhone の普及と相まって、その使い勝手の良さ、

ユーザー・フレンドリーな様々な機能、例えば、流れてい

る曲の歌詞カードを見たいと思えばすぐに表示されると

いうような機能や、新人発掘に定評のあるウェブマガジン

Pitchfolkがスポティファイ用にアプリを提供したりとかで、

違法ダウンロードなんかより圧倒的に手っ取り早く、今ま

で知らなかった音楽や、好みの音楽を楽しむことが出来

る、ということが可能になっている訳です。 

 統計によると、20 時間以下しか聴いていない人、つまり

無料会員ですね、それが約 2,000 万人いて、そこから有

料会員にコンバートしたという人が約 350万人と、有料へ

の移行の確立が非常に高いとも指摘されています。お金

を払っても、違法ダウンロードに対する後ろめたさも無く

なるし、これだけ使い勝手が良いのだったら、これでもい

いやと、20 時間以上聴いて、これだけのサービスがある

のなら、お金を払っても十分に元が取れる、ということで

有料会員にコンバートしていっているそうです。 

 やはりスウェーデンにおいては、これによってCDの売

上げも若干持ち直している、それから違法ダウンロード

の数がドンドン減っていっているという統計が出ているそ

うです。要するにお金を払っても、その金額以上の良質

なサービスの提供が受けられれば納得、というようなこと

ではないかと思います。 

 スウェーデンでの成功を受けて、イギリスもスポティファ

イの導入が2年ぐらい前から始まりました。当時イギリスで

も違法ダウンロードの罰則化という話題でもちきりだった

そうです。ちょうどその時に、違法ダウンロードの取り締ま

りを強化するという、いわゆるムチだけではなく、それに

代替するようなサービス、つまりアメと思えるものが待た

れている状況だったようで、ちょうどそのタイミングでスウ

ェーデンの成功を受けたスポティファイがイギリスに入っ

て来て、やはり同じように良い成績を挙げているそうです。

イギリスではメジャーレコード会社がスポティファイの重

要株主に名を連ねているそうで、メジャーの期待が高い

のが分かります。 

 次にアメリカにスポティファイが上陸を果たしたのは

2011 年。アメリカではメジャーの抵抗がすごく大きかった

のですが、時間をかけ最終的に交渉がまとまったのです

けれども、メジャーサイドが出した条件というのが 20時間

の無料試聴時間は長すぎるので、10 時間にしろと。それ

でスポティファイはそれを呑んだそうです。 

 さらに、アメリカのメジャーが出した条件というのが無料

で同じ曲を聴けるのが 5回、それまでは無制限に聴けた

のですけれども「5回だったらいいよ」という、その 2つの

条件が採用され、アメリカでも、その音楽ストリーミング・



第３回第一部 音楽著作権ビジネスの現状と課題 

- 217 - 

サービスが始まり確実に広まりつつあると聞いています。 

 それからもう一つ重要なのがパンドラ・ラジオという、米

国で 2007 年にスタートしたインターネット・ラジオです。

2011年の 7月に i-Phone用のアプリが公開され、爆発的

人気になり、現在では 1 億 5 千万人のリスナーがいて、

そのうち 5千万人がアクティブなユーザーであり、レーテ

ィング調査では、6％以上のレーティングを獲得し、既成

の FM ラジオや MTV を抜いて、全米一位になったそう

です。 

 パンドラ・ラジオで流れている曲をリスナーが気に入る

と、スマートフォンにある「イイネ！」ボタンですか、向こう

では親指を上げているマークらしいですが、その「イイ

ネ！」を押すとそれに似たような曲が次から次に流れてく

る。気に入らないと、親指を下に向けた「ダメ！」ボタンを

押すと、それに似たような曲はそれ以降かからないように

なっているそうです。 

 パンドラ・ラジオは、そのための専門スタッフを 30 人以

上雇用して、そのようなレコメンデーション機能をより良く

するために努めているそうです。ということで、パンドラ・

ラジオのリスナーにとっては、好みの曲のみが流れ、複

数のジャンルのプレイリストを苦労することなく作ることが

でき、言ってみれば自分のためのカスタマイズされたパ

ーソナルなラジオ局をいくつも持ったことになるのと同じ

ような形のサービスが提供されている訳です。 

 アメリカに移り住み 30 年以上に渡り現地で音楽ビジネ

スを営んでいる日本人の友人に聞いたところ、パンドラ・

ラジオの浸透の仕方はすごいと、美容院に行ったりレスト

ランに行ったりして、BGM に良い感じの曲ばかりがかか

っているなと思うと、大体皆パンドラ・ラジオを流している

そうです。それで皆 iPhone でそれを聴く訳ですから、自

分の車で iPhone をカー・ラジオに接続してずっとそれで

聞けるというので、アメリカのカー・ラジオ文化、音楽文化

にとって最適なサービスが提供されたように思います。 

 また直近のニュースでは、アップルが同様のインター

ネット・ラジオに参入するために、メジャーと協議を始め

ているそうです。 

 さて、日本では同様の音楽サービスが始まらないかと

いうことですが、色々と問題があるように思えます。スポ

ティファイのようなストリーミング・サービスですが、

JASRAC がその障壁になっている訳ではありません。

JASRAC は、ストリーミングに関しては、要するにお金さ

え払ってくれればドンドン使ってくださいということで問題

はない訳で、ストリーミングの使用料の料率も諸外国と比

べて低いと聞いています。 

 ただし、日本の場合はご存知のように、自分の権益を

守ろうとするレコード会社や原盤を持つ大きな事務所の

意向で中々原盤の許諾が出ない、原盤権の許諾が下り

ない限り、そのようなサービスは広まり難い訳です。 

 実際にイギリス発のMusic Unlimited というスポティファ

イと同じようなストリーミング・サービスが、なんとソニー本

体がバックになって、日本でもこの夏から始まっています。

レコード協会が中心になって原盤使用のライセンスを増

やすために動いていますが、ただし、始まっているのは

洋楽だけです。約1,000万曲がストリーミングで聴けるよう

になっていて、月額1,480円の聴き放題です。スポティフ

ァイのような無料サービスはありません。 

 向こうでスポティファイがブレイクしたのは 20 時間聴き

放題というのがすごく大きなポイントだったんですけれど

も、日本のMusic Unlimitedは 1480円の月額料金で、今

のところ30日間は無料試聴ができ、それ以降は、自動的

に有料へ移行する、という形で始まっているようです。ま

た、Music Unlimitedは、邦楽を取り入れようと積極的に働

きかけていますが、イエスという返事を出さない権利者が

多くあるので、邦楽が、いつ、どのくらいのサイズでアッ

プされていくかどうかは、まだ定かではありません。 

 Music Unlimited は邦楽の場合、新譜が出ても、1 年間

はアップしない、要するにレンタル CD と同じような発想

ですね。ということも含めて、権利者を説得し始めている

ようですが、実際どうなるかというのは、未だ分からない

状況です。テレビでも、スマートフォンでも、プレイ・ステ

ーションでも何でも音楽が聴けるというような状況を作り

たいということで、ソニー本体が本腰を入れてやっている

ようです。 

 あとストリーミング・サービス全体ですが、2012年で世界

中の有料のユーザーというのが1,300万人ぐらい居るそう

です。アジアはオーストラリアも入れて 460万人、それが

４年後の 2016年には、世界で有料ユーザーが 1億5千

万人を超えるだろうと言うのです。アジア・パシフィック地

域でも7千万人以上になるであろうと、ある研究所は予想

しています。 

 特に注目しなければいけないのは中国だと思いますけ

れども、中国で実際のネット・ユーザーで利用頻度の一

番高いサービスというのは音楽だそうです。それだけ音

楽の需要があるということですね。 

 ということは、中国を始めアジアの国ではパッケージ・ビ

ジネスだとか、ダウンロード・ビジネスを通過せず、ストリ

ーミング／サブスクリプション・ビジネスに行ってしまうの

ではないか、というような話もされているぐらいで、スポテ

ィファイやMusic Unlimitedは中国に参入するために、熱

心にロビー活動をやっているという話を聞いています。 

 それからあとパンドラ・ラジオ、これも先程安藤さんの話

にありましたように、要するに自分の好きな曲が流れると、

レコメンデーション機能が働くことによって、それに似た

曲がかかり、今まで聴いたことのないアーティスト、そして

それらの未知のアーティストの自分の好きなタイプの曲

がラジオから流れる訳ですから、自分にとっては新鮮な

それらのアーティストや音楽に、のめり込んでいくらしい

です。 

 ただしスポティファイと違い、パンドラ・ラジオの場合、

自分の聴きたい曲をピンポイントで指定したりリクエストし
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たりする訳にはいかないので、その曲を常に聴きたいと

望むのなら、その曲をダウンロードで購入する、もしくは

CD で購入するという消費行動も生まれ始めている、とい

う風に聞いています。 

 先程、スポティファイやパンドラ・ラジオで使用された音

源の音源使用料、そしてそれらの広告使用料がレコード

会社に還元されるということをお話ししましたが、つい先

週のウェブに、パンドラ・ラジオの創業者ティム・ウェスタ

ーグレンという人がアーティストに対して支払われる使用

料について初めてコメントを出していました。 

 彼の言葉によれば、パンドラ・ラジオがアーティストに実

際に支払う金額というのは、例えばドレイクとかリル・ウェ

インというように売れている歌手には、一人年間 300 万ド

ルぐらい、また、コールドプレイとかアデルには 100 万ド

ル。それから、そのようなポップス界の大物以外で、例え

ば、今の若い人は全く知らないと思いますが、80 年代ニ

ュー・エイジ・ミュージックで一世を風靡したピアニストの

ジョージ・ウインストンにもお金が支払われるのですけれ

ども、彼には何と 8 万ドル近くが支払われるだろうと、そ

れからオスカー・ピーターソンには 1万ドルぐらい。 

 あと驚くべきことに、アマゾンの CD チャートでは 5,000

位台、10,000位台にしかランクされていない、普通のラジ

オでオンエアされることもない、CD が店頭に置かれても

いない、名前も聞いたこともないような複数のアーティス

トに対しても、5 万ドルから 10 万ドルぐらいが、本人に支

払われるそうです。 

 CD も売れていない、誰も知らないのだけれども、とに

かくパンドラ・ラジオ上で、レコメンデーション機能や友人

とのプレイリストの交換により、自分にとって良いなと思う

未知の曲がかかり、さらに、FacebookのようなSMSを通し、

知合いの間でそのような情報が交換され、新しいファン

が生まれ増殖していっているようです。そのような動きは、

それらの曲が流れる回数を多くし、引いては、そういう音

楽を送り出した音楽家たちに、直接お金の形で還流する

という大きなメリットを産んでいます。 

 パンドラ・ラジオの創業者は、「インターネット・ラジオは、

アーティストを支援するために設立され、楽曲使用料を

アーティストに支払えることを誇りに思い、また、私たちは

アーティストが今以上に収益を得ることが可能だと思いま

す。この収益源により、私たちは音楽の中産階級を作り

出す可能性を見出しています。」とコメントしています。 

 要するに、名前が知られなくても良い音楽を提供して

いる人に、それなりの機会、それなりの収入を与えること

が出来ている、それによって、また、新しい音楽が生まれ

るのではないかと、そういう事業を私がやっていることに、

大きな自負と誇りを持っている、という風におっしゃって

いました。 

 そのパンドラ・ラジオもスポティファイも、その創業者は

とても若く、ミュージシャン上がりで、その人達の、どう言

ったらいいか、音楽を好きで好きで堪らない、そして、自

分達がそうであるように、聴いたことのない面白い音楽を

探している人達に向けてどういうサービスを提供して上

げたらいいのだろうという、それもユーザーにあまり負担

のない形でということで発想し、いわゆる権利者の目線

ではなくて、利用者側の目線で始めたサービスだからこ

そ、幅広くそして深く浸透しているのではないかというよう

に、私は思いました。 

 ただし実際に、私がそれを実体験した訳ではないし、

アクセスした訳でもないのでこれの使い勝手がどれほど

良いのか、日本でも成功の可能性はあるのかまでは、ち

ょっとご説明はできないのですけれども、諸外国でそこま

で伸びているのは、おそらくそれなりの重要な理由があ

るのではないかなと思います。 

 日本の業界を振り返ってみますと、去年の3月までの数

年間、私はメジャーの会社に居たのですけれども、話題

の定番は、CD を売るにはどうしたらいいか、CD が売れ

ないとすると、音楽出版権を始め、マネジメントが持って

いるようなコンサートの権利ですとかマーチャンダイジン

グの権利を全部取り込む、つまり全ての権利に関わる、

いわゆる「360°ビジネス」を目指さねばいけない、という

ようなことでした。それを指針に皆が動いているようなとこ

ろがありました。そのような状況を考えると、お話しした海

外での新しい音楽ビジネスと比べてみて、単なるパイの

奪い合いと言うか、業界内での権利の奪い合いとしか思

えない訳です。 

 私達が現在しなければならないことは、身内での権利

の奪い合い、また、コピーや違法ダウンロードを責めるだ

けではなく、音楽産業のパイ自体を大きくすること、つま

り、新しい音楽ファンを掘り起こすための努力ではないか

と思います。音楽業界全体、そして、周りのメディアや関

連業界とともに、テレビで流れるような音楽しか聞いたこ

とのない人達、特に若い人達に向けて、今まで聴いたこ

とのない音楽、また魅力のある音楽も含めた未知の面白

い体験があることを伝え、そして、「お金を使っても十分

元が取れるんだよ」ということを証明し、それに気付かせ

るための最大限の努力を払うことから始めるべきなので

はないかというのが、私の個人的な考えです。 

 そのためには、私が音楽業界に入った 70年代に、若く

て野心的なベンチャー・マインドを持った人達が新しい

音楽ビジネスを作り成長させたことと同じような大胆な発

想と行動が、今こそ必要とされていると思います。 

 80年代、90年代の音楽ビジネスが生み出した利益を享

受してきた人たちの中からは、中々そういう発想や行動

が生まれてこないと思うので、若い人達が、スポティファ

イやパンドラ・ラジオのような新しい発想と新しいビジネス

をヒントに、ここ数十年のビジネスモデル、ビジネススキ

ームに囚われない行動を起こし、新たな音楽産業の発展

の道筋を作っていただけないか、そして、そのような前向

きの姿勢が、真摯に音楽に向かい合う若いアーティスト

に希望と勇気を与え、この時代の「ニュー・ミュージック」
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を生み出して欲しい、と切に願うところです。  

 この二つのような音楽サービスが、特殊な日本の音楽

業界の救世主になるかどうかは分からないですけれども、

もう一度、それらのサービスの生まれ発展した根源的な

理由、つまり音楽の持っている力を再認識し、その音楽

の力を原点においたビジネスを構築していただけないか

と思います。 

 先程のパンドラ・ラジオの創業者で CEO の方が、「この

分野での投資が増え、音楽業界全体が成長発展し、さら

に、新しいユーザーを獲得するための新しいテクノロジ

ーの開発に繋がり、引いては、長期的な成長の機会が生

まれれば嬉しいと思います」とおっしゃっていたのです

けれども、私にとっても、とても示唆的な話でした1。 

 私は 40年近くこの業界に居たのですけれども、何で今

まで居たかと言うと、素晴らしい音楽、そして、それを生

み出すアーティストに出会って彼らと一緒に仕事が出来

たというのがありました。それも CD を聴いたり、ラジオを

聴いたりするだけではなくて、そういう人たちがどういうこ

とをどう歌う、どういう音楽を作って人に訴えかけようとし

ているのか、ということを知りたいという気持ちがすごく強

かったからです。 

 それで毎回ライブに顔を出してその人たちを間近に見

て、自分の納得するものに対しては本当にのめり込むよ

うな形があって、そういう経験をさせてもらったのが結局

この業界に留まっていられた一番大きな原因です。 

 ですので、そういう風に音楽の与えてくれた得難い経

験へのお礼として、これからも優れたアーティストや音楽

ファンにお返しが出来ればなという風に思ってもいます。

今日、この会場にお見えになっている皆さんの中には、

音楽好きの方がたくさんいらっしゃると思います。興味の

あるアーティストがいたら、是非ライブに足を運んでいた

だいて、その体験を元に、業界に新しい提言をしたり、ご

意見を私たちに戻したりしていただければとお願いしま

す。どうもありがとうございます。 

 

Ⅲ コンサートの作り方 

～本当にライブって儲かるの？  

 

原： メディアプルポの原と申します。よろしくお願いしま

す。先程、安藤先生の方からありましたように、これから

の音楽ビジネスというのは大きく 2 つの流れがあります。

一つは宗像さんからご説明がありましたように、スポティ

ファイなどを始めとするデジタル技術による収益と、もう

一方ではライブでの収益、この 2つに力点が置かれるの

でないかと思われます。前者は宗像さんが説明されたの

で、私、原はズバリ「コンサートの作り方～ぶっちゃけ本

当にライブって儲かるの？」というタイトルでお話を進め

                                                                 
1 スポティファイやパンドラ・ラジオについては、榎本幹朗「未来は音楽が

連れてくる（Musicman-NET特別連載企画）」http://www.musicman-net.com/SPPJ01/、

高野修平『音楽の明日を鳴らす』エムオン・エンタテインメント（2012年）、

Jay Kogami氏のリサーチや報告を参考にしました。 

させていただきます。 

 最近皆さん耳にされるのではないでしょうか。「最近CD

が売れないけれども、ライブにはお客さんが沢山足を運

んでいるらしい」ということを。そもそもホンマにコンサート

というのはどのぐらい儲かるのかということを、今日は洗

いざらい数字も交えて皆さんにお伝えしたいと思います

（笑）。 

 まずちょっと説明させてください、私、原が所属するメ

ディアプルポという会社は関西テレビの子会社です。私

は番組の制作プロデューサーをしながら音楽出版の仕

事で色々な楽曲のタイアップを決めています。そんな中、

僕も一応音楽業界の端くれとして、それなりに業界にパ

イプもあるので、本業ではないにせよ、一度ライブという

ものをやってみたいと思いました。 

 それがこの LIVE BURGER SPECIALです。ロゴも作り

ました。先月の 9月5日Zepp Tokyoで開催という運びに

なりました。 

 これは私共メディアプルポが 100％リスクを持ち、立ち

上げたライブイベントです。実は大阪ですでに何度か

LIVE BURGER名義のイベントをやっていたのですけれ

ども、それは精々300人ぐらいのライブハウスで年に数回

やっていた程度です。それが今回初めて東京に進出し

ました。しかもZepp Tokyo。国内のライブハウスの中でも

最大級のもので、約3,000人弱お客さんが入ります。 

 初めて東京で開催するにもかかわらず、いきなり一番

ハードルの高い所に行ったのですけれども、じゃあこの

LIVE BURGER SPECIALをどうやって作ったかというの

が本題です。まず出演アーティスト。ザ・クロマニヨンズ、

THE BAWDIESそれからドレスコーズ。 

 ご存知の方、ご存知じゃない方もおられるかもしれませ

んが、ザ・クロマニヨンズは、ザ・ブルーハーツ、ザ・ハイ

ロウズと続いて甲本ヒロト、真島昌利さんが立ち上げた日

本最強のロックバンドです。 

 それからTHE BAWDIES。去年、初の武道館公演を成

功させまして、恐らく日本国内の若手のバンドで一番勢

いがあり動員があるのではないかと思います。それから

ドレスコーズ。彼らはまだ実績がないのですが、ボーカ

ルの志磨遼平君の前身バンド、毛皮のマリーズは去年武

道館で解散コンサートを行い、成功を収めました。志磨

君が次なるバンドとして作ったのがドレスコーズです。ド

レスコーズは実質的なデビューライブがこの

LIVEBURGER SPECIALです。非常にプレミアム感があ

りました。 

 さて、こういったオムニバスライブの成否というのは一に

も二にもバンドの組み合わせ次第です。ただし、有名な

バンドを何組かくっ付けたらお客さんは入るのかと言うと

それは違うのですよ。そこがライブを作る面白さであり難

しさであるのですけれども、ファンのハートを刺激する化

学反応があるかどうかというのが重要なのです。 

 では僕はどうやったのか。まず個人的に一番好きなバ
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ンドを並べました。この組合せが我ながら良かったです。

クロマニヨンズのファンは THE BAWDIESも観てみたい

し、ドレスコーズのデビューライブには THE BAWDIES

のファンも興味がある。「それら 3 バンドが同じステージ

に上がったらどうなるのだろう？」。そういう期待感がある

のです。それは自分がまず誰よりこれらのバンドのファン

なので、このイベントが話題になるであろうことは直感で

分かりました。 

 でもこの 3 つにやってもらおうと思ったって、当然すぐ

出来る訳ではありません。去年の夏にこのラインナップを

思い付いたのです。自分が観てみたいというのがすごく

重要です。「こんなイベントがあったら自分で金を払って

も観に行きたいな」と思いました。 

 では実際、どんな模様だったか、テレビで放送されたラ

イブ映像をご覧ください。（数分間、ライブ映像鑑賞） 

 ライブの熱狂を感じていただけましたでしょうか。ブッキ

ングに関してちょっと補足いたします。 

 イベントって、メインを飾れる一番動員のある、有名なア

ーティストさんを口説かないと絶対に成功しません。 

 若手とキャリアのない人は、簡単にブッキングが決まっ

てしまう。当たり前です。とにかく沢山出たいから。そうで

はなくて、一番ブッキングが難しい所から行かないといけ

ない、その時重要なのはギャラではありません。 

 何故ならイベント出演のギャラは、各バンド、それぞれ

設定のようなものを持っていますし、逆にイベントサイド

で一律いくらとも決まっています。だからほとんどお金で

揉めることはありません。重要なのはイベントに出演する

ことの意義、メリットです。このイベントに出るとこんな箔が

つくとか、あのバンドと同じステージが踏めるとか、そうい

うことを丁寧に説明することが肝要です。 

 ブッキングが終わると次は券売です。先行発売の段階

ですでに 8割はけまして、一般発売初日で 2,870枚は完

売。宣伝らしい宣伝はありません。ツイッターや音楽専門

サイトでの告知のみでした。 

 さあ、ここからは禁断の収支表です（笑）。目に付くとこ

ろをご説明しましょう。 

 まず気になるギャランティーですが、非常に適正な価

格でやってくださいました。感謝してもしきれません。 

 続いて弁当代が 11 万円か。打ち上げは無かったです。

ロビー乾杯って業界人は言うのですけれども、イベントが

終わったらお客さんに退館してもらい、ロビーでそのまま

乾杯します。かかったのはそのビール代くらいですね。 

 イベント、会場使用料は約 100 万ですね。ビジョンを借

りるのに 20万ぐらいかかっていますね。それから後に飾

ったライブのフラッグを作るのに 12万かかっています。 

 そういう所に意外と掛かっていきますね。もうちょっと下

を見せてください。チケットぴあだとかイープラスだとか

の配券手数料とかも出ちゃっていますけれども、大体チ

ケットの 7～10％が相場ですね。 

 直接制作費がおよそ●●●万円かかって、ライブが

2870 人のお客さんが超満員。チケット 4,500 円ですから

12,915,000 円の売上げ。約●●万円ほど収益があったと

いうことです。 

 これ多いと見るか少ないと見るか。約 1,200万円の売上

げがありながら残ったのが精々●●万。約 1年間かけて

やったプロジェクトがそんなものですよ。しかもこれ、超

満員になってなおかつ宣伝費も使っていない、非常によ

くできたイベントです。でもこんなものです。 

 チケットの売行きが悪かったら新聞や雑誌にも広告も

出さなければいけない、もっと規模が大きければテレビ

でスポットを出さないといけない、ドンドンお金が掛かっ

てくる、ものすごく良くできたLIVEBURGER SPECIALで

あっても精々そんなものしか残らない。 

 今イベントって儲かると言いながらこんなものかいって

皆さん思われるかもしれません。でもここには入っていな

い重要な項目があります。物販です。アーティストは物販

で儲けているという話をよく聞きませんか？ CD が売れ

ない中でアーティストグッズが事務所の重要な収入源に

なっています。という訳で、我々もグッズも作りました。

LIVEBURGER SPECIALのロゴが入った物です。 

 （実物を手にしながら）白のＴシャツにこのようにロゴが

入っていて、後にはバンドのオフィシャルのロゴが入って

います。これ作るのにいくらかかると思います？ 

 この白いＴシャツそのものは 400 円です。それからプリ

ント代は 1 枚につき 240 円、これ 500 枚作りました。どう

思います？意外とＴシャツそのものは安いなと思いませ

ん？普段皆さんはＴシャツって、2000円から 3000円くら

いで買っているのではないですか？ブランドのものだっ

たら 1万円くらいのもありますね。でも、Ｔシャツって物に

よっては原価なんて 1000円しないのです。 

 今回僕は 500枚作りましたけど、もっと枚数を増やせば

もっとコストは下がります。 

 次はロゴ使用料。LIVEBURGER SPECIAL はうちのも

のなので当然 1 円もかかりません。しかし各バンドからロ

ゴを借りたら当然使用料が発生します。 

 さぁ、Ｔシャツが出来上がりました。これを当日 2,000 円

で売りました。フェスやイベントのＴシャツでいうと、結構

安く押さえました。Ｔシャツというのは原価3分の1から半

分で作れるということをご理解いただけましたか？ 

 ということで総括。LIVEBURGER SPECIALは9月5日

だけのワンナイト・イベントだったのですけれども、イベン

ト自体はさほど儲からない。ただイベント自体が儲からな

いと言っても、これがイベントではなく単独アーティストで、

売れっ子で、なおかつロングツアーが組めて、さらにス

テージにさほど装飾を必要としないロックバンドであるな

らば、イベントだけでも相当の収益があると思います。 

 そこに先程申し上げたような、非常に利益率の高いＴシ

ャツを始めとする物販収入がある訳です。こうしてライブ

イベントというのは成り立っており、音楽ビジネス全体で

も重要な柱となっている訳です。 
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 皆さんがライブ会場に足を運び、グッズを購入する、そ

れによってアーティストが潤い、健全な創作活動を行える

ということです。是非、会場にライブに行って、アーティス

トと一緒に汗を流して下さい。また、LIVEBURGER 

SPECIAL が東京で開催されることがあればチケット買っ

てくださいね（笑）。ご清聴ありがとうございました。 

 

Ⅳ 音楽著作権ビジネスの現状と課題 

 

安藤： それでは音楽著作権ビジネスの現状と課題という

タイトルでお話をしたいと思います。今、原さんが音楽業

界の未来と結論を言ってしまったので、もう帰ろうかなと

思いましたけれども、それだとちょっと私の役割がないと

いうことなので、少し今日の 2 人の話をまとめた形で、私

なりにこの音楽業界の現状と課題、そして未来をお話し

たいという風に思います。 

 1997年をピークにしてレコード業界、レコード売上げが

減少し続けているというお話を冒頭にさせていただきま

した。まさに今、音楽業界、特にレコード会社、プロダク

ションは危機的状況に直面している訳です。では、どうや

ってこの経済的不況を乗り切ることが出来るのかというお

話をしたいと思います。 

 その前にまず、どのような影響が今、我々に起こってい

るのかという話をします。まずレコード売上げが下がると、

原盤制作費、つまりレコーディングの予算が減少します。 

 私が音楽業界に入った1989年頃は、1曲作るのに大体

ロック、ポップスで 200 万円かけていました。アルバム 1

枚でいうと 2,000万円かけていたのです。中古マンション

が平気で買えるような金額です。それが現在では売れて

いるアーティストでも1曲の制作費は 100万円くらいです。

昔はレコーディング中もすぐお腹空いたとかで、美味し

い店屋物を取って食べていましたけど、今は自分でコン

ビニに行って買って来るみたいな話なのです。とても世

知辛い。 

 このような制作予算の減少に対して、現場ではどのよう

な対応策が取られているのでしょうか。制作費の内訳で

一番高いのはスタジオ代です。なので、この費用を削減

するために、自宅や事務所にスタジオを作ってしまいま

す。最初はお金がかかりますけれども、長い目で見れば

こちらの方がコスト安です。 

 自宅や事務所でレコーディングが出来るようになると、

レコード会社のディレクターの役割が低下します。アーテ

ィストがエンジニアと二人三脚でレコーディングをしてし

まう訳ですね。そうすると、ディレクターの存在価値が問

われてくる訳です。 

 昔のディレクターは譜面も読めたし、耳も良かったので、

ピッチのズレや演奏のタイミングの指摘、アレンジの修正

など、的確なディレクションが出来たのですね。それが今

では、ディレクターがサラリーマン化してしまって、ピッチ

のズレは分からない、譜面も読めないというディレクター

が増えています。 

 また、レコード会社も事務所に対して完パケ納品を要求

してくるので、事務所は予算内でレコーディングをしなけ

ればなりません。ただ、うまくやれば安い予算でも利益が

出せるのです。一番多いのは、ミュージシャンを雇わず

にサンプリング音源を使ってレコーディングをするパター

ンです。つまり、生の演奏を減らす訳です。そうすれば、

ミュージシャン代が浮きますから。ただ、それはクオリティ

ーの低下も意味する訳です。 

 レコード売上げが減少したために、有料広告も減りまし

た。10 年前はエイベックスやソニーミュージックはテレビ

CMを沢山流していました。今はほとんど見かけないと思

います。テレビCMを放送するためには1回で50万円、

100 万円という金額がかかりますから、すぐに 1 億円、2

億円という広告費がかかります。レコード売上げが減少

すると、このような有料スポットは沢山打てなくなってしま

います。 

 そうするとプロダクションが自力で宣伝を行うようになり

ます。私の経営している事務所もそうですけど、放送局

や番組製作会社にタイアップをお願いすることになりま

す。何故なら、タイアップが最も有効なプロモーションの

手段だからです。そうすると、どうしても音楽業界全体が

タイアップに依存するようになります。 

 ただ、今は昔と違って、タイアップをつけてもそれほど

売れません。20年前だと、深夜番組のテーマ曲になって

もそこそこ売れました。今だと、ゴールデンのドラマ主題

歌でも売れないことがあります。昔では考えられなかった

現象が今、起きています。 

 次に事務所に対する影響をお話しします。レコード会

社は事務所に対して、契約金を払っていました。契約金

の相場はレコード売上げの 10％です。なので、100万枚、

200 万枚を売るアーティストの事務所に対して、レコード

会社は数億円の契約金を払っていました。しかし、今は

そんなにレコードが売れないのでレコード会社は契約金

を抑え始めました。 

 また、新人アーティストの場合、レコード会社は契約金

ではなく、事務所援助金という名目で金銭を払っていま

した。事務所援助金の相場は、ソロ・アーティストが月額

50万円から100万円、グループが100万円から150万円

でした。今の相場はこの金額の 1/2 くらいです。全く払わ

ないというレコード会社もあります。 

 かつては契約金や事務所援助金は事務所にとって安

定的な収入源だった訳ですが、これが今では全く当てに

出来なくなりました。そうなると、新たな収入源を探す必

要がある、その一つとして先程原さんがおっしゃったよう

にライブで儲ける、あるいはＴシャツで儲けるというビジ

ネスモデルが事務所を支えているということに繋がる訳

です。 

 もう一つお話したいのはキャスティング・タイアップの功

罪です。昔はテレビ局のプロデューサーは強い力を持っ
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ていて、キャスティングから主題歌の決定まで、プロデュ

ーサーが全権を握っていました。ところが今はキャスティ

ングされる側が強い。つまり、視聴率が取れるタレントの

方が強い訳です。すると、主役や準主役級のタレントを

持つ事務所は、キャスティングの時に主題歌にまで口を

出すようになります。例えば、自分の事務所のタレントが

主役あるいは準主役になるといったら、主題歌もウチのタ

レントの曲を付けなさいよ、ということを言う訳ですね。い

わゆるバーターです。 

 これは良いケースもあるのですけれども、悪いケースも

ある、良いケースは本当にその事務所に良いアーティス

トが居て、ドラマにピッタリ合う曲ができる時です。例えば、

フジテレビと共同テレビで作った「リーガル・ハイ」という

番組があります。法律事務所の話で、とても面白いから

見ていたのですけれども、この主題歌は元 AKB48 の小

野恵令奈さんの「えれぴょん」と PESの「女神の KISS」で

す。このドラマの主演は堺雅人さんと新垣結衣さんです。

小野恵令奈さんと新垣結衣さんはレプロエンタテインメン

ト、堺雅人さんと PES さんは田辺エージェンシーという事

務所に所属しています。私は関係者ではないので分か

らないですが、これは多分キャスティング・タイアップの

例だと思います。 

 同じフジテレビで天海祐希さんが主演した「カエルの王

女さま」というドラマがあります。このドラマの主題歌は家

入レオさんの「shine」という曲です。天海祐希さんと家入

レオさんは同じ研音という事務所に所属しています。これ

はとても良い曲でドラマにもピッタリはまった良い例です。

これもキャスティング・タイアップだと思います。 

 ただ、このように良い例ばかりではなくて、中には「はあ

～っ？」というような曲もあるのですよ。「どうしてこの歌が

入っているの？」みたいな。それ大体キャスティング・タイ

アップで失敗している例です。こういうケースではレコー

ドは大抵売れません。関係者は「うまく行かなかったな

～」で終わるかも知れませんが、これは音楽業界にとっ

てかなりマイナスです。というのも、何千万人という視聴

者が音楽に対する期待度というか、印象が悪くなっていく

からです。 

 私が23年前に音楽業界に入った時は、キャスティング・

タイアップってほとんど無かったです。ところが今はキャ

スティング・タイアップだらけです。こういうキャスティン

グ・タイアップが蔓延すると、ウチみたいな主役をはれる

タレントがいない弱小プロダクションは本当に困ります。

ゴールデンのドラマの主題歌なんて夢のまた夢ということ

になります。 

 原さんみたいな目利きがいて、良い曲をどんどんドラマ

の主題歌にしてもらえるなんてことは、滅多に無いです。

皆がそうだったらハッピーだと思うのですけれども、そん

なことは偶にしか起こりません。それって文化の発展にと

って良いのかと疑問に思う訳です。 

 次にインディーズ・レーベルへの移行についてお話し

したいと思います。面白いことに、最近は大物アーティス

トがメジャー・レーベルを辞めて、自分でインディーズ・レ

ーベルを設立するケースが増えています。これは決して

メジャー・レーベルから契約を切られた訳ではないので

す。例えば矢沢永吉さんなんかはバリバリ売れている訳

です。10万枚、20万枚は簡単に売れるのです。 

 なので、メジャー・レーベルは矢沢さんと契約したい訳

ですね。でも矢沢さんは「自分でやります。メジャー・レ

ーベルには所属しません」と言って、自分のレコード会

社を作ってそこで販売する、それでも10万枚、20万枚売

れている訳です。その方が断然実入りが良いです。 

 というのも、レコード会社に所属して原盤契約をしたとこ

ろで、小売価格の 15％ぐらいしか入ってきません。ところ

が自分のレーベルから発売すると、小売価格の 50％ぐら

いの売上げが立ちます。もちろん、レコード会社なので、

プレス代、宣伝広告費、著作権使用料等の諸経費を負担

しなければならないのですが、それでもかなりの利益が

入ってきます。このように、安定した固定ファンがいるア

ーティストは、徐々にメジャー・レーベルを辞めて、自社

レーベルを設立する傾向にあります。 

 何故、比較的簡単に自社レーベルが設立することがで

きるのでしょうか。昔、レコード会社はレコードを販売する

ために必要な機能を全て持っていたのですね。つまり企

画、制作、宣伝、販売、製造、この機能を全部持っていた

のです。つまり、レコード会社は工場、営業所、スタジオ

を持っていました。アーティストも社員のように抱えてい

ました。 

 ところが 1960年代になると、アーティストのアウトソーシ

ングをし始めたのです。つまり抱えて過ぎたらコストがか

かるということで、プロダクション機能をまず外に出した、

さらにプレスや販売も外注で済ませるようになった、そう

なると工場や営業所は要らなくなる訳です。コストがかな

り抑えられます。 

 また、レコードというものは他社の商品を売っても、自社

商品の売上げにあまり影響がないのですね。なので、今

では他社の商品を受託販売するレコード会社は沢山あり

ます。ソニーミュージック、ユニバーサルミュージック、エ

イベックス、ビクターなど、多くのレコード会社が他社の

商品を販売しています。 

レコードを委託販売したい自社レーベルも、願ったり

叶ったりな訳です。営業所を北は北海道、南は九州沖縄

まで営業所を作るのは大変な訳ですよね。オフィスを借

りなければならない、営業マンや営業ウーマンを雇わな

ければならない。それが販売委託できるとなると、手数料

としてレコード売上げの 15から 18％を払えば、全国でレ

コードが販売できる訳ですから。 

 このように以前と比べると、はるかに自社レーベルを設

立し易くなったという環境の変化があります。また、ベテ

ラン・アーティストはレコード会社のディレクターやプロデ

ューサーの力を借りなくても、レコーディングして良い作
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品を創ることができます。つまり、制作面ではメジャー・レ

ーベルに依存する必要がない、自社レーベルでも、クオ

リティーの高い作品を供給し続けることが出来る訳です。 

 さらに自社レーベルの場合、利益率がとても高いです。

音楽配信で言うと、音楽配信事業者に原盤をライセンス

すると、売上げの 50％から 60％が入ってきます。これは

目茶苦茶オイシイです。メジャー・レーベルに所属してい

たら、15％ぐらいしか入らないのです。メジャー・レーベ

ルの音楽配信に関する原盤印税はとっても低く設定され

ています。 

 なので、自社レーベルで音楽を作って原盤を音楽配信

すると利益率は高いです。そうすると、将来、スポティファ

イのようなサービスが日本で開始される時は、自社レー

ベルを作った方が儲かるということになります。スポティフ

ァイやパンドラ・ラジオのようなサービスが日本に上陸し

た時に、事務所とレコード会社の関係がどのように動くの

か、とても興味があります。 

 自社レーベルのメリットとしては、発売日や小売価格、

内容などをある程度自由に決められることが挙げられま

す。つまり、政治的に制約されないということです。皆さ

ん、お気づきと思いますが、年末になるとメジャー・レー

ベルがレコードをバンバン発売します。年末にはボーナ

スが出るので、ボーナス商戦のために沢山レコードを発

売するというのは分かります。ただ、理由はそれだけで

はなくて、レコード会社の決算対策でもある訳です。なの

で、メジャー・レーベルはアーティストや事務所に対して、

12 月にベスト盤を出してください、新譜を出してください

とお願いする訳です。 

 ただ、アーティストや事務所側にもリリースのタイミング

はとっても重要です。ましてや、ベスト盤ともなるとリリー

スに慎重な態度に出るのも当然です。スピッツがベスト盤

の発売に抗議して「リサイクル」というタイトルを付けたの

は有名な話ですが、メジャー・レーベルの勝手な事情で

このような軋轢が生じることになる訳です。 

 最後にライブ・ビジネスについてお話しします。これは

原さんがお話したとおりライブをやってもレコード会社は

1 円も儲からないです。ライブというのは、先程のお話に

あったように事務所が仕切るものなのです。なので、レコ

ード会社に 1円も行かない訳です。 

 昔はアルバムの発売後に、コンサート・ツアーをしたの

です。つまりアルバムのプロモーションとしてライブでや

っている訳です。アルバムのプロモーションなので、ア

ルバムが売れたお金を制作費に注ぎ込みます。採算を

度外視した、とても贅沢なライブをやっていたのですね。 

 ところが今ではライブというのは、ライブ単体で利益を

出すような仕組みに変わっています。これは難しいので

す。バンドだとギャラは事務所の中で処理する、つまり、

赤字だったら事務所はバンドにお金を払わなければい

いのです。実際、そうしている事務所も多いです。 

 ところがソロ・アーティストだと、ドラムス、ベース、ギタ

ー、キーボード、コーラスを呼ばないといけないのですよ。

彼らは赤字だからってタダにしてくれる訳がないのです

よ。ギャラは払わないといけない。しかも「あご・あし・枕」

といって、ツアーに出ると食事代、ホテル代、交通費がか

かります。結構なお金が飛んでいきます。 

 冒頭でお話したとおり、ライブの売上げというのは上が

っている訳ですね。その一つの理由としては、コンサート

へのアクセスが容易になった、先程原さんがおっしゃっ

ていましたけれども、今はコンビニでも簡単に買えます。

昔は多分 30代、40代、50代の方は覚えていると思いま

すけれども、プレイガイドに並んだのですよ。それが今

ではもう機械を操作すれば簡単に手に入る。イベンター

の方も今のチケット制度でコンサートのアクセスが容易に

なったことは、コンサート・ビジネスにとって大きなプラス

だったと言っています。 

 コンサートのクオリティーが上がっているという現象も、

コンサート・ビジネスにとって追い風になっているかも知

れません。以前はコンサートで演奏するミュージシャンと

レコーディングで演奏しているミュージシャンは別人であ

ることが一般的でした。山下達郎さんのように、スタジオ

で演奏しているミュージシャンをそのままツアーに連れ

て全国を周るというケースもありますが、それは稀な例で

した。 

 ところが制作予算が削減したために、スタジオ・ミュージ

シャンの仕事が減りました。何しろ、予算内で制作するた

めに、アーティストはサンプリング音源を使ってなるべく

生演奏を控えるようになりましたから。すると、スタジオ・ミ

ュージシャンはちょっと暇になってくる訳です。 

 スタジオ・ミュージシャンというのは特殊な才能の持ち

主です。難しい曲を初見で弾きこなす腕前を持っている

人達です。皆さん、家に帰ってレコードのクレジットを見

ると分かりますが、日本のスタジオ・ミュージシャンの数は

少ないです。この曲もこの人、この曲もこの人、というよう

にプロのスタジオ・ミュージシャンは驚くほどのレコーディ

ングに参加しています。 

 彼らは今、コンサートに出演して、天才的なプレイを披

露しています。もうレコードと同じ音がライブで聴ける訳

です。これはファンにとっては堪らないです。チケット代

を 6,000円、7,000円払っても全然高くないのです。3,000

円のレコードは売れないのに、7,000 円のチケットはバン

バン売れる、面白い現象です。 

 ライブハウスについて少しお話ししましょう。100 人から

200人の収容人数のライブハウスがとても増えています。

そこにはドラムセット、スピーカー、アンプ、エンジニアが

付いているのですね。そうするとバンドは楽器を持って

行くだけでいい。とっても身軽に行ける訳です。 

 身一つで行って演奏する、コストもかからない、特にア

コーテスティック・ライブなんていうのは 1人か2人でギタ

ーを持って全国を回ればいい訳です。それで 1日に 10

万円、20 万円稼いで帰るというアーティストもいます。た
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だ、それをやり始めちゃうとただのドサ周りになってしまう

のですね。つまり営業主体になってしまって、メイン・ステ

ージに戻って来られるのかという問題があります。なので、

「この期間は集中的に東京でレコードの宣伝をしましょう」

「この期間はライブをやりましょう」というようにスケジュー

ルをきっちり決めて、ライブハウスやライブ・カフェを周る

中堅どころのアーティストが増えているそうです。 

 以上、音楽ビジネスが直面している問題についてご説

明しました。確実に言えることは、アーティストは大手の

事務所に所属しない限り、かなり厳しい状況が続くという

ことです。小さい事務所でも固定費はかなりかかります。

最低でも、マネージャーと社長とデスク、それからアーテ

ィストの給料が月に 100 万、200 万単位でかかります。ま

してや、レコード会社から事務所援助金が貰えない事務

所は財政的にとても厳しいです。そうなると、レコード・ビ

ジネスの依存度を減らし、冒頭の話にあったように音楽ビ

ジネスをライブやマーチャンダイジングに比重を移して

いくことになります。 

 ということで私の話は以上です。残りの時間を 3 人で、

座談会形式でやりたいと思います。後半は司会が原さん

になります。よろしくお願いします。 

 

Ⅴ 座談会～音楽業界のあり方と将来像 

 

原： ここからは私、原が司会を務めさせていただきます。

早速ですが、音楽業界で活躍する識者の方々に、現在

のこの業界についてどんな意見をお持ちなのか伺って

参りました。それを聞いていただいて、宗像、安藤両名

に色々とお話をしていただこうと思います。では早速1人

目お願いします。 

（ビジョンにて槇原敬之さんのコメントVTR） 

槙原： 安藤さん、宗像さん、原さん、こんにちは、槇原で

す。僕が業界に望むこと、それはこれです。（フリップを

見せる）『良い仕事』。 

 昔、あるテレビで臓器移植を必要とする 3 歳の女の子

がテレビに出てきまして、その子はホントに日々の痛みと

戦って生きていたのです。その子がですね、ホントに注

射とか、自分の痛みに、「痛い、痛い」って言ったのに、

あるひと時だけは痛みを忘れることが出来たのです。そ

れはテレビでモーニング娘。を観ている時だったのです

ね。で、「将来、何になりたいの？」と聞いたら「私はモー

ニング娘。になって、私と同じような大変な子たちに勇気

をあげたい」と 3歳の子が言ったのです。 

 そのときに僕は音楽って良い仕事だなって思ったので

す。だから色々な人が聴いていると思って、常に良い仕

事をしようと心掛けることが僕達にとって必要なことだと思

っています。 

（以上、コメントVTR終了） 

原： 僕や安藤先生も少しばかり槇原さんとお付き合いが

あるのですが、お聞きになって如何ですか？  

安藤： 槇原さんとは先日、一緒にお寿司を食べました

（笑）。この通りの素敵な方でいらっしゃる。キャリアも長

いですね。22 年ぐらいですか。ご存知の方も多いかもし

れませんけれども、槇原さんのレコードは事務所が発売

しているのです。ソニーミュージックに販売委託をしてい

ます。 

 自分でディレクションをして、自分で宣伝をするという、

全部自分でやっている訳です。そしてこのようにクオリテ

ィーが高い曲を創ることが出来る、今の主題歌（関西テレ

ビ『ゴーイングマイホーム』主題歌、「四つ葉のクローバ

ー」）も良い曲ですけれども、槇原さんクラスのアーティス

トになるとそういうことが出来るということで、私としては 1

つのアーティストの方向かなと思います。 

原： 宗像さんは？ 

宗像： この音楽の仕事に関わっている醍醐味というのは、

「良い仕事」に尽きると思います。彼が「小さな女の子の

言葉を聞いたときに感動して、それに負けないようしたい

と思った」という気持ちが、音楽のファンを広めていく一

番の原点ではないかなという風に思うのです。だから今

日のセミナーはこれに尽きるのだという感じを僕はコメン

トを聞いて受けました。 

安藤： 原さんは？ 

原： ホンマに時間が少ない中で、よくこのセミナーのた

めだけにコメントをくださったなという、感謝の気持ちで

一杯です。 

 例えばちょっと話が脱線するかもしれないですけれど

も、やっぱり槇原さんみたいにご自身でレーベルをやっ

ておられては事務所も個人事務所、即ち全ての意思決

定をご自分でされる、例えば今回みたいなセミナー、シ

ンポジウムがあるということに共感して槇原さんはコメント

をくださった訳ですが、安藤先生、普通、国民的歌手が、

こんな風にホイホイとコメントくれませんよね（笑）。 

安藤： くれないですよ（笑）。 

原： どんだけ人を介していかんとアカンねんと（笑）。 

安藤： 普通は、まず事務所のマネージャーに言うので

すよ。そしてマネージャーが「ちょっと難しいと思います

けど一応聞いてみます」って嘘をついてそこで終わっち

ゃう（笑）。ではもう少し関係が近いとどうなるか。部長や

社長に話が行って、「エー、ウチに何のメリットがあるの」

みたいな話になって、そこで体のいい断り方をされて終

わるのですね（笑）。なのでやっぱりここまでやっていた

だけたのは、原さんが直接、槇原さんを知っているという

こともありますけれども、槇原さんの人柄だと思います。

勿論、原さんの結婚式で槇原さんに歌ってもらったという

関係もすごいですけど（笑）。 

原： ハハハ。やっぱり独自でやっておられるから、意思

決定が非常に速い。恐らく槇原さんとか、先程矢沢さん

の例もありましたけれども、即断即決が求められる現代に

おいて、とても機能的なやり方だと思います。 

安藤： そうですね、特にテレビ、ラジオの世界ではちょ
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っと折り返しますと言っても 1日、2日待たされると「もうい

いや」って思ったりするのですよ。 

 音楽業界ってスピードが勝負なので、やっぱり意思決

定が遅れると、「この事務所はダメだな～」とか結局そん

な評価に繋がっていくのですよね。逆に速いと、この事

務所はとても頼み易いということになって、じゃあまた頼

もうということになります。最終的には音楽業界はかなり

の部分、人間関係で動いているので、そこを代表してい

るマネージャーとか社長の対応が遅いと、折角のアーテ

ィストのブレイクするチャンスが遠退きます。 

 これは本当にスタッフの力というのが大きくて、結局売

れたアーティストって、勿論自分の潜在的な能力が重要

なのですけれども、実際にはそれを我々が如何に発揮

させるかという仕事に尽きると思うのです。そういった意

味では槇原さんの事務所みたいにフットワークの軽いと

ころは、仕事がとてもしやすいと思います。 

原： 槇原さんの素敵なコメントをいただいたところで、続

いてこの方です。 

（ビジョンにてスネオヘアーのコメントVTR） 

スネオヘアー： 安藤さん、宗像さん、原さん、そしてシ

ンポジウムにお越しの皆さん、こんにちは、スネオヘア

ーです。 

 僕から音楽業界に一言ということですが、僕からの提案

はこちらになります。（と言ってフリップを出す）『多彩』。 

 音楽を中心に発信していくスタンスではあるのですけ

れども、音楽に付随する表現、ミュージックビデオという

のも音楽とは離れた一つの表現という気がしています。

演技をしたり、映画のサウンドトラックをやらして頂いたり

もしています。音楽とは直接にではないですけれど、別

のそういうカテゴリーでやらして頂くっていくことが、非常

に気持ち的にもそうなのですけれども、自分がベースと

している音楽に帰ってきて繋がっていくことになるのだと

思います。非常にこの点と点が繋がるこの感じがすごくよ

く見えてくる時代だなと思っています。その中でより自分

の表情っていうかですね、自分なりのオリジナリティって

いうものを出していきたいなと、そんな風に思っている訳

です。（以上、コメントVTR終了） 

原： という訳でスネオヘアーさんでした。宗像さん、お

聞きになって如何でした？  

宗像： 僕はいわゆる映画とかドラマの音楽を彼がやって

いるとは全く知らなかったのですけれども、あるとき安藤

さんに誘われて彼の奥さんの「ともさかりえ」さんが出て

いる映画を観に行ったら、サントラがすごく良かったので

す。「中々才能がある人がやっているな、誰だろう？」と

思って最後のクレジットを見たらスネオヘアーだったの

です。それでちょっと驚きました。こんなことも出来るのだ

と。彼は映画の中で役者としても出ています。確かにこう

やってCDが売れなくなっている状況で、音楽アーティス

トが役者をしていたり、絵を描いたりとか、音楽以外でも

才能を発揮している例もあります。 

 多分音楽が世の中に伝わるときには、ただ単なるシン

ガーソング・ライター、歌を歌うとかそれだけではなくて、

他のエンターテインメントや他のアートと結び付いて初め

て、世の中に伝わっていくのではないかと思います。 

原： そこは槇原さんとはちょっと違う立ち位置ですね。

槇原さんみたいに音楽しかしないという人もいらっしゃれ

ば、スネオヘアーさんみたいに多彩な面を見せるという

こともアーティストのあり方なのでしょうね、これからの。 

安藤： そうですね、事務所としては色々なことが出来る

方がプロモーションし易いし、仕事を取り易いですね。だ

からレコードだけというアーティストはとても羨ましいので

すけれども、でもこちらとしては、たとえば「サントラが出

来ます」あるいは「CM 音楽も出来ます」というと活動の場

が拡がって、露出が増えます。それがまた引いてはレコ

ードに帰ってくる、あるいはスネオヘアーみたいに演技

も出来る、司会も出来るということになるとテレビの仕事も

来るということになって、この世知辛い世の中にあっては

事務所としてはとても助かるのですね。 

 私が小学生や中学生の頃、ニュー・ミュージックやフォ

ークのアーティストというのはパックインミュージックとか

セイヤングとかオールナイトニッポンなどのラジオの深夜

放送のパーソナリティーをやっていたのですね。彼らは

ラジオの深夜放送で鍛えられて、さだまさしや谷村新司

とか目茶苦茶に喋りが面白いのですよね。そういうのって

たぶん、彼らの長寿の秘訣の一つになっていると思うの

ですね。 

 それはやはり多彩ということに繋がると思います。色々

な才能を持っているのであれば、それらを武器にしてエ

ンターテインメント業界で活かしていくというあり方もこれ

からは一つの模索すべき姿勢だという風に思います。 

原： という訳でアーティストサイドから意見を 2 つ出して

いただきました。続いてはこちらです。 

（キングレコード青地氏のコメントVTR） 

青地： 安藤さん、宗像さん、原さん、こんにちは。キング

レコードの青地と言います。さて、自分から音楽業界に一

言ということですが（フリップを出して）、『リスナーとファ

ン』、これを自分からは挙げました。 

 うちも AKB48 を始めとして、各ジャンルで色々なアー

ティストや色んな作品をリリースしていますが、それぞれ

のニーズに合った、求められた音楽だったり、作品だっ

たりを創ることが一番大事なことかなと思いますし、そうい

うことを継続することによって、この業界の発展や文化の

発展に繋がっていくことだと思っておりますので、リスナ

ーやファンを大事にしていこうと思っています。これから

もリスナーやファンとの関係性というものも一番に考えな

がら、仕事をしていきたいと思っております。 

（以上、コメントVTR終了） 

原： 安藤さん、これはメーカーさんからのコメントでした

けれども、キングレコードと言ったらAKBですよね。特に

AKB なんかも握手会を基本として直接ファンと接触、接
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点を持つところから実際 CD が売れるというような構造で

すけれども、いまの青地氏のコメントを聞いてどういう印

象を持たれましたか？ 

安藤： AKBは画期的な 1つのビジネスモデルを提案し

ていると思います。昔のアーティストというのは山口百恵

さんとか森昌子さんとか、私の世代で言うと桜田淳子さん

みたいなアイドル、つまりファンの手の届かない歌手とい

う時代だったと思います。今は握手できる訳です。私、桜

田淳子と握手したら死んじゃますよ（笑）。 

 昔はアーティストが遠い存在だとすぐ飽きちゃって、フ

ァンは次のアーティスト、その次のアーティストってなっ

ちゃっていましたが、今の音楽業界に残る秘訣というの

は、そのファンとアーティストの関係を如何に長く維持す

るかっていうことだと思うのですね。それを AKBはとても

上手に実現していると思うのですね。 

 我々も twitter、メルマガ、facebook とか色々なツールを

利用して、なるべくアーティストとファンの間を密にしよう

と思いますけれども、中々手間と時間が掛かります。だか

らAKBはそれだけの手間と時間、さらにお金を掛けてあ

そこまで構築したというのは一つ学ぶべき点ですね。

色々賛否両論がありますけれども、学ぶべき点はあると

いう風に思います。 

宗像： 僕は AKB が偶々テレビなんかで流れたりすると、

ずっと見てしまいます。今の青地さんはキングレコードで、

AKB で莫大な利益をあげている訳ですよね。キングは

他にアニメーションの主題歌でエヴァンゲリオンとか一連

のもので成功している会社で、今の景気の悪いレコード

業界ではかなり頑張っている所だと思います。 

 AKBはAKBで素晴らしいと思います。一方で今は売り

難くても、将来性を持っている音楽やアーティストを見つ

け出し、世の中に広めていくのがレコード会社の使命だ

と思うのですけれども、それをやっているキングは中々

面白いな、というのはこの前キングの他の人たちと話をし

て感じたところでした。 

原： ありがとうございます。では最後のコメントです。 

（吉田力氏のコメントVTRスタート） 

吉田： 宗像さん、安藤さん、原さん、シンポジウムにお

越しの皆さん、こんにちは。SEEZ RECORDSの吉田と申

します。音楽業界に一言ということで僭越ながら話をさせ

ていただくと、僕から言うと（フリップを出しながら）、この

『緊張感』ということではないかなと思っています。 

 僕はアーティストとの緊張感というのをすごく大切にし

ていると思います。勿論ライブが良いとか、音源が良いと

か、それは好きなバンドなので当たり前。その中で 100と

したら 101にするとか 110にするとか、120にするか、そ

の差がすごくデカイと思うし、それがマネジメントの仕事

だと思っています。 

 レコード会社も同様に、多分誰がやっても 100売れるっ

ていうこともあるでしょう。でも 120、130 というパーセンテ

ージに上げていくためにはレコード会社と密なコミュニケ

ーションを取らなければいけないですし、日々、戦わなく

てはいけない、「もっとできるでしょう」とレコード会社にも

言わなければいけないこともあると思うし、そういうものを

日々心掛けて、緊張感を持って 1 つでも良くなるように、

私は心掛けています。 

（以上、コメントVTR終了） 

原： という訳で最後は事務所さんサイドから業界への一

言をいただいたのですけれども、これは宗像さんが一緒

にコメントを吉田さんの所に行ったのですよね。SEEZ 

RECORDS さんは個人事務所で一番勢いがあるのでは

ないですか？ 

宗像： THE BAWDIESを抱えてここまで成功し、アルバ

ムが10万枚近く売れていて今年は武道館コンサートも成

功させ、来年はもっと大きい所を目指しているそうです。 

 僕は THE BAWDIESを最初に見たのは 4、5年前で、

本当に小さいライブハウスでした。お客さんは彼らのご

両親だけという状況。僕の長年の経験から言うと、素晴ら

しいマネージャーが付いているアーティストは成功する

確率がすごく高いです。例えば久保田利伸、MISIA、皆

本当に若くて力があって、正に戦うマネージャーですね。

それも外側で戦うだけじゃなくて、社内でアーティストとも

戦う、そういう人達が緊張関係の中で先に進んでいって

いるような気がします。 

 余談ですが、数年ぐらい前、まだTHE BAWDIESが全

然ブレイクする前の話です。吉田君が結婚して、そのパ

ーティーで THE BAWDIES の連中も皆居たので、私が

酔っ払って THE BAWDIESのメンバー4人に「頼むから

吉田を男にしてやってくれよな」と言ったら、その 4 人が

「分かりました！」と体育会系的なノリで答えてくれました。

そういうお互いの信頼関係も成功の大きな要素だと思い

ます。 

 吉田君に、「今こんなにレコード業界は不景気だけど、

どうなんだよ」と聞いたら、「いやあ、僕、景気のいい時を

まったく知らないんで、何てことないですよ」と。ただし、

ここまで来るまでにターニング・ポイントってあったハズ

で、それがきっかけになって彼らはグッと伸びた。それは

何だと思ったらやっぱりビクターのレーベルとの出会い

だったそうです。ビクターでやったことが大きかったと。

やっぱり今レコード会社に力がないから、大抵は皆事務

所に主導権を握られているのですけれども、上手にレコ

ード会社と付き合い、本当に良い関係ができると1足す1

が 2ではなくて、1足す 1が 3になったり 4になったりす

るということがあります。やっぱりそういう関係は、昔から

変わっていないなという気がしました。 

原： 宗像さんが大事なこと、全部喋ってしまいました

（笑）。 

安藤： 私は長く音楽業界にいてマネジメントの大変さを

身近に居て分かっていたので、ちょっと敬遠していたとこ

ろはあります。今、実際、自分がやってみると本当に大変

で、片手間なんかは全然ダメですね。うちのマネージャ
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ーなんかは本当に自分でバンを運転してミュージシャン

を乗せて、フェスの会場なんかに行く訳ですよ。ひたち

なかとか、徹夜なんか当たり前。レコーディングなんかも

本当に夜中までやる訳ですよ。 

 本当にマネジメントは大変です。苦労が絶えません。で

は何でやっているかと言うと2つ理由があって、まず1つ

は純粋に音楽が好きだから。音楽業界にいる人って全然

お金が入らなくても平気なのですよ。そういうものだから

と思っている、私もそういう風に思いますね。音楽業界に

入れただけでも幸せという、本当に皆音楽が好きでやっ

ています。 

 もう一つの理由としては、自分で育てた自分で一緒に

やったアーティストがブレイクしたときのその喜びってい

うのはとんでもない快感なのです。一生忘れられない、

多分 THE BAWDIES が今その快感に浸っていると思う

のですけれども、宗像さんは RC サクセションやクレイジ

ー・ケン・バンドとか、色々経験している、こういうのは本

当に体験した人じゃないと分からないですね。私も外部

スタッフとしてMISIA とか Dragon Ash とか体験していま

すけれども、本当にすごいですね。 

 それが最終的には音楽業界になくてはならないものな

のかなと。つまり色々丁々発止やっていますけれども、

最終的には音楽が好きで我々は生きていっている訳だ

から、初心に戻って良い音楽を愚直に作って愚直に売る

と。変なことはしない、とりあえず本当に初心に戻ってや

る、今日は JASRAC の寄附講座なので本当は権利の話

をもうちょっとした方が良かったかもしれないのですけれ

ども、音楽の実務の方たちをお招きして、思い切り実務

の話をするという私にとって冒険だったと思います。 

 音楽業界の中身をちょっと垣間見ていただきたいなと

いう思いで、それで今日のような企画を作りました。 

原： 2時間に亘りこの 3人でお送りさせていただいたの

ですけれども、じゃあ締めということで宗像さん、お願い

します。 

宗像： 4、5 年前の話になるのですけれども、あるピアニ

ストで高名な作曲家の方がネットの音楽系のサイトでイン

タビューに答えて、アメリカの状況を見ていると CD が売

れなくて音楽産業は壊滅状態で、同じ状況は日本にも間

違いなくやって来るだろうと。「もし今、自分が 10 代後半

で職業を選ぶとしたら、音楽は選ばないかもしれない」と

言っていました。要するにお金にならないからですね。 

 それはそれで一つの考え方だし、そういう人なのだと

思ったのですけれども、その数日後に同じようなウェブの

音楽マガジンで、メジャーの誘いを断り続けてインディー

に留まり、大きなセールスを挙げている若いバンドのリー

ダーが、編集者の「ここのところ CD とか売れなくて音楽

業界大変なんだよね」という言葉を受けて、「ということは、

今、音楽をやろうとしている人たちは、本当に音楽が好き

でやっているんですよね」と答えた。要するにお金が第

一じゃないということです。 

 私は、すごく納得しました。両方あっていいと思うので

すけれども、やはり、この 10年、20年というのは、まずは

お金ありき、ビジネスありきが先行し過ぎたのだという風

に思います。私が音楽に関わりはじめた頃は、お金だけ

ではないものを求める、違う情熱が業界の中にありました。

こういうピンチな業界だからこそ、ちょうど良い機会だから、

そういう原点に戻ってやり始めたら良いのではないかな

と思う訳です。 

 私は、決して今の音楽業界の状況は特別「悪い」とは思

っていないし、逆に、だからこそ面白いこと、新しいことが

出来るということで、若い人たちに期待したいなと思って

おります。 

原： 続きまして安藤先生お願いします。 

安藤： なぜ音楽業界の人は1997年、1998年の6,000億

円という最盛期を基準にして考えるのだろうか。そもそも

そこに基準を持っていっていいのだろうかという問題が

あります。私はやっぱり音楽業界に身を置く者としては、

本当に良い音楽を皆さんに一人でも多くの人に聴いても

らうことが音楽業界、音楽人の使命であって、それが目

標である訳です。だからまずそこを忘れないで、先程お

話したように愚直に素晴らしい音楽を作っていく。 

 ただし、私はアーティスト側にずっと立っている理由と

しては、最後に言いたいのはそれでもやっぱり法律はち

ょっとアーティストに冷たい、あるいは契約もパワーバラ

ンスもアーティストにとってとても厳しいものです。これ、

23年間業界で全く変わっていないことだと思います。 

 レコード会社がアーティストや事務所にとても不当な契

約を押し付けているという現状があります。私にはどうし

ても納得できないので、ずっとアーティスト側に立って発

言をしています。しかし、宗像さんが言うように、これはレ

コード会社だけでもダメだし、あるいはアーティストだけ

でもダメだし、あるいは吉田さんの話の通り、スタッフとア

ーティストが一体になって音楽を作って音楽を皆さんに

届けるというそういう基本がやはり一番重要だと思います。

なので、まずはその基本に立ち返って見つめ直すという

のがもしかしたら一番の音楽業界の再興への道のりの近

道ではないかという風に思います。 

原： ありがとうございました。という訳で改めて安藤先生、

宗像さん、スタッフの皆さんそれから今日コメントをくださ

った 4 人の方に皆さん大きな拍手をお願いいたします。

（拍手） 
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第３回 第二部 ダウンロード刑罰
化の問題点と今後の課題 

 
講演者：壇 利光（弁護士・Winny事件弁護団事務局長） 

小向 太郎（情報通信総合研究所主席研究員・  

早稲田大学大学院国際情報通信研究科客員准教授） 

司会：平嶋 竜太（筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授） 
 

 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ ダウンロード刑罰化を巡る諸問題 

Ⅲ 質疑応答 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

高林： それでは、これから第 2部を開始します。第 2部

ですが、今非常に話題にもなっておりますし、第1部でも

話題に登場致しました「ダウンロード刑罰化の問題点」に

関して、これから始めていきたいと思います。第2部につ

いても第 1 部同様に、平嶋竜太筑波大学教授に司会を

お願い致しますので平嶋先生お願い致します。 

平嶋： ありがとうございます。第 2部ということで、これは

「ダウンロード刑罰化の問題点と今後の課題」ということで

す。色々申し上げたいこともあるのですけども、私の方は

司会だけにさせていただいて、今日は、やはり主賓とい

うか、是非ともこの先生にお話いただきたいということで

お願いして関西から来ていただきました。大変有名な

Winny事件がございますが、それの弁護団事務局長をさ

れておりまして、インターネットの世界では非常に有名な

弁護士の先生であります、壇俊光先生にまずはお話い

ただきまして、その後、情報法の様々な分野について研

究をされておられます情報通信総合研究所主席研究員

の小向太郎先生から、情報法の観点から、ダウンロード

刑罰化をどう見るかということについてお話をいただく、

その上で、簡単に私の方で両先生へのコメントを併せて

申し上げさせていただいて、その後質疑ということです。

この法改正もちょうど本年10月1日から施行されましたの

で、「施行記念」というのも変ですが、それを踏まえて、こ

の刑罰化の問題について一言言いたいとか、あるいは、

壇先生とかに実務上の影響はどうなのでしょうというお話

を伺いたいという方も居られると思うので、時間の許す限

り、質疑とディスカッションの時間を取りたいと思います。 

 それでは、まず壇俊光先生に、ダウンロード刑罰化の

問題に関して色々お話いただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

Ⅱ ダウンロード刑罰化を巡る諸問題 

 

壇： 只今紹介に預かりました壇でございます。JASRAC

連続公開講座で私が喋るということが実現するとは、正直

思っておりませんでした。という訳で、こういう場所で皆様

にまた辻説法を働きかけようかなと思っております。多分

質疑応答の時間があると思いますので、皆さんの考えて

いることを思いきりぶつけていただけたらと思っておりま

す。では、参りましょう。私が喋る内容は、今回ダウンロー

ド刑罰化に関して、色んな面から見て、これ出来悪いなと

いうのが結論なのですけども、色んな立場から考えてみ

たいと思います。 

 まず、これですね。10月 1日から施行されまして、ダウ

ンロード刑罰化が出て来ます。コンテンツ制度の問題点

ですね。まず、何となくこの問題点について違和感を覚

えている所がありまして、それは何だろうと色々考えてい

ましたら、これ外国の題ですね。今までだったら、これ

『デジタルネイティブが世界を変える』1という本に書かれ

たことです。どういう風に今の利用者を捉えるかの大きな

視点が、かなりずれているのではないか、というところが

書かれていたので紹介してみました。ダウンロード刑罰

化の観点、進める方の視点というのは、どうも利用者に関

して「平気で盗む」とか、何かそういう感覚を持たれてい

るのではないかなと。ただ、そういう世代というのは、イノ

ベータでありカスタマイズを好み、コラボレーション出来

るのだと、そういうポジティブな考え方もあります。これは、

ある意味そういう考えに基づいて書かれている本ですの

で、全てその通りだという訳ではないですけれども、今の

利用者、視聴者、消費者、―僕、音楽の消費者という言

葉が結構好きなので、消費者という言葉をよく使います

が―それをどういう風に捉えるかによって、どういう法制

度があるべきなのかというのは、大きく分かれるのではな

いかなと思っております。 

 色んな所で色んな風に紹介されているので、もう今さら

だと思いますが、オーディオレコードの総生産額は年々

減少しています。これはその通りです。映画業界といっ

たら、あんまり変わらないのですね。すいませんが、そん

なに変わっていません、実は。では全部著作権者がネッ

トによって大損害を被っているのかと言うと、そうではな

い訳です。JASRACも実はそんなに変わらないですね。

そんなに減少してなくて、今回1つ試みてみました。日本

の形式的 GDP です。推移があります。この音楽というの

は、余暇に使う金額ですので、日本の GDP と相関関係

があるのではないかなと思って比べてみました。何となく

似ていませんか？これってダウンロード刑罰化とか、そう

いう問題よりも国の景気の問題じゃないのかなと、正直に

言えば思っています。 

 これは何か。レコードだけ下がっているのはどうして

か？というのは、これは音楽に関する消費シフトが起こっ

ているのではないかなと思っております。この消費シフト

の問題を否定する人は、多分居ないと思うのですね。媒

体で物を買う方、世代的にはもう少なくなってきています。

                                                                 
1 ドン・タプスコット著・栗原潔訳（翔泳社）2009 
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大学生以上とか言われていましたけど、一昔前は。今で

は、大学生もアルバム買わないのではないのですかね、

CD で。今の目から見ると、高価で、外国から売っている

ものよりも非常に高価であって、抱き合わせ販売とも言え

るようなアルバムの購入を独占的に行うという、そのビジ

ネスモデルというのは、ちょっと維持が大変になってきて

いるのではないかなというのが正直なところです。 

 その結果、今動画サイトのシェアというのが日経市場占

有率というのがありまして、YouTube とかニコニコ動画と

かのシェアが大きいのですね。これがどうなっているかと

いうと、2012 年には視聴数で言うと、80 パーセントがこう

いう動画共有サイトになっているというところです。動画

に関しては、こういう配信でものを売っているという、他の

サービスはあんまりマーケットに食い込めていないので

すね。そうすると、音楽業界としては、こういうマーケット

を潰しに行くのか、それとも、こういうところで食っていくよ

うに対応するのかというところが選択です。 

 一部のアーチストは、YouTube で新曲の宣伝をするな

ど利用する向きもありますが、全体的に見ると、何かこう

いうのを潰しに行こうかなという雰囲気になっているので

はないかなという風に思っています。 

 テンポ早いですが、立法過程の問題点に移ります。立

法過程の問題点というのは、実は「この本読んでくださ

い」で終わるのですね。日本の著作権法って段々厳しく

なっています。実は Winny 事件をやったときの幇助とか

コピーガードキャセンラーの処罰規定とか、ガンガン挙

がっていました。最初、著作権法では懲役 3 年以下とな

っていたのです。ところが、この事件が終わる頃には

1,000 万以下、もしくは 10 年以下の懲役ということにもの

すごく重たくなっていました。そういう重要な著作権法の

改正には色んな人が関わっているのですかといったら、

そうでもないですね。いつも似たような顔ですね。私、呼

んで貰っていません。多様性というのだったら僕を呼ん

でよと思うのですけれども、そうすると議論が多分紛糾す

るということで呼んで貰ってないのかなと思っています。

オープンな議論がされているかっていうと、あんまりそう

でもないのですね。著作権法がどうなっているのかとか、

著作権法がどういう風に解釈されているのかとか、意外

に弁護士でも知らないことが多い法律です。 

 このダウンロード刑罰化ですけど、元々ダウンロード違

法化の段階でもう出来が悪いのですね。今回、刑罰化で

皆驚いたって感じですが、私から見ると平成21年法改正

のときに、何で、これで法案が通ってしまったのかなとい

う気がしています。パブリックコメント7,500件で、ほとんど

反対だったのですね。平成21年法改正案への反対意見

は文化庁史上最高だったらしいです。しかもこれ行政手

続法違反な部分もあったりして、結構何かやっつけ仕事

みたいな形で法律が出来てしまったのですね。 

 これ、津田大介氏のインタビューに出ています。この問

題語るとき、津田君は外せない人物なので時々出て来ま

す。これに関して、ですね。当時何て言われていたか。

著作権侵害罪ほどに高くないと、違法性の程度が高くな

いと考えられるので、罰則の適用を除外していると説明し

ているのです。違法性の程度が高くないと言われた訳で

す。だから、要らないですね。これがわずか 3 年の間に

刑罰で処罰するほど違法性が高くなったのですか。違法

性ってそんなに変わるのですかねというところです。そ

れとも世の中が変わったのですかね。何も変わってない

と思います。その間に何があったのかというのは、私に

は謎です。 

 これですね、法制問題小委員会のヒアリングというのが、

ポコッと出ました。レコード協会を名指しで出していいの

かとちょっと悩みましたが、出しました。こういう意見、法

改正の検討をお願いしたい、刑罰化してくれという意見

が出たのですね。この法律が出来るときの参議院での岸

さんの発言ですね。この岸教授というのは、岸理事とか、

岸取締役とか、そういう方が分かっていただけるかもしれ

ないですけれども、ポジショントーク凄かったですね。レ

コード会社が正当に報われるようにしなければならない

と。アーチストが報われる、ではないのです。ここポイント

かなという気がしています。そして、「違法ダウンロードは

リアルの店で万引きするのと同じ」って言ったのですね。

えらい強気な発言です。 

 これ誰のための法律なのでしょうね、著作権法って。難

しいです。アーチストなのかレーベルなのか、流通業者

なのか。著作関連団体なのか視聴者なのか。これ、時々

議論で著作権の関連の団体は、我々を保護するっていう

話じゃなくて、何か著作権者を保護しようと言うのです。

確かに管理事業者なので著作権者ではありますが、創

作者ではない訳です。元々は創作者に利益を還元して

新たな創作を行ってくださいという法律のはずなのです。

ところが、あまりそういう感じになっていない、そこの議論

がされていないような気がしています。でも、文化の発展

って考えたときにアーチストは勿論そうですが、アーチス

トの文化、創作を認めてさらに創作していく過程というの

が必要で、そこには視聴者とか消費者、利用者という感

覚も必要ではないかと思っております。 

 当時の津田さんの別の講演ですね。彼はその立場、コ

ンテンツビジネスにおけるそれぞれの立場ということから

ステークホルダーの利害関係をスライドにしておりました。

クリエーターと著作権者、パブリッシャーとか、消費者ユ

ーザーというのは、それぞれ立場が違うのだということで

す。その均衡するポイントっていうのを最大化するのがコ

ンテンツ制度として良いのではないかということですね。

ここは、著作権者はコントロールを要求するのだというと

ころです。アーチストは、そんなにコントロールを要求し

ているかっていうと、そうではなくて、むしろ何か金銭的

欲求じゃないのとか、表現する場所が欲しいのではない

のとか、そういう感覚で彼は説いています。これは、全て

その通りだという訳ではありませんが、そういう感覚から
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考えている人も居るということです。 

 次、何が損害か。この損害の議論、色んな方とお話す

る機会はあるのですけれども、人によって捉え方が違い

ます。自分の意思に反する流通をしたこと自体が問題だ

と。著作権法というのは、自分が作ったものを完全に支配

したいという風なことを考えている人も結構います。自分

の意思に反して公開させられるようなことがあってはいけ

ないのだ、流通することがあってはいけないのだってい

う風なことを言っている人もいます。次に自分のコンテン

ツを利用するのに金が入らないのだと。ここが問題だと

いう人も結構いて、ここは中心的ですね。もう 1 つ、自分

の販売するコンテンツの売上げは減少するのだと。この

一番最後に関しては損害だという風な方が多いですが、

2 番目。自分のコンテンツの利用者から利益を得られな

いこと、即ちそれを損害だと。著作権法には損害の推定

規定ありますから、だからこれが損害で良いのだと。だか

ら、自分が関与するものからすべからく利益を得ないとい

けないという風なことを言っている方もいます。ハッキリと

は言いませんが、そういう風にしか聞こえないような発言

というのはよくあります。 

 最後の分、売上げが減少しているのかということに関し

ては、懐疑的な意見も結構あります。これは経済学者の

田中辰雄先生がしていたのですけれども、むしろ

YouTube とかがあったら、売上げは上がっているのでは

ないのっていう話です。こういう議論、こういう経済的な観

点からの議論というのは、今までされてきているのです

かね。むしろ私、権利者の人と話をすることがあります。

そうすると、アプリオリにダウンロードされている、だから

損害だという風な議論があります。でも、そこで思考停止

してしまっていいのですかね。そうすると、すべからく誰

かが利用するときに自分が金を得られないというのが損

害だという風な議論と変わらない訳です。 

 よく出て来る、何かスゴイ、ネット上でのファイル共有ソ

フトで 100 億の損害を被ったという資料がまことしやかに

出ていますが、これ実は Winny 事件の尋問で尋問対象

になっています。凄かったですね、尋問の内容。ダウン

ロード可能かどうかは確認してないそうです。中身が本

当にその音楽ファイルとか、そういう本のファイルとかマ

ンガのファイルとかいうのは確認してないそうです。「いく

らですか？」って聞いたのですね。そうすると「小売価格

が平均価格」だと、「じゃあ平均価格っていうのは何です

か？」って言うと、「何カ月かの間に売られた本の平均価

格をそのまま掛けたのです」と。「えっ、その本売れてい

るかどうかも分からないのですか？」って「はい」って、そ

ういう感じでした。これが出て来た 100億の根拠です。で

は市場価値が無くなっている本に対して平均価格掛けて、

それを損害と言って良いのですかっていうところですね。

こういう何か売れない本に関して何かのお金を得るという

のを認めないと、著作権法はおかしいとは誰も言わない

と思います。ただ、そういう資料が出回っていることは確

かなのですね。 

 ここでポイントですが、権利保護強化と流通強化とがあ

ります。人にとって意見は色々あるかもしれませんが、権

利保護強化というのは権利保護が緩いと創作者の対価

が得られなくなって誰も作らなくなる、ということか、そうで

すかねと。僕は結構これ懐疑的な立場です。他方で権利

保護が強いと新たな創作活動が出来ないというのは、こ

れは確かです、多分。何も作れなくなりますから、あまり

ガチガチにすると。ただ、こういう文化の発展という観点

全体から見たときに両方の側面からあるのですが、私が

聞くのは権利強化の方でよく聞きます。審議会とかで某

団体とかの方は、最後に「文化の発展のためにご協力お

願いします」みたいなことを言います。 

 そこで、こういうダウンロード刑罰化というのは、さあ全

国的な流れなのですかということですが、一部明文化さ

れている国もあります。他方で合法化されている国もある

のですね。城所岩生先生のブログより引用しますが、

人々が娯楽に費やす金額は変わってないことが判明っ

て、これポイントだと思うのです。音楽っていうのは、前は

お家で聞きました。共通の話題でした。今、携帯電話の

存在って大きいですよね。携帯代にお金使っていますよ

ね、皆さん。独り家で暗く音楽聴いているよりも、友達とし

ゃべっている方が楽しかったりする訳です。昔、車のGM

というのは、自動車の相手っていうのは自動車産業では

ないと。宝石やコートやそういうラグジュアリーなものであ

ると。これは、今回の問題についてもかなり参考になる意

見ではないかなと思っています。そういう風に人々が娯

楽に使うお金の中でマーケットシェアをどうやって取って

いくかという観点が、これまでの音楽に業界にあったの

ですかねと。音楽業界でも他のアミューズメント業界でも

いいです。そういう感覚あったのかなという気はしていま

す。オランダの調査ですね。これも城所先生のブログか

らです。 

 次、立法過程の問題点に入っていきましょう。これ各法、

内閣から著作権法改正の法案として出て来ました。これ

に対して審議はしたのですね。著作権法改正の部分。ダ

ウンロード刑罰化、その中に入ってないのです。どうした

かというと自民党、公明党が「修正しよう」と言ったのです。

「この点を修正しろ」って言って、その点に関する深い議

論は無いままに採決されています。そもそも文化庁とか

で聞くこともなく議論することもなく、この辺通っているの

ですね。何故かというと、結構ロビー活動があったと聞い

ています。どんなロビー活動があったか、ここであまり言

う気はしません。ただ、前回の違法化からそんなに法律

を変えなきゃいけないような世の中の変化はあったので

すかと。文化庁の中で検討して刑罰は要らないねという

とこで結論出たのを、ひっくり返す必要まであったのです

かという気はしています。 

 また違法ダウンロードというのが何か凄くあって、大損

害を被っているみたいな何か出ていた訳です。中立的
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立場の方とか関連する団体のヒアリングもありません。当

然私も何も聞かれていません。パブリックコメントの募集

すらないですね。今までのこういう多くの人が利害を関係

する法律に関しては、パブリックコメントを出してその賛

否を聞くとか意見を聞くというのをされていました。それ

すら今回はされていません。 

 日弁連は反対しています。何かシンポみたいなことを

やっていますね。こういう風に日弁連は早くから反対して

います。反対活動ということで UST があります。これ見た

ら小倉秀夫先生出ていますので、このときの内容も今日

来ておられるみたいですから、直接聞いてください。

MiAU（一般社団法人インターネットユーザー協会）も反

対ですね。ここポイントですね。摘発されるのは理解して

いない子供達ですということです。これが本当かどうかと

いうのは、後でちょっと検討します。その結果、反対空し

く出来てしまったのです。ダウンロード刑罰化に係る規定

の整備ということでできました。これは「2年以下の懲役若

しくは 200 万以下の罰金に処し、又は併科すること」とさ

れましたということなのですが、条文これほとんどダウン

ロード違法化の条文とよく似ているのです。だから問題

は、そもそもダウンロード違法化の段階でちゃんと検討し

なかったということなのです。 

 条文解釈上の問題点に入って行きます。まず前提で共

通知識を得ましょう。著作権という権利が無いってことは

知っていますかですね。皆さん、結構大雑把な議論され

ますが、著作権法の権利っていうのは、支分権の集まり

ですね。複製権とか公衆送信権とか貸与権とか、そういう

バラバラの権利をまとめて著作権と言っています。 

 権利ごとに保護の範囲とか保護期間とかが違うのです。

おまけに著作隣接権とか付いてきます。レコードに関す

る権利も著作隣接権だったりします。しかも著作権ごとに

結構ゴチャ混ぜな法律です。何か実体法はあるわ、行政

法はあるわ、刑事法はあるわって、中々何でも入ってい

る法律って少ないような気がするのですが、中々楽しい

です。複製権を例にしましょう。複製するもの、基本的に

真っ黒けです。何か議論では、グレーゾーンってよく言う

のですけれども、著作権法では、厳密に言うと、グレーゾ

ーンってほとんど無いです。複製に該当するものは基本

的に真っ黒です。その中に権利制限規定というのがあり

ます。権利制限規定に該当すると白くなるのです。私的

複製いうのは、その中の 1 つです。私的複製だったら何

でも良いのかと、そうではないと。まだ黒いところがある

のですね。これが黒・白・黒の中にあるのは、実はダウン

ロード違法化の話なのです。何かややこしいですね。 

 何となくバランスの取れたグレーとかでしたら、良いじ

ゃんみたいな話もあるのですが、著作権法はあんまりそ

ういう風なことを予定して作ってはいません。何故かと言

ったら、権利制限の一般規定が無いのですね。これフェ

アユースと言われます。だから、フェアユースって言った

瞬間には、俺のフェアユースみたいな方がいらっしゃっ

て、一言にちょっとずつ違うのですけれども、規定のある

アメリカのフェアユースの話をしましょう。権利制限規定

ばっかりあって、どれがグレーかとかどれが白とかって、

やっぱり漏れる所があるのですね。これに対して何か不

公正な利用行為はアウトです。公正な利用行為について

は何となく分からなくても、ケースバイケースで判断した

ら良いじゃないかと思うのですね。そういう風な規定を作

ろうというのがフェアユースです。これに対して色んな方

が大反対していまして、ここでは僕はフェアユースを推

進するべしという立場なので、果たして今度から呼んで

貰えるかなという立場であります。 

 このダウンロード刑罰化の条文上の問題点ということで

次当たっていきますね。要件は、端的に言うと有償著作

物等…、「等」というのは好きなのですね、法律家は。

「等」という中に本体よりも一杯色んな要素が入っていたり

することが珍しくありません。有償著作物等を著作権侵害

であることを知りつつ、デジタル方式の録音または録画

をした場合に成立します。有償とは何ぞやというのは後

で話します。著作権侵害であることを知りつつというのは

故意なのですけども、これで限定できるかというと、今ま

での刑事法から言うと難しいのではないかなと。何か刑

事処罰の世界では、人死んでしまうかもしれないけどい

いかなっていうのは故意なのです。殺人の故意です。同

じように考えて著作権侵害かもしれないけどいいかなっ

ていうのは、これ処罰対象なのですかね？微妙です。私

には分かりません。 

 次、デジタル方式の録音または録画をしたと書いてい

ます。これアナログ方式は含まないのですね。何かアナ

ログでやっている人たちにとってすごく不利かもしれませ

んが、デジタルに限定されています。ただ、アナログだ

ったら何でもいいのか。テレビを自分で録る、これはアナ

ログになりますね。対象外です。映画も同じように考えて

良いのかと言われて壇が良いと言ったって勘違いされた

ら困りますけども、映画は特別法がありますので、映画を

映画館で盗撮する行為はアウトです。絶対やらないでく

ださい。 

 この次、有償著作物です。録音され、また録画された著

作物、または実演等であって、有償で公衆に提供され、

または提示されているものを言うと。これ何かよく分から

ないですね。何に対して有償なのですかね。作るのが有

償だったら、ほとんど全てだと思います。自分で作ったも

の以外ほとんどアウトですね。提供する行為が有償だっ

たら良いのか。じゃあコマーシャル。コマーシャルってい

うのも、出す側にコマーシャル放映してもらう時にお金払

ったりしますよね、それじゃいかんのか。これは、貰う側

じゃないといけないのかとかありますね。売るときに1個1

個売らないといけないのか。1 カ月見放題は入らないの

かとか。あとCMはどうなの、広告料収入はどうなるのか。

分かりません。文化庁がどう考えているかというと、どうも

個別みたいなのですね。ドラマのテレビ、DVD で売って
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いると DVD で個別に売っていますよね。だから有償な

のだと。その瞬間テレビで放送されている分も格上げで

有償著作物になると。それまでは無償なのでダウンロー

ドし放題という、何か変な法律になる。この文化庁の解釈

が妥当とは私は思えません。文化庁の解釈を前提にす

るとDVDで販売された瞬間に刑罰の対象になるので、も

しダウンロードするときは DVD で販売されているかどう

かというのは絶対確認しちゃいかんと。確認した瞬間、故

意があるという話になってしまうのですね。お巡りさんに

どこまで通用するか頑張ってくださいっていう話になりま

す。何か変な話ですね。 

 有償制に関する裁判例。他の分野で言うと、実は裁判

所っていうのはすごく広く認めています。1 個はファイル

ローグ事件の高裁判決です。これも小倉さんに聞いてく

ださい。何か広告出しているから利益があるのだって言

われたのですね。何かえらい広いところで認めています。

これ、MYUTA 事件ですね。何か当初から流用化と拡張

が予定されていたって、それで有償性を認めているので

すね。何かすごく広く認めています。 

 次、録音録画です。録音というのは、音を物に固定して、

また固定物を増製することを言う、増製という言葉が耳慣

れないのですね。何か増やして複製するみたいなイメー

ジですね、どうも。結局複製か否かというとこで勝負にな

るのかなと思っています。ただ、複製か否かって結構難

しいのです。ストリーミングとダウンロードです。本来的な

ストリーミングというのは、ストリーミングのプロトコルを使

ってメモリに保持してプレヤーが利用したあとは捨てちゃ

う。これは本来的ですね。ダウンロードというのは、色ん

なプロトコルか分からないけど、配信サーバーとかで右

クリック対象保存みたいな感じでやるのが典型的なダウ

ンロードですね。ここは良いのです。でも、今の技術って

こんな世界ではないです。 

 じゃあ、まず前提としてメモリに保持すること自体が複

製ではないのという議論。これ実は昔あったのですね。

某音楽関係の団体の方が訴えた事件なのですけれども。

デジタルラジオ、これは実質メモリにあるのは複製だと言

ったのですね。これは、流石に裁判所は蹴りました。もう

叩き切ったという感じですね。一時的に保持するものは

複製ではないと言ったのです。これは地裁の昔の判決

ですけど、意外にいまだに実務的に使っています。では

複製、メモリだったら良いのだということを前提にしましょ

う。ではプログレッシブダウンロードはどうなのですかと。

これ難しいですね。情報処理の世界では、これプログレ

ッシブダウンロードって結構良い技術だと言われていま

す。便利だ、負荷分散にもなるし、プロトコル選ばないし、

ストリングサーバー買わなくていいと。有難いという感じ

だったのですけれども、これは見ているときに何している

かと言うと、裏側でダウンロードしているのです。ダウンロ

ードしたファイルを見ているのです。でも、ブラウザさん

がそれ勝手にやってくれるので、ユーザーはあんまり意

識しなくていいという技術です。誤解を生まないように、

どこまで正確に喋るかっていう話はあるのですけど、大

体そんな感じで技術を理解してください。 

 これはどうなのでしょうか、ニコニコ動画。これプログレ

ッシブダウンロードです。ユーチューブもそうです。これ

はどっちですかね。文化庁は違法ではないと言っている

のです。これ最初何か報道を聞いたときは、複製ではな

いと何か言っていたみたいです。複製ではないというの

は、どうも通用しない。キャッシュには結構長期間残りま

すから、これ一時的保持とは言い難いと思ったのか、今

度は 47条の 8 という規定が適用されると言ったのです。

ただ、著作権法コメンタールで当時文化庁にいらっしゃ

った方が書いているのですが、「違法配信される著作物

をその事実を知りながらダウンロードする利用する行為

は著作権侵害になるため、本条の適用を受けない」とい

う風なことを書いています。何ぞやと。 

 どこで分かれるのかと言ったら、47 条の 8 というのは、

受信するときに処理を円滑にしようというときは、キャッシ

ュで持っていて良いよという法律なのですね。これ平成

21 年改正で付きました。今までおかしいと言われていた

分が付いたのです。ただ、これは、「これらの利用又は当

該複製物の使用が著作権法を侵害しない場合に限る」と

書かれています。ではここで問題です。文化庁はどう考

えたのかです。文化庁は見る行為だと、見る行為に際し

て保存したのだと。だから、プログレッシブダウンロードも

47条の8の適用があるという風なことを言っているのです

ね。ただ、ダウンロードしたものを見ているのか、見るとき

に保存しているのか、これどっちなのでしょうかねという

のがあります。 

 ついでに、みなし複製規定というのがあるのですね。

次に掲げるものが21条の複製を行ったものとみなす。黒

白黒の関係で再び黒くなるのです。権利制限規定に該

当するその例外として黒くなるものに関しては、当該著作

物に係る同条に規定する送信の受信をしないで使用し

た場合。ということで、インターネットから切ってローカル

にあるファイルを閲覧するというのは、視聴するというの

は、これ該当しそうな気がするのです。この点も実は平成

21 年法改正のときに検討していましたが、言えば言うほ

ど何か黒くなってくるなと思って言わなかったものです。

政令もあります。ただ、実際に毎回毎回インターネットか

ら取りながら取る処理を効率化するために保存している

かといったら、実はYouTubeもニコニコ動画もそうではあ

りません、ここは問題。視聴に際してキャッシュをするの

か、複製したファイルを視聴するのか。僕には後者にし

か見えません。文化庁は前者に見えるそうです。次、2度

目の視聴行為。ダウンロードせずに視聴した場合は、み

なし複製に該当しないのか。これどうなのでしょう。私は

するとしか思えない。該当するとしか思えない。 

 結局、Winny 事件では無罪判決を取りました。その私

でも、このような事件でもし訴えられて検察官がちゃんと
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技術を立証したときに無罪取れますよとは言えません。

かなり難しいと思います。これだけ問題があったのです。

実は平成 21 年法改正のときからあったのです。でも、こ

の点について全く議論せずに立法してしまった、少なくと

もこの点については、明確に適法になるという余地を作

るべきではなかったかと思っています。罪刑法定主義っ

て知っていますかっていう話ですね。文化庁に言いたい、

明確性の理論とか知っているのかと。これが罪刑法定主

義だぞという風なことを言いたいですね。 

 ついでです。あまり言われてない議論です。刑法、国

民の国外犯。日本人が国外で行っても処罰されるという

規定です。刑法 3 条ですね。刑法施行法というのがあり

ます。「左二記載シタル罪ハ刑法第三条の例二従フ」とい

うところに「著作権法ニ掲ケタル罪」と書いてあります。著

作権法は、日本人の国外犯規定で処罰されます。そこで

どうでしょうと。オランダに行って、お友達と仲良くオラン

ダ人とファイルを視聴してみました。これ面白いからダウ

ンロードしよういうことでダウンロードしました。オランダ人、

大丈夫です。日本人、日本に帰って来た瞬間に逮捕され

るかもしれません。こんな頓珍漢な法律になっている訳

です。少なくともこの施行法のところは、僕は変えるべき

だったと思います、一緒に。何を議論するにしても。 

 次、ダウンロードして良いのか悪いのか。運用面の問

題に入っていきます。コンテンツのダウンロードが合法か

否かをどうやって判断するのか。文化庁はエルマークが

あると。エルマークを知っている人は何人いるのです

か？エルマークが、ダウンロードが可能なものの内、エ

ルマークが貼られているのは何個あるのですかねと。こ

れ誰か統計取ってもらうとすごく有難いですが、そういう

状況です。 

 次、捜査ってどうするのかですね。民事はまだ訴えて

文書提出命令とか、そういうのをチンタラやるから良いと

する部分があります。じゃあ刑法の場合どうなるか。まず

は、おそらくやること。違法なサーバー、アップロードを

見付けるのです。違法なアップロードしていたらダウンロ

ード履歴、そのログいっぱいありますね、そのサーバー

には。そこから追っかけて行く方向が 1つ考えられます。 

 もう 1 つは、度胸一発です。利用している人のパソコン

を実況検分します。何かダウンロードしていた、お前やっ

ているじゃないかという話ですね。どんな風なのか。イン

ターネットの偉い汚い話がありますが、汚い絵ですが我

慢してください。有償著作物の誰かがアップロードする訳

です。アップロードして、その公開サーバーに行きます。

じゃあ公開サーバーに有償著作物というのが置かれま

す。これを皆さんが各プロバイダを通してダウンロードし

てくれとゲット命令みたいなのを出すのですね。それを

ダウンロードしていきます。そうするとログが残る訳です。

ダウンロードしたアクセスログが残ります。で、ダウンロー

ド同じようにログ残ります。このログを追っかけていく方法

がまず考えられるということです。これですね。1人のアッ

プロード見付けました。ダウンロードしたものを IP アドレ

スを特定。何か最近 IP アドレスと言った瞬間、何か色ん

な思いがある人が一杯居ますが、IP アドレスです。その

プロバイダに照会する、それだけではダメなのですね。

勿論 IP アドレスがあれば、すべからく有罪ではないとい

うのは、皆さんもうご存じだと思いますので。そうすると現

場にガサを入れなきゃいけない訳です。ガサ入れて調

べてパソコン取り上げて、何かしているかと、自白するか

どうかってやる訳です。 

 もう1つ、滑り止め逮捕。こっちの方がちょっと酷いです。

別件でガサ入れるのです。何でも良い。とりあえずガサ

する、ガサで空振りしたら大変ですよね。そういうときに

パソコン調べる訳です。何かダウンロードしてないか、ダ

ウンロードしていたら、これは事件だ、お前これダウンロ

ードしているじゃないかと。偶々別件で見付かった。だか

ら、お前逮捕だという風なことも考えられます。これ非常

に困りますね。こっちはちょっと非常に辛いところです。 

 大量のダウンロードって、これはあるのです。1 回アッ

プロードしてもダウンロードは一杯あります。これダウンロ

ードした者を全員は多分立件できません。大変です。で

は誰か目ぼしい人のアップ、多分やるのでしょうね。色ん

な IPS に紹介して、あ、こいつみたいな。壇俊光みたい

なのあったら大喜びでしょうね。そこで引っかかるのは、

未成年者が多く立件される可能性があるということです。

子供を犯罪者にしていいのかなと。将来のコンテンツの

消費者だと思うのですけども、この人達が犯罪者になる

可能性が高い訳です。 

 IT メディアのところで久保利先生は、違法ダウンロード

に対する何たらかんたらと書いています。未成年者が 1

件か 2 件やるぐらいで立件するのは異常な捜査官の判

断だと。そんなことは無いと言っている中で、警察が適当

にサジ加減で逮捕して良いとか、そういうことを真っ向か

ら言っちゃったのですね。これ国会での話です。それで、

13歳の少年が逮捕されています。もう、もう既にこういう前

例があります。運用面が出来の悪い法律を運用でカバ

ーというのは、到底考えられません。 

 PC の遠隔操作と成り済ましです。もう話題ですね。「IP

アドレスがあるやないか、お前どうしてくれんねん」という

逮捕をしてくる場合もある訳です。 

 皆さんはお巡りさんに説明すれば分かってくれると思

っているかもしれません。しかし、お巡りさんの取調べっ

てそんな甘くないです。大阪市の東警察の恫喝の事件

ですが、これ偶々IC レコーダ持っていたのです。という

ことで、録音したので、その取調べの状況が明らかにな

った事件です。バーンと叩いて、「何か言え、こらあ」で

す。大阪です。東京やったら何ですかね。「何か言っち

ゃいなよ」とかなるのですかね、分かりません。こんな感

じです。別に大阪の弁護士をやっている限りでは、こん

なの全然珍しい事件ではありません。 

 （IC レコーダ再生）これがリアルな取り調べです。「殴る
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ぞ」って来る、こんなのです。民事と刑事は、全く違うとい

う話は理解していただけますかね。 

 次、幇助ですね。皆捕まえるのは大変だ。じゃあ、それ

に関わっているヤツを逮捕してしまえ。よく考えます。

Winny事件も 7年半以上かかりました、戦うのに。そのと

きに出来た最高裁の基準は出来がとても悪いです。例外

とは言えない範囲のものが、どうソフトを著作権侵害に利

用する蓋然性が高いと認められる場合。これによると、サ

ーバーの運用している人が違法ダウンロードに使われて

いるものが例外的でないという風なことを認識していた場

合は、サーバーの管理者は逮捕されるのですかね。こ

れと幇助の問題と組み合わせると、刑罰化というのはす

ごく大変なのですね。じゃあコントロール出来るのか、出

来ません。これ Winny 事件の大阪高裁判決なのですね。

誰か 1 人共犯者の人について告訴した場合、他の告訴

権者に対しても効力は及ぶと言われてしまいました。こ

れ不満だったのですが、無罪だったので上告できなか

ったのです。確定してしまいました、これ。という訳で、日

本で主観的不可分と言うのですけれども、そういうのを認

めた裁判になってしまっています。 

 URL 事件あります。これ凄いですね。最近決定があっ

たのですが、児童ポルノの URL を示す文字列を公開し

ました。そうすると、児童ポルノの公然陳列罪の正犯にし

たのです。幇助でもなく正犯だったのです。皆さんが面

白い音楽の URL を公開したら、音楽の公衆送信の正犯

になってしまうかもしれない。もしかして、さらにそうする

ことでダウンロードの幇助になってしまうかもしれない。こ

こまで来てしまっているのですね。何となくよく分からな

いと。これも第三小法廷なのです。これ3対2だったので、

さすがに最高裁判事でも 2人反対しました。よく分からん、

あとは 3人よく分からん。あと 1票みたいな形で有罪にな

っちゃったのです。 

 民事でも凄いです。まねきTV事件。ロケーションフリー

TVのハウジングサービスなのですけれども、これ何かテ

レビを公衆送信したとみなせるみたいなことを言っちゃっ

たのです。今まだ上告中ですかね。上告から戻って、ま

た上告しているという状況です。これは民事なのです。ま

ねき TV 事件は民事ですけれども、刑事っていうのは、

民事の世界以上によく分からない関係者をとりあえず処

罰してしまおうという動きがあります。そのときに大丈夫で

すかと、とりあえず僕呼んでくださいという感じですね。 

 結論です。法律の条文上問題多いですね。恣意的な

運用がされますし、裁判所も空気読めない可能性が高い

です。ダウンロード刑罰化自体の見直しが本来的には必

要だと思います。少なくとも使えるレベルまでちゃんと原

則と例外考えろというのは言いたいところですね。それ

が無理ならフェアユースやってください。今検討中です

が、再び検討して欲しいですね。今までフェアユースい

らないと言っていたのですね。個別規定以上に必要なも

のは無いと言ったのです。学者の先生が言いました。正

にこういうときが必要なのではないですかね、そういう実

例が出たと思っています。 

 次、間接侵害と幇助。今、幇助みたいな議論、要するに

間接的に著作権侵害にかかった人間がどういう風な場合

に責任を負うかということについても議論されています。

ヒアリングとかもあるのですが、間接侵害を広く認めると、

とりあえず悪いやつに対して訴えられるという有難味があ

る訳です。某団体を中心にあります。逆にこういう場合は、

フェアだという規定をちゃんと作ればいいはずなのです

が、そっちは反対みたいな雰囲気になっています。とい

う訳で、少なくともこういう場合はOKなのだと。 

 アメリカに関しては、ベータマックス訴訟の範囲とかあ

って、そこに関しては大丈夫だという認識があるのです

が、日本はありません。そういうことも法律でやるべきで

はないかと思っています。アメリカは頑張るのですね。何

かこういうオンラインに関する法律が作られようとしたとき

に、凄くアクティブな活動をしていましたが、日本は結構

だらし無かったです。 

 最後、さっきの問題について刑事法としての検討は、ほ

とんどされていないと思います。Winny 事件のとき、それ

でビックリしました。刑法の先生、何でも毒と包丁で話し

たがるのです。「Winny という毒がある」、何じゃそれって

言って飲めませんとか思ったのですが。著作権法の先生

に聞くと、「うーん、この事件、うーん、幇助。うーん、僕は

専門じゃないから」と言って、いや、専門じゃなくてもやら

なきゃと言って、そういう話になって来たのですね。という

ことで、刑事法です。もう著作権侵害というのは、基本的

に 10 年以下の懲役です。それに対してどこまで処罰の

対象になるのだ。何か著作権侵害。悪いヤツだけ差止め

とか損害賠償認めろとかいう訳じゃないです。悪かったと

思ったら刑罰の対象になる訳です。そして、「殴るぞ」っ

てやられる訳です。そういう風にして、良い範囲とダメな

範囲というのは、ちゃんと考えていくべきではないかなと

思っています。もう 1個、マーケットを踏まえた検討も全く

ないのではないかなということで、近代化していくべきだ

というのが私の意見です。以上です。 

平嶋： 壇先生、非常に面白いお話というか、「殴るぞ」と

いうのまで聞かせていただいて―中々ああいうのは聞け

ませんので―、貴重なお話をありがとうございました。 

 それでは、続いて小向先生にお願いいたします。 

小向： 今、ご紹介いただきました情報通信総合研究所

の小向と申します。 

 壇先生は Winny 事件で事務局長ですね。大変な有名

な方ですが、私のことは知らない方も多いかと思います

ので、ちょっと簡単に自己紹介だけさせていただきます

と、情報通信総合研究所というのは、情報通信分野の社

会科学系の研究を行っているシンクタンクの研究所で、

私はそこで法制度の研究をしています。あと早稲田大学、

実は私、早稲田大学の出身なのですけども、政治経済学

部を 1987年に卒業して 10年ぐらい前から色々な大学で
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非常勤講師させていただいたのですが、どうも卒業した

早稲田大学と学位をもらった中央大学は縁がないなと、

全然何か呼ばれることがないなと思っていたのですけれ

ども、何か去年、今年ぐらいからちょっと教えてくれない

かというお話いただいて、今は国際情報通信研究科とい

うところで客員の准教授をしています。何かそんなことも

あって今日呼んでいただいて大変感慨深いのですが。 

 今回、壇先生のお話にそもそも何を付け加えるかなと

いうのは、ちょっと悩ましいところでありまして、元々私、

別の学会で壇先生にパネルの基調講演をお願いして、

そこで少し議論をさせていただくという企画を 9 月にしま

して、そこに平嶋先生がいらっしゃって、同じようなことを

じゃあ是非、同じようなというか、ここでの議論をもっと発

展させて是非というお話をいただいて、「そうですか、で

は私も時間があったら、是非聞きに行きますよ」って言っ

たら、「いや、あなたも来てね」と言われたので来てみて、

ちょっと悩ましいところはあるのですが、少し違った視点

から少しこの問題をお話できればと思います。 

 これは先程申しました情報通信総合研究所のページで

す。宣伝です。先程平嶋先生が情報法を広い分野で研

究しているとおっしゃっていただきましたが、この本に全

般の紹介がされていますので、ご興味のある方は、是非

お手に取っていただければと思います。 

 ちょっと最初の方は壇先生と重なりますので簡単にしま

す。今回の改正についてなのですが、どんな論点がある

かと言うと、刑罰の対象とすることが良いのか、そもそもそ

ういう必要があるのか弊害のほうが大きいのではないの

か、そうではなくて実際にやっぱりそういう刑事罰をもっ

て抑制しないといけないのだと、大きくその2つの考え方

がぶつかり合っているのかなという風に思います。 

 皆さん申し上げるまでもないですけど、映画観に行くと

映画始まる前にカメラ人間の画像の最後です。これは前

の違法化のときに施行になったら、すぐこれ新しいバー

ジョンで、この「ダウンロードの違法です」っていうのが入

りましたね。素早いなと思って大変感心したのですが、結

構芸が細かくてカメラ人間は、こうやって取り押さえられ

ているのに、これはダウンロードしている女の子が「違法

だぞ」と言われて、「あ、びっくり」で終わっているのです

ね。これは私も授業なんかで説明するときは、よくこのビ

デオを使っているのですけども、これでは足りない。何が

言いたいかというと、これ結構アナウンス効果はあったの

だと思うのです。これはいけないことなのだということを浸

透させるために違法にしたことで、こういうことがアピール

できるという効果は、良いか悪いかは別にして多少あっ

たのだろうという風に思っています。 

 もう 1つ、壇先生のご説明で非常に詳しく話していただ

いたので、ちょっとコメントだけですけども、そもそも要件

が不明確ですねというか、何が対象になるのか、もしくは、

ならないのかということが曖昧だということはあるのです

けども、これはもう全く乱暴な私見ですが、これって背景

には、やっぱり苛立ちがあるのですよね、おそらく。何か

こういう社会的に認められている色んなデバイスへの複

製であるとか、もう大量に録画して自由に視聴するとか、

何か今までそういうことさせてこなかった人が気に入らな

いのです、多分。気に入らないのですけど、これはさす

がに違法にできないなと、私的使用だというか、私用だっ

たのですね、純然たる。何というか、刑罰化にするとき、

それから違法にするときも、何となくこういうものを根本的

に考えたり深く限定したりということが難しい苛立ちがある

のだろうなという風に個人的には思ったりしています。 

 それと刑罰の関係も、これも壇先生からもうすごいイン

パクトのある説明があったのですけども、私もこれ捜査機

関の謙抑性持つなと言うしかないのではないかという壇

先生のお話ありましたけども、実際に微罪の検挙というの

はしてなかったりする、これ何かというと、この人、山本夏

彦さん、コラムニストの。もう何かあまり読まれてないかも

しれませんけども、名コラムニストとして有名だった方で、

もう 10年近くなるのですかね、亡くなられました。先週が

命日だったのですけども。私この人のファンでこの人が

『つかまえる人とつかまる人』というコラムを書いているの

ですね。世の中には捕まる人と捕まえる人っていうのが

いるのだと。「いうまでもなく私はつかまるほうだから、い

まだに交番の前は虚心に通れない。いずれは罪を犯す

にしても、まだ犯していない限り、びくびくするには及ば

ぬというのは、つかまる人種の理窟である」と言って、ちょ

っと皮肉っぽく言っているのですけども。思うのは、議論

するときに厳罰が必要だっていう人は、自分が捕まるた

めって考えているのかなと。捕まる立場になることって考

えているのかなというのが、ちょっと思います。 

 ちょっと全然違う話なのですけども、今政府で税社会保

障に共通番号制というのを議論して今法案が国会にかか

っていて、前回かかって次に継続審議になっているので

すけども、その前段として個人情報の問題をきちんと議

論しましょうということで、個人情報保護ワーキンググルー

プというのを立ち上げて議論したことがあります。監督機

関が必要だとかいう、これ載っています。真ん中に立た

れているのは、堀部政男先生と言って私の指導教授で

す。座長やられています。そして、長谷部恭男先生、藤

原静雄先生という錚々たる方々で、これワーキンググル

ープとか作業部会って本当に作業するのかなっていう風

な偉い人たちばかりなのですが、ここに写っている後ろ

頭、これ私です。頭しか写してもらえなかったのですが、

ここで共通番号の目的外利用の刑罰をどうするかという

議論を結構していたのです。一度議論になったのは、共

通番号って今度一応見える番号を考えているので、国民

に配られるのですよね、配られる。本人確認にも使っても

いいよという考えが基本的にあるのです。本人に確認に

使ってもいいよと番号が付いているカードなんか、と言っ

ていて刑罰、これ目的以外に使われると問題なので刑罰

を足しましょうというので、最初出て来た案でこの番号を
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正当な権限が、法律上権限が与えられてないのに保存

したら、もうそれだけで直接罰を科そうという案が出て来

たのです。 

 そのときにちょっと議論したのが、それだと何か番号の

カードを作って、特別な意味はないです。ツタヤさんに

行って、本人確認書類くださいって言って見せて、ツタヤ

の兄さんが「念のため控えさせてください」と言ったら、そ

のお兄さんはいきなり懲役ですか。というので、私は強く

反対したのですが、そのとき議論になったのが、そういう

ことは法律で決めていてもあり得ないという議論が結構あ

って、本当かなと。その辺何というか、やっぱり何て言う

のか、私、「ああ、俺ってつかまる人だな」という風にしみ

じみ思ったりした経験だったりする訳です。何とこういうと

き捕まる方を心配してしまうのですよね、どうしても。 

 すいません。その辺ちょっと感想じみたことで恐縮です

が、先程名前が挙がっていたお二人は刑罰化に賛成す

る意見を出されていました。岸教授と久保利弁護士です

ね。こういった人たちが、ではどういう感覚で賛成をして

いるのかということを見ると、権利者の利益、これも壇先

生のほうが随分詳しく突っ込んだ解説をされていますの

で、何を利益と考えているのかということについてこんな

ことを言っていたという確認です。特に、コンテンツはな

るべく無料でいいというアメリカのネット企業などが作った

価値観がそのまま入って来ている状況で、日本企業が日

本型ビジネスを作っていかなければならない、そのため

にも市場を公正なものにしなければならない、何か刑罰

化と直接結び付かないような感じもしないでもないです

ね。何を利益と考えているのかというのは難しいところか

なと。さりながら、民事だけでは不十分ではないのか。民

事でこういう権利の実現とか法的な救済を求めるというこ

とがうまく機能してないのではないのかというのは、もし

かしたら理由があるところなのかもしれません。だから、

刑事罰を作っていいのか。刑事罰になるのかというところ

は、ちょっと後ほど少し見ていきたいと思います。 

 これも壇先生の説明とあまり変わらないというか、同じ主

旨のことを言っているのですが、賛成派の立場ってこうで

すよね。俺の権利なのだというか、権利者の権利なのだ

から、勝手に使われるのを止められて当然だと、犯すべ

からざる権利の保護なのだという立場だと思うのですね。 

 だから、絶対噛み合わないのです。何か経済的にどう

かとか、本当に全体の売上げとか伸びるのですかねとい

う議論に乗ってこない根本には、こういうことがあるかなと

いう風に思います。先程紹介ありましたリアルの店で万引

きするのと同じだという感覚とかは、正にそういう感覚だと

思うのですね。久保利先生は、得意な分野を例に挙げら

れています。いわゆる総会屋が刑事罰の導入で減った

のと同じように、違法ダウンロードが減るのだというような

ことをおっしゃっていたかと思います。 

 微罪、未成年が 1 件か 2 件やるくらいで立件するのは

異常な捜査官の判断だ、少数のダウンロードで立件され

るような事態にはならないと。先程も言っていましたけど

も、久保利先生、捕まえる人なのかどうか分かりませんけ

ども、ちょっと感覚の違いというか全くこういう心配というの

はないと言い切れるのは、ちょっとよく分からないところ

だなと思います。 

 従来の法的救済。違法複製物のダウンロードというのは、

いろいろ反対もありましたけれども、違法になっている訳

ですよね、すでに。これだとあまり実効性がなかったの

か。それ以前にアップローダについては、元々刑事罰の

対象にもなっていますし、民事的にも損害賠償請求等が

出来るという風に考えられていた訳ですけども、発信者

が分からないという問題が非常によく指摘をされて、こう

いう制度が出来ているというのは何となく皆さんご存じか

と思います。発信者情報開示の制度ですね。プロバイダ

責任制限法という法律で定められています。 

 この法律どういうときに IPS に対してプロバイダ等に開

示が求められるかというと、権利侵害が明確だという場合

だと。よく分からないときはどうかというと、開示しなくても

いいよと法律に書いてあるのですね、明確に。よく分から

ないときは開示しなくてもいいと。不安があったら開示し

なくてもいいという法律であれば、心配があれば、プロバ

イダとしては開示しない訳ですね。しないのが合理的な

行動な訳です。著作権の場合は色々と経緯があってガイ

ドラインなんかが作られて、例えばJASRACさん。これは

確かに著作権侵害だというお墨付きを与えてくれれば削

除したり、そういうことが容易にできるように運用が最初か

らされていますが、必ずしもプロバイダのほうから発信者

の情報が開示されている訳ではないというようなことは前

から指摘をされています。だから、裁判所に行く訳です

ね、開示をもらえない場合には。裁判所に行くと大変時

間がかかる、よく言われるのは、1 カ所じゃ済まない場合

もあるよねと。もう訴えられて 2 カ所になれば 2 カ月×2

カ所、2 カ月×3 カ所と、いつになったら解決するのか。

もしくは、解決といっても発信者情報が開示されてから訴

訟を起こす訳ですね、本来の訴訟。これは大変問題では

ないのかというようなことは、ずっと指摘をされています。

このあたりは詳しい弁護士の先生が今日は一杯来られて

いるので、後で会場からでも補足していただければと思

います。 

 ダウンロード違法化の方ですけれども、違法になりまし

たと。当初、違法にしてもダウンローダを探知する方法は

ないではないか。先程壇先生から刑事手続、捜査機関で

あればガサを入れたりとか、元々サーバーにあるログを

読んだりということでダウンローダに辿り着くことが出来る

と、それはもうおっしゃる通りで、非常にこれからどんなこ

とがされるのか興味あるところですけども。 

 実際にダウンロードしている人を特定して、その人にも

うダウンロード止めてと言ったり、損害賠償請求したりとい

うことは出来ないのではないのかという批判は、批判とい

うか心配、もしくは疑問、そういうことは最初からあった訳
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ですね。確かにそうだな。ただ、アナウンス効果はあるの

ではないのかなというようなことを言っていたら、やっぱり

色々考えるものですね。まず、Winny を利用している人

に対して、それはネットワーク上で解析ができるので、ど

んな IPアドレスの人がWinnyを利用しているかということ

が、その IPアドレスを基に、その IPアドレスを管理してい

る ISPに頼んで利用者に警告書を送ってもらおうというこ

とを始めた訳です。これもどのぐらい効果があるのか。何

て言うか、あんまりちゃんと公表されてないと思うのです

けど、やっぱり驚いて止めるという人は結構居たみたい

です。それは驚きますよね。「あなたWinny使っているで

しょう」っていうメールがいきなり来たら。ただ、その後使

い続けても何も無いということで、長続きしないのではな

いかという意見もあったようです。ただ、一応こういう取り

組みがされている。それから、囮ファイルを放流する実

証実験なんかもされていましたね。ファイル互換ソフトを

使っている人が、そのファイルを開けると警告が出ると思

うのです。何ていうか騙しのような。騙しなんていうとアレ

ですけども。こういうこともされていました。 

 申し上げたいのは、これ、まだ何かどっかが評価できる

時期ではないと思うのです。アピール、アナウンスもそう

ですし、警告であるとか、こういった実証実験をやってい

るというときに、まだそんなに効果を見極められる段階で

はないのではないかという風に思う訳ですが、一足飛び

に刑罰化になっていくという状況だろうと思います。 

 こういった問題の根本に特にアップローダの問題につ

いては、通信の秘密の問題というのが結構大きいだろう

ということで最近、ちょっとダウンロード刑罰化から離れる

んですけども、通信の秘密について少し話題になってい

ることがあるので、元々私のどちらかというと専門の関心

領域でもあるんで少しご紹介したいと思います。通信の

秘密については、そもそも通信の秘密ってどういう風に

保護されているのかということを確認したほうがよろしい

ですね。通信の秘密、勿論憲法の規定にも通信の秘密

を犯してはならないというのがあるのですけども、インタ

ーネットの世界なんかで一番強制力があってよく論点に

なるのは電気通信事業法の通信の秘密です。電気通信

事業法第 4 条、電気通信事業者の取扱中に係る通信の

秘密は犯してはならない。これを犯した者は 2 年以下の

懲役または100万円以下の罰金に処する。これは秘密に

関する罪の中では、そんなに軽くない方ですね。従事す

る者だったら 3年以下の懲役、200万円以下の罰金にな

る。電気通信事業に従事する者と。 

 思い出していただければと思うのですが、お医者さん

とか弁護士さんの秘密漏示罪って 6 カ月ですよね。それ

と比べても決して軽くはないということで電気通信事業者、

特に伝統的なコモンキャリアは、この電気通信事業法上

の通信の秘密を守ることには結構厳格です。何が通信の

秘密になるのかと言うと、結構これがまた広いのですね。

通信内容に止まらず通信当事者の住所、氏名、発信場

所等の通信の構成要素や通信回数等、通信の存在の事

実の有無を含むと。もう 1つ言うと伝統的には、発信者か

らの情報というのは、それを受け取った側の承諾があっ

ても通信の秘密として発信者が誰かというのは保護され

るべきだという風に考えられてきました。 

 こういった考え方を継承すれば、インターネット上の発

信者情報は例え通信の内容が周知のものであっても独

立して通信の秘密の対象となる。なると、これは私の方で

言っていますけども、伝統的な考え方によればという留

保付きです。ただ、こういうものがずっとされてきました。

ですから、パケットにある発信元の IPアドレスも通信の秘

密だという考え方で取られて来た訳です。 

 そうはいっても電気通信事業者の取扱い、取扱中に係

る通信の秘密な訳で、どこからどこまでなのいうことが問

題になる訳です。これネットワークを通っている間、何ら

かの事業者の取扱中に係っている間は、全部通信の秘

密だとします。ただ、通信って両端に当事者が居ますよ

ね。インターネットでサーバーにアクセスするというのは、

この端っこのサーバーにアクセスする訳です。このサー

バーに残っているアクセスログは通信の秘密なのでしょ

うか。この真ん中に、媒介している電気通信事業者のサ

ーバーに残っているログは通信の秘密です。多分争い

はありません。端っこはどうなのか、これ分からないので

すね。今は、こっち側にいるこのサーバーが電気通信事

業者の管理の下であれば通信の秘密じゃないかと言わ

れているのです。ですから、サーバーを運営している IT

企業が電気通信事業者であれば、そのログは通信の秘

密、ただのサーバー管理者であれば通信の秘密じゃな

いということになるのではないかと言われています。これ

はあまり結論が出ていません。多分出てないというか、素

直に考えればそういうことになるのだろうと思います。 

 こういう考え方を採っているので、最近、いくつか問題

になることがあって、ネットワークの事業者というのは、送

られてきたパケットに色々制御をして、最適なパケットの

伝送を実現するという意味では、経路の情報をある程度

使わざるを得ないところがあるのです。ですが、日本の

電気通信事業法に基づいて行うと、この帯域制御と言わ

れる、そういったパケットの流通の制限を必要最低限しか

出来ないと。怪しいパケットがあったら、伝送のし方を考

えるとか、そういうことも基本的にはしてはいけませんよと

いうのが、通信の秘密を所轄している総務省の考え方だ

と言われています。中々こういった帯域制御、アメリカで

行われているような、ネットワークエンジニアリングの技術

とかそういったものが使える範囲に差があるのではない

のかということが、懸念されたりしています。最近もうちょ

っと心配なのは、サイバー攻撃です。セキュリティ対策と

か、ネットワークで制御が出来るためには、ある程度こう

いったネットワーク上でのパケットの経路情報なんかを見

ておく必要があるのだろうという場面が出て来る訳です

けれども、日本の通信の秘密の考え方だと、原則として
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そういった情報は通信の秘密の対象で、それを見てオペ

レーションするのは通信の秘密の侵害であると。 

 ただ、業務上正当であって必要な範囲内であれば、正

当業務行為として違法性が阻却されるのだという考え方

が取られているので、結構、限定的にならざるを得ないと

ころがあるのではないかということが言われていたりしま

す。ここで最初に戻って、さっき発信者の情報は通信の

秘密だと申し上げました。よく考えたら、発信者の情報と

ここで言っているのは、ある IPアドレスをどの利用者が使

っているのかという情報です。ある電話番号を誰が使っ

ているかという情報は、通信の秘密でしょうか。違うので

す。電気通信事業者も、ある電話番号を誰が使っている

かということはプライバシー情報として厳格に扱っていま

すけれども、例えば任意捜査には応じているのです。そ

ういう意味では、通信の秘密とは若干違う扱いがされて

いるといっていいと思います。だけど、どの IP アドレスを

誰が使っているかという情報は通信の秘密だと言われて

いるのは何故かというと、これも考えてみると単純な話で、

今、世界のインターネット接続で一般の利用者がインタ

ーネットにアクセスするときによく使われているのは、

DHCP と呼ばれる接続方法です。Dynamic Host 

Configuration Protocol。つまりこれは何かというと、利用者

がインターネットに接続する度に新しい IP アドレスを割り

当てて、接続を確立している訳です。 

 1回1回接続する度に IPアドレスが変わると。だからど

のIPアドレスを誰が使ったかという情報は、個別に通信と

密接不可分に結びついているから通信の秘密だというこ

とに、あんまり争いがないのだろうと思います。さて、この

DHCP は何故こんな手順を組んでいるかというと、これも

皆さんご存じのとおりで、IP アドレスが足りないからです。

今の IPアドレスの主流である、IP（Internet Protocol）Ver.4

で使われている IPアドレスは 32ビットですから、大体42

億ぐらいしかアドレスが作れません。 

 全然足りません。ほとんどアメリカが使っていますし、ア

メリカの大学と中国一国が同じぐらいだと言われているぐ

らいですから、全然足りない訳です。そういう意味で、非

常に有効活用をしなくてはいけません。技術的にはちょ

っと色々な拡張方法などがあるので、単純には言えない

のですが、そういったこともあって、DHCP と言われる方

式が主流になっています。これも新聞やテレビのニュー

スなんかで流れているかと思いますが、現在、IP（Internet 

Protocol）Ver.6 への移行が進んでいます。これはどのぐ

らいの IP アドレスが確保できるかというと、340 澗（かん）

です。最初、読めなくて、340“じゅん“と読んで恥ずかし

い思いをしました。つまり、340兆×1兆×1兆の IPアド

レスが確保できております。そうすると、すぐに全てのユ

ーザーが IPV6 に行く状況ではないですけれども、固定

の IPアドレスが中心になり、しかも、1軒1軒の家庭だけ

でなく、デバイスごとに固定の IPアドレスになる可能性は、

そんなに荒唐無稽な話ではない訳です。そうしたときに、

ある日突然、誰がどの IP アドレスを使っているかは通信

の秘密ではありませんという世界になったとして、インタ

ーネットの風景がガラっと変わって見えるのではないかと

いう気がするのです。 

 特に、対捜査機関について。この辺はある日突然、今

まで秘匿されていたものが、オープンになってしまう。技

術の変化だからしょうがないと言っていい問題なのかどう

か。もしそうなってしまうのだとすると、発信者情報開示制

度はバカみたいな感じがしたりします。バカみたいと言う

と失礼ですけども、少し考える必要があるかなと思います。

もう1つ、話題になったもので、Yahooメールでインタレス

トマッチというのを始めますということをリリースしました。

これは何かというと、Yahoo メールの中のメッセージに含

まれているキーワードをスキミングして、それにマッチし

た広告を表示しますというサービスです。皆さん、よくご

存じの Gmail でやられているやつです。Google さんの

Gmail は一貫して、割と当初からそういう広告を出してい

ます。これをリリースしたら、総務大臣が、これは通信の

秘密の侵害ではないかというコメントをしたということで、

どうなるのかと結構注目されていました。「週刊ダイヤモ

ンド」さんでは、Yahooが敢えてやったのではないかとい

う趣旨の記事を出されていて、これには私もコメントして

いるのですけども、従来の考え方で言えば、例え受信側

がオーケーしていても、発信者の了解がなければ、通信

の中身は見られないというのが、通信の秘密の考え方だ

った訳です。電話の世界だったらそうだったのです。逆

探知をするときに、受信者側でもし承諾をしていたとして

も、令状無しでは出来ません。そういうことがあったので

すけれども、Yahoo さんは何と言ったかというと、通信の

秘密の侵害だったら止めますと。 

 だけど、Googleさんにも止めさせて、と言ったのでしょう、

多分。その後の様子を見ていると。どうなったかというと、

総務省としては、許容範囲にあるのではないのかというコ

メントを出さざるを得なかったようです。こういう新広告サ

ービスについて、かなり受信者側の選択を確保している

ので、これは通信の秘密の侵害に当たらないという考え

方を示しています。 

 ちょっとダラダラと話してしましたけども、通信の秘密に

ついては、私は今、問題は3つだと思います。1つはネッ

トワークの管理にどういった通信パケットの情報の利用が

許されるのかということを、ネットワークの安全度観点から

考えなくてはいけないということ。もう 1つは IPV6になっ

たときに、通信の秘密の考え方は変わらないのかというこ

とを考えておくこと。それから、この Google さんの問題と

いうのは、国外の事業者と国内の事業者の差の問題で

す。当初、総務省さんのコメントとして、Gmail はサーバ

ーが国外にあると報告を受けているのに、通信の秘密の

対象になりませんというのが出て、それはやっぱりさすが

にまずいでしょうと。そういうことを言うのでしたら、日本の

IT事業者は全部サーバーを国外に置きますよという話で
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す。実際にはエンフォースメント出来るかどうかという問

題なのだろうと思います。 

 話が少し逸れてしまいましたけれども、まだ時間がある

ようなので、もう 1 つ。通信の秘密は結構厳しくやられて

いるという、さらに話がずれてしまいますが、例としてご

紹介しておきます。携帯電話は色んな位置情報が取れ

ます。この位置情報というのも、実は 2 種類あって、通信

を確立するときに掴んだ基地局の情報、どの基地局を掴

んで携帯の通信を始めたか、という情報は通信の秘密だ

と言われているのです。ですが、端末に仕込まれている

GPSの情報、それから通信が始まる前に、携帯電話は基

地局とずっと通信しています。どこに居るのかというのを、

携帯事業者に教えなければいけないので、そこから分か

る情報というのは、ただのプライバシー情報で、通信の

秘密ではないと考えられているのです。だけど、総務省

さんの個人情報保護のガイドラインでは、通信の秘密が

あるかどうかは兎も角として、慎重に扱いなさいと。利用

者の同意を取ってから使うようにしなさいという風に言っ

ています。 

 これは良いことなのですけれども、かなり厳しいという

のはここです。捜査機関からの要請によって位置情報の

取得を求められた場合については、位置情報の取得に

ついて、画面表示や移動体端末の鳴動等の方法により、

当該位置情報が取得されていることを利用者が知ること

が出来るときであって、かつ、裁判官の発付した令状に

従うときに限り、提供できる、どういうことか。携帯電話会

社に、被疑者の位置情報を出してくれというときには、ま

ず令状を取りましょうと。令状を取って持って来たら、携帯

会社はその被疑者の携帯をルルルルと鳴らして、これか

ら捜査機関にあなたの位置情報を提供しますと教えて、

それで教えて上げるという風にしましょうといっていて、こ

れは本当にそうしています。 

 警察の方としては、それを知られたら嫌です。多分、す

ぐ捨てるし、逃げるしなので、警察庁の方からしたら、こ

の話はすごくし難そうでしたけれども、保護の観点から仕

方がない。結構厳しく運用されている例です。その一方

で、これも大分話題になったので、ご存知の方も多いと

思いますが、スマートフォンで色んなアプリをダウンロー

ドすると、中には勝手にそのスマートフォンの位置情報を

飛ばして事業者に送っているアプリがあるということ、こ

れは実際に報告されています。これを処罰する法律とい

うのは、現行法では結構難しいのです。個人情報保護法

で処罰するのはすごく大変です。通信事業者ではありま

せんので、電気通信事業法の規定でも中々処罰しにくい

ということです。携帯でやっているのだから、携帯事業者

を処罰すれば良いじゃないかというと、携帯事業者はア

プリを全部審査しなきゃいけません。そうするとスマート

フォンではなくなってしまいます。携帯電話会社が完全

にコントロールしている電話は、格好がどうでも、スマート

フォンでなくて、フィーチャーフォンです。結構悩ましい、

電気通信事業者かどうかで随分差分が出てきてしまって

いる例だと思います。 

 ちょっと雑駁な話だったので、まとめになっていないで

すけれども、最後にお話ししたいと思います。今回、違法

ダウンロードの刑罰化は、対象行為の拡大、恣意的捜査

の可能性といった欠点と比較して、導入したことによって

得られる利益がちょっと不明確ということは言えると思い

ます。そもそも導入を主張する側と反対する側では、著

作者の権利に対する考え方とか、捜査機関に関する信

頼に結構大きな違いがあると思っています。一方で、従

来から行われているインターネット上での法的決済の手

続に問題があるし、通信の秘密については、少し本質的

な見直しが、今後必要になるのではないかと、現在のと

ころ思っているということをお話しさせていただきまして、

私の方からは以上とさせていただきます。 

平嶋： 小向先生、ありがとうございました。内容のあるお

話をいただきまして、私の方で簡単にそれに関連するコ

メント、また勝手な意見等お話しさせていただこうと思い

ます。特に話すことは多くはありませんので、基本的に後

で申し上げさせていただく内容に含まれると思います。 

 壇先生もおっしゃっているような、この規定自体の問題

点と、実務的な運用の側面の問題点、それから実務的側

面を越えた問題として、どういう形で今後こういう規定がも

うすでに出来てしまったという前提でどう考えたらいいか

と、そういったところがある訳です。 

 それから、小向先生のお話にいただきましたように、ま

ず、そもそもダウンロードというものについて、違法として

評価するかということ。それから刑罰の対象にすべきか、

ということの評価がまだ決まっていないのではないかとい

うことをご指摘いただきました。また、別の観点で、インタ

ーネットの法規制という観点からすると、通信の秘密の問

題であるとか、IPV6 の話で、IP アドレスの数が飛躍的に

増えると世界が変わるのではないかとか、色んな問題が

まだ沢山ある中で、刑罰化に今踏み込むということがど

れだけの意味を持つかということにも、問題なのではな

いかとか、小向先生が捕まる人とおっしゃっていたように、

お話を伺っていて、私もどちらかというと捕まる側の人だ

と思いました。自分が配布資料に書いたことは、正に捕ま

る人の目線で書いているという気がした訳なのです。 

 先程、壇先生が、今回俎上に上っている、119条3項で

すが、条文の構造はここに並べた通りの話で、壇先生か

ら先程ご説明いただいたような話となる訳ですが、この太

字にしたところがポイントだということです。やはり、私もこ

の条文を見て、この有償著作物等とは何だということがよ

く分からないということがあります。そもそも、定義の所に

ありますように、録音・録画された著作物・実演等で、有

償で公衆に提供され、ということを言っているのですが、

これは著作物というものについて、つまり刑罰の対象に

するものは、録音・録画する対応を得ているということ、そ

れ向けに加工化されているということと、先程壇先生がお



＜秋 季＞早稲田大学ロースクール公開講座 

- 240 - 

っしゃったように、有償での提供・提示について違う読み

方もあり得ることを示唆されまして、私は素直にただ単純

に読みますと、有償での提供・提示というのがまずあると

思ったので、要はそういう提供・提示の対応と、録音の対

応を取っているということが、罰則の対象になるかならな

いかの分かれ目になるということで、そもそもこれは著作

権法という、著作物性があるものをどんなものであっても

保護するという前提で制度が出来ているという話だとす

れば、罰則を対象にするものというものを、この 2つの条

件をクリアしているものに絞り込んで何故罰則の対象に

するかという根拠が何も無いと思うのです。 

 だとしたら、私は決して次のような立場を賛成するもの

ではないのですが、例えばダウンロード違法化を罰則化

するのだったら、著作物の違法なダウンロードは何であ

れ、録音・録画されてなくても、有償でなくてもいいと、と

にかく著作物を違法にダウンロードすること自体が、正に

著作者としての権利を侵害しているではないかと。それ

は怪しからんから罰則の対象にするという論理を徹底す

るのであれば、それはそれで妥当性という点で大いに問

題があるという気はしますけれども、まだ理屈として一貫

性はあるような気がします。 

 そこで、有償の著作物等という訳の分からない概念を

出しているというのは、まず著作権の保護を理屈として成

り立つのかなという疑問が出てきました。結局これは著作

権を保護するための法整備ではないのではないかという

気がする訳です。119条 3項ということで、一応は著作権

法の傘の下にあるのですけれども、実は著作権法の実

体に係る制度、著作物を保護する制度ではなくて、著作

物を基に録音・録画された、それから有償で提供された

という加工物の、何やら分からない情報の加工物につい

ての保護法というのが119条3項の実体なのではないか

と思った次第です。 

 それから、もう 1 つ、関心としてありますのは、先程も壇

先生からご紹介いただきましたように、まねき TV 事件に

ついて最高裁判決がありますが、前にもJASRAC講座で

私はこき下ろしておりますが、あの事実関係を当てはめ

たらこんなことがあるのではないかと思う訳です。 

 ダウンロードの刑罰化が非常に怖いということは、典型

的には、正にまねき事件を刑事事件の世界に持ってい

けば起こるのではないかということです。 

 まねき事件というのは、ご承知の方が多いと思いますの

で細かいところは省略しますが、要は、テレビ番組の転

送サービスです。まねきの最高裁判決に拠りますと、転

送している行為自体が自動公衆送信権の侵害だと言っ

ている訳ですから、この発想によりますと、結局、ユーザ

ーが自分でロケフリを置いて預かってもらって番組を転

送したということで、転送してきたものを自分の家のハー

ドディスクレコーダーに録音するということも、これは正に

自動公衆送信権を侵害して録音化なされた著作物だと

言える訳です。もちろんデジタル式だということがありま

す。先程の有償著作物等というものがあるではないかと

いう話ですけど、これも先程壇先生からもありましたように、

例えば DVD 化されている映画を、テレビ番組でやって

いることもあると。 

 それを観たいけれども、例えば放送エリア外にいるから

転送して観たいということで転送して、偶々自分で観るつ

もりで録音・録画をしたということは、普通にある行為だと

いう気もするのですけど、仮にこういう行為をしたとしても、

先程の119条3項の要件を当てはめていくと、バッチリ当

てはまる可能性があります。知りながら、ということで、先

程のように、有償化された DVD ということで、商品として

売られているかを調べてはいけないということを先程教

えていただいたのですが、正にそういう話もあって、でも

DVD化されているということは、市場に行けば何々という

映画の DVDが売っているということは分かるということで

しょうし、転送なんて自動公衆送信権の侵害とは思わな

かったといっても、そんなことはない、まねき事件の最高

裁で民集にも公開されている、知らないはずはないだろ

うという話になりまして、そうすると正に、取り調べ室に連

れて行かれて、殴るぞ、と言われると、この人は刑罰を科

される対象になってしまうのかという気もする訳です。こ

れは非常に怖いことではないかと。 

 現実的な問題に引き寄せて考えると、この場合、刑事

罰の対象になるということも考えられなくはないかとか、こ

のような法制度を議員立法でわざわざ立法化した趣旨と

いうことを考えると、通常の社会的な感覚として見るとどう

なのだろうかというのが、やはり疑問として起こります。勿

論これを自分で観るということを超えて、例えば DVD に

焼いて、市販のものを買うより安いといって売りさばいて

いればまた話が変わるかもしれませんけれども、純粋に

個人が観るという場合でも、私的使用目的ということでも

刑罰の対象になり得るということですから、やはり非常に

怖い気がします。ただ、運用の問題があって、楽観論に

立てば、お巡りさんだって微罪を一々検挙する訳はない

という見方もあるし、そんな子供がやっているようなもの

を一々どうなのかということがあるので、いわゆる捕まえ

る人の論理でいえば、楽観論に立てば、この法制度でど

うだと言われても、個別が全部捕まる訳ではないという話

がありますし、先程言いましたように、現実の話を気にせ

ざるを得ないということで、現実はどうなのかということが

気になる訳です。 

 そういうので、私も実は正直なところ、この法律自体が

本当に個別を捕まえるようなことをやるのかという気がし

て、どちらかというと楽観論的な立場も採れなくもないの

ではないかと思っていたのですが、やはりそこへ来て最

近話題になっております、遠隔操作ウィルスの誤認逮捕

事件がボコボコと出てきたと。結構長い間拘留されて、自

白がどうこうという話が出てくると、あのような事件が起こ

ったということ自体、私自身、もうちょっとみんな危機感を

持って騒いでもいい話じゃないかと思っていて、下手を
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すれば国民総犯罪者になるような法律に近いのではな

いかという気もしています。スマホを使おうが、パソコンを

使おうが、偶々遠隔操作ウィルスが自分の周りの電子機

器に仕組まれてなかったということと、それを操作される

対象にならなかったというだけで、幸い私も拘留されてい

ない、ありがたいことだ、運が良かったという気がしてい

ます。そういう実態を考えますと、これはそれ自体が非常

に大変な問題で、警察の本部長の方とかが謝罪と言って

おられるのですが、そもそもゴメンで済んだら何とやらと

いう世界で、法制度に対する信頼の根幹に係る話ではな

いのか。本当は国会で調査委員会を立ち上げてやらな

きゃいけないぐらいの大変な話ではないかと、個人的に

は思っているのですが。 

 それはまた別の問題ですけれども、ただ現実的にそう

いうことが実務だということだと、罰則を規定する法律とそ

の運用の実務という話がセットで世の中の仕組みとして

は動いている訳ですから、いくら制度としてはそんなつも

りはないといっても、実務がそれに対応していないと、そ

れはもう暴走することになるでしょうから、やはり悲観論に

立って考えざるを得ないという思いがやはり非常に強く、

非常に危ないと現状では思っています。それをひっくり

返すような実務が今後また整ってくれば話は変わるのか

もしれませんけど、現状を考えると、ちょっとこれは大変

な話だと思っています。 

 ただそうは言っても、こういう出来の悪い法律が出来て

しまった以上、国会議員さんがこういうものを国会に持っ

て来てしまったら立法になってしまったということなので、

それは何とか封じ込めることが出来るのかということを考

えたりしたのですが、そうすると先程の要件がありまして、

これはあくまでも理論の話であって、理屈の話として考え

たら、先程公衆送信権侵害という事実も知りながらの話で

しょうという話ですから、やはりそこは法的な評価を伴うは

ずではないかということであれば、それは、本当はそう簡

単に評価できるものではないということです。先程、壇先

生にもお伺いしたりしたのですが、逮捕状を発付するとき

に、本当は資料の提出を裁判官が求めることが出来ると

いう規定があるので、実務レベルでやろうと思えば、公衆

送信権侵害という事実かどうかがハッキリとするものを持

って来いと、そうすれば、そこで初めて逮捕状を出してや

るという風にすれば、相当謙抑的に運用できるのではな

いかと思いました。が、実際にはそう簡単にいかないとい

うお話を伺いました。ただ理屈上はそういう運用もできる

のではないかと思いたいということです。 

 それから、姑息な話ですけれども、デジタル法則の録

音・録画という段階で初めて刑罰の対象になるということ

なので、ここで最終的に録音・録画の段階をまたアナロ

グ・デジタル変換をして、アナログで録音するということを

やれば、形式的にはこの罰則の要件は満たさないので

何とかなるのではないかということで、何とか現行制度の

弊害を乗り越える手段はないのかということも考えた次第

です。そうは言っても、最終的にやっぱり厳しいということ

がありまして、そうするとかくなる上は、先程もお話が出て

きましたように、一般的なフェアユース規定を設ける必要

性が、むしろこういう制度が出来たおかげで高められたと

言うことも言えます。これは逆に言えば、フェアユースを

推進する方の立場からすると千載一遇のチャンスだと。こ

ういう変な法律が出来たおかげで、フェアユース的な規

定を設けざるを得ないところまで来ている、益々そういう

状況が高まっていると言えると思っています。 

 そこは、行き着く先は、壇先生の最後のお話に非常に

一致した、正にそういう話になるし、逆にこれを使ってや

ろうじゃないかという風にも思っております。もう 1つ別の

問題としては、刑事訴訟手続が、インターネットの世界に

ついては、先程の通信の秘密とか色んな問題があります

から、少なくともこういうインターネットの利用に関する刑

事罰の手続きについては、何かもうちょっと慎重な運用を

捜査機関で設けていただくしかない、そうしないと歯止め

がないと思っている次第です。そういったところで、両先

生のお話と、私の勝手な意見ということで申し上げさせて

いただきました。 

 

Ⅲ 質疑応答 

 

平嶋： 時間が大分押していますが、10 分ぐらいあると思

うので、質疑ということで。 

帖佐： 久留米大学の帖佐と申します。今日は、貴重なお

話をありがとうございました。先程の壇先生のお話で、捜

査の場合に追いかけていくところで、いわゆるアップロー

ダ側の IPアドレスで追いかけていくというお話がありまし

た。IP アドレスで追いかけていく場合に、今回、規制する

と言われるハードディスクのダウンロード、もしくはお話が

あったプログレッシブダウンロード、そしてメモリで取り込

んですぐ消すと。これは文化庁でいえば閲覧ということに

なるのでしょうが、そこは IP アドレスからの追跡で、いわ

ゆる閲覧とハードディスクダウンロードの区別は付くので

しょうか。そこをお伺いしたいと思います。 

壇： 付かないです。提供するサービス側を見て、どうい

うサービスを提供しているか、どういうプロトコルを提供し

ているかを見て判断するということと、もう1つは現場に行

ってパソコンを実際に見るというのが必須だと思います。

だからガサが必要なのだと言われたときに、裁判官が、

ガサは要らないということはまず無いのではないかと思

います。 

帖佐： 文化庁の見解は当てにならないというお話だっ

たのですけども、仮に文化庁の見解で、主張は合法であ

ると、仮にそうした場合、主張は合法で、主張だけしてい

る人のところにも平気でガサが入って来るということに、

そのご意見ではなると思うのですけど、そういうことはあり

得るのでしょうか？ 

壇： 文化庁の意見を前提にしてというのが、かなり big if
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なので、非常に難しい答えになりますけれども、もし裁判

所が文化庁の言っている通りだということになれば、令状

は出ないでしょう。 

会場Ａ： 本日はありがとうございます。第1部、第2部と

続けて聞かせていただいております。コンテンツを提供

する側の事情はどんどん変わっているし、我々が入手す

る手段はどんどん多様化しているのに、法律は全然追い

付いていないのだと正直思いました。先程の、有償で提

供されているというのがどこまでの範囲かということなの

ですが、NHK が“NHK アーカイブス”という事業を始め

て、放送法の方でインターネット事業が正式に本格事業

ということになったので、オンデマンドで有料での配信を

始めました。ところがNHKアーカイブスは、NHKの支局

の端末で、無料で見られる番組が結構あるのです。そう

すると、番組によってはインターネットで NHK オンデマ

ンドを経由すると有料だけれども、NHK に設置している

NHK アーカイブスの端末で見れば無料だということがあ

ります。文化庁の見解では、これはどこにも当てはまらな

いのですけれども、これは果たして有償で提供されてい

るものになるのでしょうか。多分、今回土壇場で提案した

国会議員さんに聞いたら皆違うことを言うのではないかと

思うのですが、そこのところは如何でしょうか？ 

壇： 有償制度は僕も分かりません。僕も、分からないポ

イントを何故作ったのだという気はしますけれども、他に

も、1週間だけ無償とかやった場合に、1週間だけ有償著

作物じゃなくなるのかとか、非常に難しい問題が出てきた

りします。この辺は、フェアユースを作ってもらって、フェ

アでやってもらったほうが良いと僕は思います。 

小向： 一部でも有償だったら有償だとされることが問題

だと思います。結構抜け道がないというスタンスに、実際

の判断はなってしまうので、実際の利権が始まったところ

では、結構広めの方を採るのではないかと、個人的には

思います。 

壇： そうではないでしょうか。そういう心配があるのが問

題であって、それが問題なのだと思います。 

平嶋： 私もやっぱり広いのかなと思うのですが、NHK も

タダで見られる所もあるけど、受信機器を買ったら受信料

を払えという前提で見ると、無償を前提にしているけれど

も、一部フリーという理解になるのかという気はします。そ

こは中々難しくて、一概に言い切れません。 

壇： NHK の問題は、あれはコンテンツの対価ではない

ですから、視聴料は。視聴機器を置いている者はすべか

らく負担するという建前ですから、これが有償かどうかは

すごく難しい問題になってくるのです。 

平嶋： 放送法上の義務で、そこが今度はまた別の問題

で。他は如何でしょうか。逆の立場で、ダウンロード刑罰

化は素晴らしい法改正であるとか、そういった見解もあり

得ますし…。 

金子： 明治大学の金子でございます。私もダウンロード

刑事罰化には反対の立場なのですが、それはそれとし

て、壇先生にお伺いしたいのですが、著作権侵害に関し

て、ダウンロードの私的使用に関して刑事罰を科すこと

は問題があると私も思いますけれども、特定の行為に限

定をして刑事罰を科すべき行為というのがあるのか、そ

れとも著作権侵害全般に対して刑事罰を科すべきでは

ないとお考えなのか、その点についてご意見を伺いたい

と思います。 

壇： 基本的にマーケットが最大化する方向で考えるべき

だと思っているのですけれども、そのマーケットが壊れて

しまうような非常に悪質な行為については、ぼくは刑罰化

していいと思っています。これはフェアか、フェアでない

かで決めていくべきではないかと思っています。だから、

フェアユースということを最後に言っています。 

金子： 皮肉なことは、今回のフェアユースの導入に関し

て、反対する 1 つの意見に明確性の原則というのがある

と。この新しい刑罰を加えるときにも明確でなければいけ

ないという、皮肉な議論があったようですけれども。 

壇： その意見も聞いていますが、白くする方に曖昧で別

に悪いことはないと思っているのです。黒くする方に曖

昧だと困るのですが、白くする方には救われる方だから

良いというのは、これは刑法の一般的な考え方です。 

金子： と思って、刑法の先生に聞いたら、どうも刑法の

方ではそうでもないという。ちょっと確かめたくて 2 人ぐら

いに聞いたらそうでもないという話を聞きました。勿論、

著作権が広過ぎる実体の問題だろうと言われました。もう

1 つ、平嶋先生にお聞きしたいのですが、先程、有償の

要件が何故設けられたか分からないというご指摘があり

まして、私も疑問に思うのですが、それでも一応限定しよ

うとしている主旨としては、壇先生が報告された、何が損

害かというときに、実際に売上減少などが生じているとき

に限って刑事罰の対象とすると、そのような主旨として、

私的使用に関して刑事罰を加えるときにこのような要件を

介したのだという風に入ったものとしては理解すべきな

のではないかと思うのですが、そのような理解について

はどう思われますか？ 

平嶋： 実質的に損害が出ていないものまで罰則の対象

にするということがあるということは、理屈としては出てき

得るのかもしれませんが、単なる著作物だけだったらや

はり広過ぎだろうということもあるし、恐らく立法の要請が

されている、先程の議員立法の過程で、こういう立法をし

てくれとロビイングされた方の発想としては、彼らは有償

の著作物、具体的に言ってしまうとCDや、今日のシンポ

ジウムの一部でも出てきた商品としての音楽を売ってお

られる業界の方が念頭に置かれているのでしょう。そうい

った背景からすると、そういう絞込みで十分ということで、

こういう要件での絞込みをかけたのだという気がします。

著作権法の発想からいくと、経済的な損害があるかどう

かということは、侵害があったときの損害の額としてある

か無いかという話だけですから、まず著作権侵害かどう

かを評価するときは、有償の著作物かどうかは問題では
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ないような気もしていて、そうすると、刑罰を科すことを本

気でやるのであれば、有償かどうかを超えて、刑罰を科

すということでむしろそれが妥当かどうかで立て方で考え

ることがまずあると思います。 

 最初からこういった対象を念頭に置いているというつも

りで立法をやっているのでしょうけれども、却って分から

なくなっているような気がします。 

安藤： とても興味深くお話を拝聴させていただきました。

ありがとうございました。一部では、このダウンロードの刑

罰化の話も若干出たのですけど、メインとしては音楽業

界をこれからどうしていくかという話の中で、当然宗像さ

んの話では、音楽配信、特にインターネットラジオだとか、

あるいはスポティファイというものにシフトしていかなくて

はいけないという中で、ちょうど 2 部の話とリンクしている

と思います。コメントなのですけれども、必ずしも、音楽業

界が一枚岩で諸手を挙げて法律に賛同している訳では

ありません。私は当然、反対派なのですけれども、それ

は学者としてではなく、一業界人として反対です。多分、

音楽業界でも反対している人は沢山居ると思います。問

題なのは、その声が挙がらない、つまり団体の会員の声

をちゃんと拾わないで、とにかく違法化にしましょう、ダウ

ンロードを刑罰化しましょうという風になっています。これ

は 1998年か 1999年か忘れましたが、レコード会社が諸

手を挙げて CCCD を導入したときに、プロダクション 25

社にアンケートをとったのです。 

 そうしたら、ほとんどのプロダクションが CCCD は反対

だ、あれは良くないというアンケート結果が出ました。とこ

ろがそれが表に出難い。あくまでも、JASRAC だとか日

本のレコード協会といった団体がどうにかしてくれという

話で、必ずしも内部の声があまり反映されていないので

はないかという危惧を私は昔から持っています。それに

対してどうしたら良いかという話を、お2人の方から、私達

の声がどうにか届くような手立てはないか、パブリックコメ

ントを出せばいいという話かもしれませんが、私としては

忸怩たる思いで、法改正を見ている立場の 1 人としては

そういう感想をいつも持っております。 

壇： 僕もそういう声を是非引っ張り上げたいと思っている

のですが、どうも事情は竹島は日本の領土だという韓国

人をどうしたらいいかとか、そんなように聞こえて仕方が

ないのです。これは業界を中から変えるか、業界の外で

発言するかどちらかで、現実的に言うと、業界の外から発

言をしていくことしかないのではないかと思っています。 

小向： 今お話しいただいたことは、感覚としては分かる

ような気がして、考え方を組織化するときに、そういう意見

って振り落ちてしまっているのでしょう。それはいつも思

います。振り落としているから強い意見になって、強力な

発言力を持っている面があると。著作権について権利を

強めようという議論は割とそういうところがあって、私はイ

ンターネット上での責任の限定とか、大変興味を持って

研究をしてきたのですけども、どこの国でも著作権の救

済はやや強めです。 

 アメリカでは、名誉毀損については発言が組織化され

ないので、CDA という基本全部免責だという法律が出来

ています。それに比べると、デジタルミレニアム著作権法

というのは、妙にマニアックな法律になっています。あれ

はやはり意見の集約がある程度組織的だから成り立って

いるという面があると思うのですが、あまりにピンポイント

でまとまってしまうのは問題なので、これは声を上げさせ

て貰うしかないのかなと、当たり前の結論で恐縮です。 

平嶋： 安藤先生がおっしゃったことは、どちらかというと

音楽業界の中でもかなり急進派が割と一気に立法まで動

いて結果的に出来たという、そういうニュアンスが感じら

れたのですが、実際、音楽ビジネスの業界の中でも、急

進派が余計なことをしたとか、そういう認識も広まっている

ということなのでしょうか。そこは色々、一枚岩でない以

上、中々一括して言えないことかもしれませんが。 

安藤： 私はこれ、ちょっと本当にビックリしたというか、多

分業界の人でも、ダダダダっと決まったので、勿論、中の

急進派という人達は喜んでいると思いますけれども、実

際このような法律がこんなに早く成立するとは思ってなか

った人が多かったと思います。勿論、ロビー活動はずっ

と続けて、それも何となく私の中では、著作権 70年という

ような、そこまでのスパンではないかもしれませんが、少

なくとも、民事でダメだという括りが3年とか2年半というタ

ームでの運動では無かったと思うので、音楽業界の中で

もビックリしている方が多いというのが、私の実感です。 

平嶋： そうすると次の動きとして音楽業界の中で別の急

進派勢力、フェアユース推進論が出て来ると割と打ち消

せるのかなという気もしたりするのですが、そこまでは？ 

安藤： 音楽業界の中からフェアユース推進論は出ない

と思います。私や宗像さんが外から言うのは可能だと思

いますが、中からは、やはり見えない大きな力に押し潰さ

れて、多分声にならない声になってしまうと思うのです。 

平嶋： そういう意味でいうと、音楽業界の実体から見ると、

ある意味クーデターと言うか、かなり意味逆向きというか、

そういう側面もあると。つまり、もうちょっとちゃんと詰めて

時間をとってコンセンサスをとって手当てをするならそれ

なりのということ、それが大分スキップしているということ

なのでしょうか。今日は1部と2部で方向性が敵対するの

ではないかという話をしておりましたが、必ずしもそういう

ことではありませんでしたね。 

会場Ｂ： 急進派ではなく、どちらかというと、お話も伺っ

て、フェアユースの必要性、推進の必要性が出てきたと

感じている人間です。知的財産管理技能士の研修を行う

研修委員というのをやっておりますので、その動きの中

で、少し前に、文化庁の著作権課の方のお話を聞く機会

がありまして、今回の改正では、特に日本版のフェアユ

ースをやること自体を反対する訳ではないというようなこ

とをおっしゃっていました。 

 それは立法事実というのがあるのを皆さん、ご存知だと
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思うのですが、立法事実に合わせてやっていかなくては

いけないので、具体的に困っているこういうことがあって、

それを解決しなくてはいけないので、そういうのを言って

くれないと困るのだというやり取りがあるうちに、フェアユ

ースのような、何が起こるか分からない、将来どうなるか

分からないし、将来困ったことが起きたときのための受け

皿を作ることに対して、議論をしていく内に段々狭まって

いくということをお伺いしました。そんな形で立法している

らしいのですが、今後改めてフェアユースを議論してい

く、もしくは立法を推進していくということになると、どうい

う風にやっていったら良いかと思うのですけれども、もし

くは関わっていない我々みたいな人間が声を上げてい

って、それが届くようにするにはどうしたらいいか、みた

いなことなのですが、その点、お三方のご意見をいただ

ければと思います。 

壇： 毎回、フェアユース自体は俎上に上がろうとするの

ですが、毎回判をついたかのように反対が出るのです。

裁判官が不公正な判断をするかもしれないじゃないかと。

フェアユースだから、不公正といわれても。そういう風に

結構、審議会の情報がそうなっているのはあんまり知ら

れていないのです。出来るだけ取り上げて、色々な議論

を、マスコミも著作権なんてよく分からないみたいな話に

なっているので、一般的な議論まで引き上げるのが一番

重要ではないかと思っています。 

小向： フェアユースの議論は、今回多少入るのかなと思

っていたら、逆の方に行っちゃったという印象を皆さん持

っていると思うのですけども、これは壇先生が詳しいです

けど、元々検索エンジンの話とかを見ても、どんなものが

出て来るか予想はつかないけど、これは認めたほうが良

いよねというのが今後も恐らく出て来る訳です。なので、

作った方が、経済全体の活性化とか安全装置になるだろ

うと、それはもう皆さん思っているので、わざわざ言うまで

もなかったですけど、そういうのを真っ当に理論立ててい

くしかないのかなと、個人的には思っています。 

平嶋： 何回か前にここの JASRAC 講座でやったと思っ

たのですが、要するに、著作権侵害の評価はそう簡単に

決まらないという前提があって、本当はそこをまずはハッ

キリしてくれという話の方が強かったのでしょうけれども、

ただ、少なくとも、侵害にならない方向に曖昧なのは、先

程も壇先生がおっしゃっていたように一向に問題がない

はずでしょうから、むしろ条文上は形式的に当てはめて

しまうとすれば侵害にならざるを得ないという状態しかな

いというところを少し緩めるようなものが一般的にあれば、

逆に言うと、そこで少なくとも侵害かどうかの判断が漠然

となってしまうのですけど、刑罰化のところで侵害と規定

している以上は、そこがハッキリしない限りは直ちに刑罰

の対象に入らないというところで、多少はこのような立法

の悪い影響が弱まるだろうということです。 

 少なくともそこの評価というものが形式的に、現行の法

ですと、制限規定が黒・白・黒、とありましたけど、一応白

の領域に入るというところが今の場合非常に限定的なの

で、そこをもうちょっと外側の線がぼやけているぐらいの

ところがあっても、むしろそのほうが結果的に、黒・白・黒

になっているときに、今度は逆に黒に入るところもそれほ

ど広がらないという方向に持って行き易いのではないか

と思います。具体的な規定としてどうすればいいのかと

なるとまた大変な問題になるのでしょうけれども、一般的

な方向性としては、昔はあったほうがいいという話でした

が、今度はどうしてもなくてはならない、是非とも必要とい

う状態に来ている、段々そうなってきたと思っています。 

 以上で終わりです。お二人の先生には大変貴重なお

話をいただいて、また質疑も面白い議論を色々していた

だきまして、どうもありがとうございました。それでは第 2

部を終了したいと思います。ありがとうございました。 

（拍手） 

 

 

 

 

 
第４回 文芸著作物、連載漫画におけ
るキャラクターの著作権法上の保護 

 
講演者：ビッグ錠（漫画家） 

三田 誠広（小説家） 

報告者：長尾 玲子（日本文藝家協会） 

司会：富岡 英次（弁護士） 
 

 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 文芸著作物におけるキャラクター 

Ⅲ 連載漫画におけるキャラクター 

Ⅳ キャラクターの保護 

Ⅴ 質疑応答 
 

 

Ⅰ はじめに 

 

富岡： 弁護士の富岡です。今日は、キャラクターの関係

のことでやろうということで、漫画界、それから文芸界、文

学者の関係者に来ていただいて、クリエーターの側から

色々発信していただきたい、という風に考えております。 

 まず、今日の講演者を紹介させていただきます。最初

にまとめて紹介させていただきますが、まず漫画家のビ

ッグ錠先生です。代表作『包丁人味平』だとか『釘師サブ

やん』という、年配の方はご存知だろうと思いますが、そう

いうヒット漫画を描いていらっしゃいました。 

 それから、小説家でもあり武蔵野大学教授で日本文藝

家協会の副理事長でもあられる、小説家の三田誠広先

生です。『僕って何』っていう作品で芥川賞、その後、『い 
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ちご同盟』等、本当に多数のヒット作がございます。それ

から日本文藝家協会著作権管理部長の長尾玲子さん。 

 今日は、「文芸著作物、連載漫画におけるキャラクター

の著作権法上の保護」ということでそれぞれ話しをしてい

ただきますが、皮切りは文藝家協会の方から長尾様にお

願いします。その次に漫画、ビッグ錠先生で、最後に文

芸の三田先生、という順番でやろうと思っています。 

 最初に、私の方で、簡単にというか、皮切りでちょっとや

りますけれども、私の方については、レジュメを配ってお

きましたので、後で見ていただければと思います。 

 判例、学説で多少、整理して引用しておきましたが、と

にかくキャラクターについては、作家側からしても、出版

社側からしても、メディアの方からしても、何らかの形で

保護しなければいけないということは皆考えていると、だ

けど、どういう風な形で保護できるのかというところはそれ

ぞれ想いが違います。 

 裁判例の保護としても、最高裁の判例もそうですが、正

面からキャラクターという形では著作法上で保護は出来

ないという風な判示がなされている訳ですけれども、例

えばキャンディ・キャンディ事件にしても、それからポパ

イ・ネクタイ事件にしても、そこに載せておきましたが、実

質的に何らかの形でキャラクターを保護するにはそういう

判示になっている、という風に私は考えております。 

 ですから今後、それを正面から著作権法上保護が出来

るのかどうかということが、このシリーズの JASRAC の公

開講座の中でも、もう一回キャラクターの問題をやります

し、それから著作権法学会でも議論されていくことになる

と思っております。 

 その意味で、レジュメの最後の方にちょっと書いておき

ましたけれども、キャラクターの著作権法上の保護の問

題点というのはいくつかあると、そもそも著作物としてどう

いう風に特定していくのかというのがまず難しいというとこ

ろがあって、これは技術的な問題っていう側面もあるの

で、今後考えていこうという風に思っています。 

 いずれにしても、どういう形かでキャラクターを保護して

いくという場合に、「そもそもキャラクターって一体何だ」と、

確かにある程度のことは皆さん知っている訳ですが、実

際に例えば作家の方あるいは漫画家の方にキャラクター

の話を聞いていくと、「あぁ、キャラクターというのはそうい

う側面があるのだ」というのが結構ある訳です。 

 ですから、まず、保護しようとするキャラクターっていう

のは一体どうやって作られるものなのか、それで、作家

からするとそれはどういう風に保護して欲しいのか、ある

いは保護しなくてもいいのか、という辺りも含めて、まず

その辺りをドンドン出していきます。 

 あるいは、出版社側やメディア側から、同じように、そう

いう風なことを別の側面から話しをしていただいて、今日

はそれをやっていませんけれども、そういう形で、皆で考

えて、今後どういう風にキャラクターについて必要な保護

をしていくのか、あるいはしないのか、そこら辺を考える

まず第一歩を始めて行きたいという風に思って、まず作

家の側から発信したいということで、今日話していただく

ことにしました。ちょっと長くなりました。 

 

Ⅱ 文芸著作物におけるキャラクター 

 

富岡： それでは、まず長尾様、よろしくお願いします。 

長尾： 長尾でございます。とりあえず前座を務めさせて

いただきます。 

 スクリーンに映っておりますのは、川上弘美先生です。

朝日新聞の「オーサー・ビジット校外編」というので、普通、

オーサー・ビジットは小学校・中学校に行って現役の作

家の方が授業をするのですけれども、これは京都のイオ

ンモールで。 

 最初に川上先生の方から参加する小学生から大学生ま

でにお題が出ておりまして、川上先生の指定された川上

弘美著の 3 つの小説の中のキャラクター、登場人物を膨

らませてそれぞれにお話を書いてきてくださいというお

題を与えられた子供達が 20 人程集まって、それぞれの

作品を披露するというオーサー・ビジットをしたイベントだ

そうです。 

 それで、川上さんが、漫画だとコミケ（コミックマーケッ

ト）なのですけども、自分が作り上げたキャラクターを若

い才能で膨らませてくれるのは嫌ではないと思って初め

てやってみたら、大変に面白かったと。それでこれ、朝日

のウェブで、タダで見られる所で見られますので、皆さん

ご覧ください。10 月の朝日新聞に出た記事がそのままカ

ラーで出ています。1 

 今、そこに紹介されております『神様』ですが、これ、

1999年に芥川賞受賞第 2作でお書きになった『神様』を

福島の事故の後で『神様 2011』ということで書き直された

ものです。講談社から出ている薄い本で 800円するので

すが、これをお買いくださると印税の何割かが被災者の

所に義援金で行くそうです。 

 最初はそれ、ご自分でご自分の作品のキャラクターを

膨らませて違う作品にされているのですけれど、登場人

物は「クマさん」と「私」しかいません。自分が自分のキャ

ラを違う作品にしたということを踏まえてこのオーサー・ビ

ジットをしたのだと。 

 小説なんかのキャラクターというものが、このクマは名

前の無いクマなのですが、クマのキャラクターが、いわゆ

るキャラが立っていきます。というか、最初からキャラが立

っていて、引っ越してきたら引っ越し蕎麦とそれぞれに

葉書を 10枚配るクマが 3軒隣に引っ越してきたっていう

ところから始まるので、最初からキャラの立ったクマさん、

クマさんのキャラが立っているのですけれども、というの

があります。この記事は是非お読みください。 

 それから、文芸作品の中のキャラクターというのは、ア

イデアなので著作権が無いというのが一般的な解釈なの

                                                                 
1 http://www.asahi.com/shimbun/dokusho/authorvisit/outside/120930.html 
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ですけれども、でも、書き手の方が一生懸命考えた登場

人物であり、登場人物の性格を全部知っているキャラクタ

ーなので、著作権が無いといわれる文芸作品の中のキャ

ラクターで、いわゆるバンダイとかトミーとかいう感じの、

サンリオみたいなキャラクターグッズが作られるという例

も偶にはあります。 

 例えば、もう著作権切れなので良いだろうっていう話な

のですけれども、『たけくらべ』の美登利、これがストラッ

プになって売られていたり、例えば『にごりえ』のお力さ

んが便箋のキャラクターでこう絵になって出てきたり、と

いうことも起きてきます。 

 それと、お元気な現役でいらっしゃる作家の先生の、例

えば五條文学がドラマ化されるなんてことがあります。そ

うすると愛してやまないキャラクターが動く訳ですね、生

身の人間となって。 

 それで、この瀬戸内寂聴さんなのですけれども、一緒

にそのドラマを観ておりましたら、その『夏の終わり』とい

う作品の中の主人公の知子さんという女性がいるのです

けれども、「夏の終わりの知子は絶対にあんなことはやら

ない」と突然怒りだして、ちゃんと読んでくれれば分かる

はずなのに、知子はあんなことしないと。どうして彼のア

パートに行って突然足を洗うのだ、全然分からないって、

髪の毛を洗ったりもしない、逢瀬の時間が短くなるじゃな

いかって怒り狂っていたことがあるのですけれども、それ

は、自分の作品が変えられたことを怒っているのではな

くて、自分の生み出した知子さんというキャラクターの、

何て言うのでしょうか、そのキャラクターの人格が歪めら

れていることに対しての怒りだったのです。だから、そう

いうことも著作者の方からすると、キャラクターに対して想

いがある場合もあると思います。 

 それから、これは連載小説、新聞連載などの場合には、

毎日毎日書いていっていると、自分が生み出したキャラ

クターなのだけれども、キャラクターが勝手に歩き出すこ

とがあると皆さんよくおっしゃいます。 

 そうすると、宮部みゆきさんがおっしゃっていたのは、

自分はものすごく書くのですけれどもデジタル委託であ

ると、何故かというと、自分が考えたプロットで自分が考え

たキャラが動いているのだが、ある日突然勝手に喋りだ

し、勝手に歩き出し、勝手に事件が起きていって、自分

はキーボードの所にパッと手を置くと、手が勝手に動きだ

して、キャラクターは勝手に喋り、キャラクターが勝手に

事件を解決していくのだとおっしゃっていました。 

 だから、著作者にとってキャラクターっていうのはそうい

うものでもあるのだそうです。そうすると、それに著作権

が無いと言われるとかなり皆さんムッとすると思うのです

が、どうも法律家の中では著作権は認められず、単なる

アイデアだということになっているようです。 

 前にもこちらの教室でお話ししたことなのかもしれない

のですが、この 1 週間以内にもう一度ご相談があったの

で繰り返しお話ししますが、エンターテイメントですけれ

ども、『戦国自衛隊』という小説があって、皆さんはもしか

したら映画の方でご存知かもしれません。 

 これ、アイデアだからそれは全然問題にならないという

ことでお詫び状がきたのですけど、どうも納得できないと

著作権者がおっしゃっているのですが、現代の自衛隊が

訓練中にタイムスリップして戦国時代に行ってというとこ

ろまでそっくりで、タイムスリップして戦国時代に行くのは

良いよっておっしゃるのです。 

 で、なんで自衛隊員なのかって、そこを女子高生にし

ても良かったし、別にお医者さんでも良かったじゃない

かって、その自衛隊員がって、そのキャラクターまでそっ

くりで、「お書きになった方が現役の自衛官でいらしたか

ら」っていうのは言い訳にならないと言ってかなり憤慨し

ていらっしゃるのですけれども、ただ、お書きになった自

衛官の小説家の先生に言わせると、半村先生の『戦国自

衛隊』は信長には会ってないです。ところが、ご自分の

お書きになった自衛官、戦国スナイパー君は信長と会っ

ているのです。だからそこが違うと言うのですけれども、

それはストーリーのアイデアであって、キャラクターは同

じじゃないかっていう話で、ちょっと憤懣やる方ないので

訊いて欲しいというお電話を受けました。 

 それをお書きになったK先生はもういらっしゃらないの

ですが、著作権者の方が「ちょっとねぇ」っていう風にお

感じになっている例です。 

 そんなことで色々で、その「キャラが立ってくる」というの

は、やろうと思って立つものではないらしく、やっぱりそ

の勝手に動きだしてくる成功例が、いわゆる作品の中の

キャラが立つということらしいです。 

 色々、私共は著作権管理部ですので、こんな使い方を

しても良いですかという相談があります。そんなことを言う

権利は無いのですけれども、「伺ってはみますが、それ

はまずいのではないですか」と。 

 『泣いた赤鬼』の青鬼さんが町に出て皆に虐められて、

赤鬼さんが助けに来る話を書いても良いですかというご

相談があって、「うーん、伺ってみますけれど、ダメだと思

いますよ」と申し上げたら、I 先生の所のお嬢さんが「とん

でもないです、何ですかそれは」って言ったら、その相

談された方が「分かりました。じゃあ、鬼は止めます。兎

にします」とおっしゃるので、別の話を書いてくださいと

いう風に申し上げたこともあります。 

 何か、『りゅうのめのなみだ』とか、有名なお話はそうや

ってどんどんパロディーに、パロディーなら良いのです

けれども、勝手な続編が出来て行くということがよくありま

す。それはやっぱり、愛されているキャラクターで、愛さ

れている作品ではあるのですけれども、著作権は侵害さ

れているのではないかと私は思うのですけれども、法的

にはどうもそうではないらしいと、そこはやっぱり保護さ

れてしかるべきだと思います。 

 それと、○○先生のこの作品に対するオマージュです

っていうことがきちんとドラマのエンドロールとか本の冒
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頭とかに書かれている場合もあります。これはそれで良

いのかなと、ご挨拶が通っていればそれで良いのかな、

っていう風に今、世間一般的にはなっています。 

 時々、そのマナー…、ルールではないですね。マナ

ーからはみ出してしまって無礼だとか、失礼だとか、酷い

とかいう話になっていくようです。法的に根拠があるかと

問い詰められると無い場合が多く、タイトルとアイデアに

は著作権が無いということで切り捨てられてしまうことが多

いのですけれども、どうも納得できないという人側に、個

人的には立っております。もう少しかな。どうでしょうか。 

富岡： 良いですよ。 

長尾： 大体早口で言っちゃってネタが尽きちゃったの

ですけれども、これ、この先の方まで行くと面白いことが

書いてありまして、川上先生がクマとか、私とか、クマの

神様とか、そういうものを自分の小説のキャラクターだと

思ってお題を出したら、小学生の女の子が「野バラ」。 

 「野バラ」というのは、川上先生はキャラクターだと思わ

ずに書いていたのに、その子は「野バラ」を主人公にし

たお話を書いてきて、「野バラも呼んであげなくちゃ」っ

ていうような展開のお話になっていて、原著作者の川上

弘美先生が、目から鱗で、そんなつもりで書いたのでは

ない小説の中のキャラクターを、きちんとキャラクターとし

て受け止めて膨らませていってくれる若い感性があると、

そういうことはやっぱり、出会いだし、自分が生んだキャ

ラクターに対して新たな愛が湧いてくる、という風におっ

しゃっておられました。 

 オーサー・ビジットって割と上から目線が多いのですけ

れども、これは大変に面白い記事なので、機会があった

ら読んでみてください。キャラクターについて考えている、

まぁ、世間一般的には川上先生、若いとは言えませんけ

れども、何故か文芸家の中では非常に若手という風に言

われる部類に属しておられまして、若い文芸家の生の意

見が読めるという、評論ではない、良い機会だと思うので、

御享受ください。 

富岡： どうもありがとうございました。 

 

Ⅲ 連載漫画におけるキャラクター 

 

富岡： では引き続き、ビッグ錠先生、お願いします。 

ビッグ錠： 雨の中、わざわざいらしていただきまして、

どうも御苦労さんでございます。漫画家のビッグ錠と申し

ます。大体僕の読者はもう 60 辺りになって、定年退職し

ている辺りの方だと思うのですが、今日は、富岡先生の

お話しで、「ちょっとキャラクターについて喋ってほしい」

ということで来たのです。 

 最近、よくキャラクター、キャラクターって問題になりま

すし、そういう色んな事件が起こったりしているのですけ

れども、私は、著作権とか何とか、そういうことが今ほど取

り沙汰されてなかった頃、去年ですかねNHKの『ゲゲゲ

の女房』になっている、あの時に出てきた貸本漫画って

いう、そういう時代から描いていました。 

 その当時は、ほとんど原稿は買取りといって著作権もな

くて、原稿料を貰ったら終わりという時代だったのですけ

ど、そういう時代を過ごしているもので、著作権というもの

は中々肌にピンと来ないのですけれども、ただキャラクタ

ーという言葉が出てきたのは最近のことなので、昔はキャ

ラクターなんて言葉は無かったので、分かり易く主人公

は「主人公」と言っていたのですけれども。 

 この漫画で、特に連載漫画を始める時といいますか、

企画が上がってきてこれから連載をやるという時なので

すけれども、その時に、初めからキャラクターがある訳で

はないのですよね。 

 どういう話をするかとか、どういう世界を描こうかとか、そ

ういうところから始まってきて、それで色んな事を、私の

方からこういう話どうだろうか、こういう話ではどうかと、編

集者の人と色々、何回も何回も話しながら、そこでちょっ

と面白い話が出てきたら、一応それなりのプロットとか粗

筋とかを書いて、「主人公はこういう感じで」みたいなこと

で初めてキャラクターらしきものが出来てくるのです。 

 その時でもまだ話は、僕は最初、随分昔、ちょうどあれ

は『あしたのジョー』とか『巨人の星』が全盛期だったので

すけれど、『釘師サブやん』というパチンコの話をやった

ことがあるのです。僕は、貸本漫画で描いていたときは

若かったのですけれど、一時、描いてなかった時期があ

りまして、上京してきて、新しくマガジンで連載をやろうっ

ていう話しが来た時にはすでに 27、8だったかなぁ。 

 貸本漫画で一緒にやっていた川崎のぼるとか、その辺

の連中は大先生になっていまして、後からスタートしたの

で、当時、雑誌では大体スポコン（スポーツ根性もの）か

学園ものが全盛だったので、そういうものをやったって、

一流になっている連中が一杯居ますので、勝てることは

出来ないから、僕しか描けないものが何かないかなぁと

思っていた時に牛次郎という原作の人が書いたパチンコ

の話がありまして、それでパチンコの話をすることになっ

たのです。 

 僕は大阪の生まれで大阪育ちで、25、6まで大阪に、ち

ょうど東京オリンピックが終わるぐらいの時まで大阪に居

て、その後、神奈川県という所に移ってきたのですけれ

ども、パチンコなら僕は子供の頃から、商店街で育って

いましたので、パチンコの歴史じゃないけれども、昔から

あの世界を知っているもので、これなら他の人は誰もや

っていないし、私に描けるだろうなぁと思ったのですけれ

ど、大日本講談社の少年雑誌でギャンブル物なんていう

のは持つのかなぁという不安もあったのですが、ともかく

面白そうなので始めたのです。 

 原作を書いた牛次郎さんというのは、この人は純粋な

江戸っ子で東京育ち、僕は大阪で、しかもその原作を見

たら主人公は大阪人になっていたのですよね。タイトル

が『釘師サブちゃん』になっているので、「大阪じゃサブ

ちゃんって言わないよなぁ、僕は竜二というのだけどリュ



＜秋 季＞早稲田大学ロースクール公開講座 

- 248 - 

ウやん、リュウやんって言われていたし、太郎ならタロや

んだろうし、サブやんの方が良いんじゃない」って言った

ら、「じゃあ、それで行こう」みたいなことになって、まずタ

イトルが決まったのです。 

 それは割にスッキリいったのですけれども、それで主

人公が、釘師なんて世間は誰も知らないとこですし、パ

チンコだって、今みたいな時代じゃないですから、あん

な豪華な店がある時代じゃないですから、付近の商店街

みたいな所で、今みたいにあんなに台数も無い時代で、

手打ちの時代でした。 

 で、それをやることになってまず思ったのが、牛次郎さ

んっていう人はパチンコのメーカーに勤めたことがあると

いうことで、そのメカニズムといいますか、機械、その辺

が詳しいので、結構絵にするのに便利だったのです。 

 「果たして主人公をどうしようか」という時に、僕なんかは

結構子供の頃から、割合街の中に職人さんという人が居

まして、それから例えば、何て言うのかな、色んな職業の

人が芸みたいなものを持っていたのですよね。 

 それで、僕はよく、小・中・高校と遅刻王だったのです

けど、多分小学校の時に、学校へ行く途中で新築の家が

建っていると、大工さんが一生懸命カンナで削ったりして

いたら、それが面白くてじっと見ていたら、本当に透き通

るような鉋屑が一杯出てくるのを見ていて「すごいなぁ」

なんて思ったりして、時計屋さんの前へ行くと、分解掃除

って、懐中時計ですかね。腕時計か、あれを開いてピン

セットで部品をこうやって掃除しているのをガラス窓の外

から覗いて、まるで夢の世界へ行ったような、そういう感

じで見ていたのです。 

 そういう職人さんっていうか、そういう人が結構居ていて、

そういう人がかっこよく見えていまして、例えば地下鉄の

車掌さんなんかでも、切符を切るハサミを持っていて、あ

れをクルクルっと回したりとか、そんなこと別に仕事には

必要ないのだけれども、何か自分の仕事を楽しんでいる

ような、そういうところが結構格好良く見えたのです。 

そういう職人さんみたいなのが好きだったのと、釘師と

いうプロフェッショナルというか、こういう、あまり世の中の

ためにはならないけれども、なんかその道一筋でやって

行くっていう、この辺からこう、何かちょっと、キャラクター

みたいなのが出てきたのだろうと思うのですけれども。 

 これも、僕がその後『味平』とか連載やった時に、大体

連載を始めた頃ってあんまり人気ないのですよね。大体

途中から人気が出て来るという傾向が多いのですけど、

これはどういうことかというと、先程ちょっとお話しした、専

門用語で「キャラが立つ」って言うのですけれども、その

時分「キャラ」なんて言葉は無かったのですよね。 

 でも、描いていて何となく、僕の場合は特に、1 回目に

描いた時と 10回目を描いた時とでかなり顔が違ったりす

るのですよね、同じ顔は中々描けなくて。それは、それ

だけ自分では感情移入しているから変わるのは当然だ

ろうと思っているのですけれども、ファッションとか色んな

事を変えている内に色々試行錯誤で変わっていくので

すけど、ある所に来た時に、自然に描きやすくなった時

に、多分その辺のところが「キャラが立つ」って言うのでし

ょうけれども、何かそういうところから人気が出てきたりす

るケースが多いのですよ。 

 これは、勿論最初から、主人公が決まった時に、こいつ

はどういう境遇で、親はどういう仕事をしていて、どういう

育ち方をして、食べ物は何が好きで、嫌いでとか、趣味

は何でとか、色々設定はするのですけれども、そうやっ

て描いていても中々主人公がピタッと来ない。 

 というか、描いていても何かストーリーだけがドンドン進

んでいって、主人公がただそれに付いていくような雰囲

気の時期があるのですけれども、それが両方ピタッとき

た時に何かもう、それこそその主人公は勝手にこう「多分

コイツならこの場合こういうことをするだろう」とか、「こっち

へ行くだろう」みたいなことがハッキリ見えてきた辺りが

「キャラが立つ」と言うのだと思うのですけど、そこまでが

僕ら漫画家と編集者の一番苦しいところなのですよね。 

 それが過ぎれば果たしてうまくいくかという訳じゃない

のですけれど、とりあえず第一条件、そこまで行くのに色

んな大事な壁がありまして、そのキャラが立つのに一番

大事なことがもう一つありまして、これは、キャラを引き立

たせる役と言いますか、僕の場合は勝負物というのがす

ごく大きかったので、ライバルを作ると言いますか、考え

るのですよね、まず。ライバルというのは、結果的には主

人公を引き立たせる役目がある訳ですけれども、ライバ

ルが非常に強敵で、強くて、しかも格好良くないといけな

いのですよね。かといって主人公と同じような格好良さじ

ゃなくて、別の意味での、悪い役なのだけど格好良いと

いう、そういうライバルを考えなければならないのです。

これがうまくいくと主人公がまた引き立ってくるという、こ

の 2つで大体主人公のキャラクターのある部分が出来て

行く訳なのですけれども。 

 で、こうやって大体出来て行くのですけれども、そういう

キャラクターを、まぁ話が最初に戻るのですけれども、最

近のキャラクターの問題ということで言いますと、キャラク

ターという言葉で思い出すのは「キャラクターグッズ」とか

「キャラクター商品」とか、そういうのがある時期から言わ

れるようになってきました。 

 いつ頃からキャラクターという言葉が出てきたのかなぁ

と振り返って考えてみますに、やっぱり漫画のキャラクタ

ーが商品化といいますか、テレビになった時分はまだキ

ャラクターっていう言葉は出てなかった頃ですけれども、

マーチャンダイジングって言いますか、ノートになったり

とか、靴の所にキャラクターが入ったりとか、そういう商品

がやたら出てきた時代になりまして、何かその辺りからじ

ゃないかなぁと思って、まぁアニメの場合は結構初めの

頃からキャラクターという言葉を使っていたと思うのです

けれども、僕は古い漫画家ですのでキャラクターというの

は割合新しいアレになるのですけれども。 
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 漫画の場合のキャラクターと、それとは別に、例えばあ

るお菓子のキャラクターであるとか、あるイベントのキャラ

クターであるとか、キャラクターだけを考える、キャラクタ

ーっていう、この場合は絵だけですので意匠と言います

けれど、デザインといいますか、それを考える場合と漫画

の場合のキャラクターとは全然違うと思うのですよね。 

 そういう商品のキャラクターを考えるときは、もう目的が

決まっておりますので、その商品の特徴であるとか、お

客さんのターゲットはどの辺であるとか、色々そういう資

料が来ますので、それに合わせて売る商品の特徴であ

るとか、面白さであるとか、そういうものを聞きだして、そ

れでキャラクターを作っていくのです。 

 これはもう、絵作りというか、絵のデザイン、キャラクター

のデザインを、アイデアで勝負していくと言いますか、ア

イデアを色々考える訳ですけれども、漫画のキャラクタ

ーの場合は、とりあえず初めに話、ドラマ、物語があって、

その世界があって、そこで主人公がどういう風に動いて

いくというところで段々とキャラクターが出ていく、という所

が違う訳です。 

 雑誌で言えば、今はどのぐらいか分かりませんけれど、

僕の当時でも 20 本以上の連載漫画がある、これが大体

10 回ぐらい連載している途中であんまり人気が無いとド

ンドン、ドンドン落とされていく。そういう中で生き残って

いくためのキャラクターですから、かなりこれは運と言う

か、色んなものが偶然にこう、読者とピタッとしないと、ち

ゃんとキャラクターとして成り立たないのではないかと思

います。 

 そうやって出来ていく訳なのですけれども、キャラクタ

ーが成り立っていくっていう話がこう、進むにつれて、例

えば先程出た『釘師サブやん』をやった時に、誰もやっ

ていない世界を描くのと、もう一つ、僕は若かったという

か、何かやっぱり若いってスゴイのだなぁと思うのですけ

れども、物怖じもせず、大体その当時の漫画の主人公っ

ていうのは二枚目が多かったですけれど、アンチ二枚目

の顔にしたのですよね。 

 獅子鼻でやたら眉毛が太くて、何か変なキャラクターだ

った、醜男のキャラクターだったのですよ、これ。極端に

言えば半分ヤケクソでやったようなところもあるのですけ

れども、同じことをやっていたら絶対勝負にならないから、

とりあえず目立たそうじゃないかと、やっぱりパチンコの

釘師なんていうのはそんな二枚目ではピッタリこないし、

みたいなことで主人公の顔をやったのです。当時、他に

は無かったのではないですかね、そういう主人公が醜男

の顔っていうのは。 

 それで、それでも編集者がよく通してくれたと思うので

すけれども、別に文句も言われなく難なく行ったのです

けれども、後から考えてみると、その顔といい、大体ジャ

ンバーを着て、Ｔシャツでジーパンを穿いていて、靴は

スニーカーではなく運動靴。当時、何故か皆、底を潰し

ていたのですよね、後ろのカカトの所を。 

 スリッパみたいに履いていたのは、あれは別に考えて

描いたのではないのです。普通にそういうファッションと

してそういう部分を描いたのは、後ほど何かでそれを取り

上げられたことがあったのですけれども、そういうやっぱ

り、若い時に自分の世界っていうか、自分の感覚で描い

ていたのが自然にそういう風になっていたのかと思うの

です。で、今では当たり前なのですけど、ジーパンもノー

ベルトで描いているのですよね。そういうことも読者と共

通に、共感を持たれた一つだと思うのです。 

 そういうこととか、後はやっぱり、もう一つは、当時、既に

受験戦争が大変な時代でしたから、勉強、勉強みたいな

ことが始まっていたからだと思うのですけれども、そういう

時に自分の釘師なんてのは、もう世の中が認めてない、

ないけれども、何かそれに一生懸命になる男の世界って

いうのが、ちょっとゲリラっぽくて共感を受けたのではな

いかなぁと、これは後から思うことなのですけれども、どち

らにしても、一匹狼でアウトローという世界を描きたくてや

ったのが多分ウケたのではないかなぁと思うのです。 

 そうやって出来てきた「サブやん」っていうキャラクター

なのですけれども、これが、果たして二枚目で格好良い

『あしたのジョー』みたいな釘師だったら多分成功してな

かったのではないかと、結果的にそういう風に思ってい

るのですけれども。 

 という風に、漫画のキャラクターの場合はそれがキャラ

クターとして認められるってことは、これはその雑誌の、

当時『少年マガジン』が、今みたいなことはないですけれ

ど、何十万部か知らないですけれど、その読者の信用を

得て初めてキャラクターとして成り立つ訳ですから、例え

ばこのキャラクター、他の人がパチンコ物で同じようなキ

ャラクターを使って描いたりすると、ちょっと僕は頭にきま

すけれども、それは良い意味でうまいこと、例えばサブ

やんの弟であるとか、いわゆるパロディーとして成り立つ

ようなことでやってもらえるのなら、これはこれでまた広ま

っていいなぁという一面もあります。 

 一方で、キャラクターというのはオリジナルですから自

分独自の物を作らなければならないのですけれども、た

だ個性的な独自の物だけだと、それを作れば成功すると

いうことではなくて、独自な物なのだけど、読者と共通す

る何かが無いとダメなのですよね、普遍的といいますか。

この独自な物を持っていながら何かそういう普遍的なも

のも持たなきゃいけないという矛盾があるのですけれど

も、この辺が中々うまくいかないのです。 

 その成功した例なのですけれども、『包丁人味平』とい

う漫画をやったときも、まだ料理漫画は誰もやってなかっ

たので、私も大阪育ちなので、くいだおれの街で育って

おりますので、食べ物の事なら何とかなるだろうみたいな

ことで、これも同じように職人の世界だし、ということで、自

分の描き易いところで描いていったのですけれども。 

 こういう、この一つのキャラクターが出来るのに、色んな

背景があると言いますか、バックに色んな事があるという
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ことを、世の中の人っていうか、やっぱり一般に知っても

らえれば多分簡単にこう、そのキャラクターを使ってどっ

かで金儲けをするとか、そういうことは起こらないと思うの

ですけれども、そのためには何かの形で法律的に保護

してもらいたいという一面もある、ある一方で、そういうキ

ャラクターを使って、さっきの川上さんの小説のアレじゃ

ないけれども、色んな別の物語を作ってくれるとか、そう

いう風に広がっていくことも作家としては嬉しいと思いま

すし、その矛盾のところにあるのかなぁと、まぁ複雑な状

況なのですけれども、でも、一つのキャラクターにはバッ

クにそういう色んな苦労があるということを、どっかで知っ

ていてもらえればそういうことも防げるのではないかと思

うのですけれども。 

 今や、日本の漫画というのは世界の漫画みたいなこと

を言われて、中国・韓国なんかがキャラクターをドンドン

ドンドン欲しがっているみたいな話をよく聞くのですが、

こういうキャラクターを作り上げていったものを大事にしな

いと、それが簡単にお金儲けに使われるようになっちゃう

と、若い人がこれからやる気がなくなるのではないかと思

うのですけれど、その辺をちょっと保護してもらいたいな

ぁという気持ちもあるのです。 

 こういう講座ですのでキャラクターを作る側の立場とし

て思いつくことをお話ししてみたのですけれども、時間が

ありますのでこの辺で終わらせていただきたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

富岡： ビッグ先生、どうもありがとうございました。本当は、

石巻の方に「石ノ森萬画館」というのがありまして、それが

震災で大分傷めつけられて、そのリオープンの日で、漫

画家は皆そちらの方に行っているのですけれども、この

会のためにわざわざ来ていただきました。どうもありがとう

ございました。 

 

Ⅳ キャラクターの保護 

 

富岡： それでは、三田先生、よろしくお願いします。 

三田： 三田です。今日は、キャラクターの話をするので

すが、多分訳の分からないことになるだろうと思います。

この問題は、非常に難しくて、奥が深くて、またどうやっ

たら良いか分からないものが沢山あります。 

 私も理事をしております「著作権情報センター（CRIC）」

という所があります。ここは私的録音録画からお金を貰っ

て著作権の研究をしている研究機関であります。ただ、

録画の方が、メーカーがお金を払わなくなりましたので、

お金が無くなってどうなるか、とりあえず家賃の安い所へ

引っ越しをするということになっており、研究活動が続く

かどうか分かりませんけれども、この 2 年間をかけて「表

現の自由と著作権」という研究会を続けてきました。 

 これは、著作権というものが表現の自由の障害になっ

ている面があるのではないかということを話し合っている

ものであります。どういう形で表現の自由の障害等になる

かというと、例えばキャラクターみたいなものです。 

 既存のキャラクターを使おうとした時にそれが使えない

ということがあるかもしれないというようなことを話し合って

きた訳でありますけれども、例えば、これは私の作品なの

ですけれども、『〔新釈〕罪と罰』と、これは 3年ぐらい前に

出した本であります。 

 これは、ドストエフスキーの『罪と罰』、ご存知のようにあ

の『罪と罰』という作品は、金貸しの老婆殺しをした犯人

が主人公であります。主人公の立場になって、ナポレオ

ンに憧れている主人公が実際にその悪いヤツをぶっ殺

したら、その後色々精神的に追い詰められて行くというよ

うなものを描いた作品であります。これはキリスト教が入

ってきたり、ちょっと難解な所があります。私は最初、これ

評論で読み解こうと思ったのですが、私は評論家ではあ

りませんので評論の文体というのが分からないので、そこ

で原作の中に出てくる警察の事務官、若い事務官という

のが脇役として出てくるのですけれども、大体主人公と同

じ年齢の若者であります。その事務官が、犯人の主人公

を追い詰めるという、設定を逆に変えた小説を書いて、そ

れで作品の解説をしながら作品の問題点を批判していく

というような仕組みの作品を書きました。ですからこれは、

『〔新釈〕罪と罰』というタイトルになっておりますけれども、

全くの小説であります。 

 ヒントになったのは、「刑事コロンボ」というテレビシリー

ズがありますけれども、あれは実は『罪と罰』に出てくるポ

ルフィリーという予審判事をモデルにしたものでありまし

て、普通の殺人ドラマですと犯人が分からない。それを

解明していくのが探偵の役目でありますが、刑事コロン

ボは犯罪の場面が最初に映るのです。だから誰が犯人

か観ている人は分かっている訳です。ただ証拠がない。

そこを、精神的に犯人を追い詰めていって証拠を掴んで

いくというようなストーリーになっておりますが、これはま

さにドストエフスキーが『罪と罰』で書いたものなのです。 

 こういう風に犯人を追い詰めていくというのが普通のス

タイルなのですが、それを逆転して犯人を主人公にした

という所が『罪と罰』の面白い所なのですけれども、逆に、

犯人が主人公になっているために見えてこない部分も

色々あるのです。 

 そこで私は、これを普通の犯罪物と同じように刑事とか

予審判事が犯人を追いつめるという形に戻して、主人公

の犯した犯罪というのが社会的にどういう意味を持ってい

るのかということを小説の中で読者に伝えていくというよう

な仕組みを考えて、この本を書きました。 

 これは、ドストエフスキーの著作権が切れているから出

来ることでありまして、今、現役の作家、例えば村上春樹

を読み解くみたいな形で村上春樹の小説をパロディー

みたいに、設定を変えて小説にしたら、これはアウトだろ

うなというような感じを持っております。でも、どこがアウト

なのだろうかというと、実は著作権法ではアイデアが保護

されないということになっております。それから、キャラク
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ターは保護されるのかというと、実はキャラクターを守っ

たというような判決が無いのです。 

 例えば、この今日作っていただきましたレジュメの最初

の方に出てきます、『キャンディ・キャンディ』というのがあ

ります。これは漫画でありまして、『小公女』のような物語

です。アメリカのみなし児みたいな女の子がイギリスのお

金持ちの家に行って、苛められながら成長していくという

物語であります。原作者がありまして、漫画家の方が絵を

付けたということでありますが、この作品が大ヒットしまし

て『キャンディ・キャンディ』のキャラクター商品が売れると

いうことになりました。 

 ある業者の方が漫画をお描きになった方の許諾をとっ

てキャラクター商品を作ったということが起こりました。す

ると原作の方が「原作と漫画とは一体になったものだから

原作者にも権利があるはずだ」ということで裁判を起こさ

れまして、でも業者さんとしては「これはただの絵なのだ

から、ストーリーとは関係のない絵だからいいだろう」と、

「絵を描いた人の許諾はとっているのだ」ということで裁

判になりました。これ、判決としては、漫画の作品は原作

と絵が一体となったもので、そこから付随的に出てきたキ

ャラクターのデザインというものは原作者が居なければ

成立しないものであるから、原作者にも権利があるのだと

いう判決が出ました。 

 それから、これは裁判になった訳ではないのですけれ

ども、文藝家協会で著作権管理をやっており、今までで

一番お金が入ったのが、パチンコのあの小さい画面の中

に銭形平次が出てきてピュピュッと銭を投げると。昔、大

川橋蔵さんがやられて、テレビ映画になったものです。 

 これ、野村胡堂さんという原作者がお書きになった銭形

平次で、全くの架空のキャラクターであります。歴史上の

人物ではありません。それから、銭形平次が銭を投げる

というところが独特のキャラクターであります。他の人は

銭なんか投げないですから、十手何かで捕物帖をやる

訳でありますが、銭形平次はここぞという時に銭を投げる

訳です。 

 その銭を投げているのがパチンコの小さな画面の中に

映ります。すると、パチンコの業者さんが「原作料を払い

たいが、いくら払えばいいか」ということで、で、「いくら儲

かるのですか」と訊いたら途方もない金額を、何億も儲か

るのだという話だったので、これぐらいでいかがかと言っ

たら、ポンと払って貰えたということがあります。 

 これも画像が付いているということがポイントでありまし

て、銭形平次というキャラクターだけだと、果たしてそうい

う形でお金が貰えたかどうか分かりません。つまり、現状

ではキャラクターというものは、絵になっていたり、漫画

や画像になっていたりしないとキャラクターとして認めな

いということになっております。このことが将来的には問

題点になるかなという風にも思います。 

 もう一つ例を挙げれば、これは『星の王子さま』でありま

す。私は長く著作権の仕事をやってきておりまして、著作

権には保護期間というものがあります。世界標準ですと

作者が亡くなってから 70年保護されるということになって

おりますが、日本だけ 50年なのです。 

 何で日本だけ短いのかと、アルベール・カミュやヘミン

グウェイの著作権は 70年保護されるのに、来年辺り江戸

川乱歩さんや谷崎潤一郎さんの保護期間が50年で切れ

てしまいます。これは日本の文化を軽んじたシステムで

あるということで、日本の著作権も延ばそうと、世界標準

にしようと運動を続けておりましたが、中々認めてもらえ

ません。 

 それは、韓国で二国間協定という貿易協定をやる時に、

日本もその内 TPP というのがやってきます。同じことが起

こるだろうと思いますが、同じ条件で貿易をやろうといっ

たときにその国には守らなければならないものがありま

す。主に農産物であります。お互いにこれを守ろう、これ

を守ろうと、これを出せというような交渉をやっている時に、

切り札として「じゃあ著作権、うちでは 50年ですが、70年

に延ばします」というカードを持っていると、何か一つ農

産物が守られるのではないかと。 

 実際に韓国は、この著作権のカードを切りまして 70 年

に延ばすということが実現を致しました。すると、どうも経

済界の中にはこの著作権というカードは切り札として使え

るので守りたいという、TPP みたいなものが来るまでは保

存しておこうという力が強くて、我々の努力不足もあるの

ですが、中々70年に延びないということがありました。 

 そうこうしているうちに、『星の王子さま』の作者、サン・

テグジュペリ、第二次世界大戦で飛行機に乗ってドイツ

の方へ偵察に行って撃たれて亡くなったと、1944 年に亡

くなったとされておりますが、実際、いつ亡くなったのか

よく分からない。でも、そこから 50年経ちますと日本では

著作権が切れるかというと、実はそうではありません。戦

争をやっていた間とアメリカ軍が進駐していた間の 10 年

間、日本は世界と付き合っていなかったので、著作権を

勝手に使っていたということに対する罰として、戦時加算

というものが課せられております。約 10年間プラスすると

いうことであります。 

 ですから、サン・テグジュペリの著作権が日本で切れる

のは、日本の著作権の期間50年プラス戦時加算10年で

あります。すると 2004 年ぐらいにサン・テグジュペリの著

作権の保護期間が切れました。 

そうしたらいろんな出版社が一斉に『星の王子さま』の

翻訳を出しました。（それまで岩波書店が内藤濯さんの

訳で）サン・テグジュペリの遺族の方がエージェントに預

けております。そのエージェントと独占契約を結んでおり

ましたので、翻訳が一種類しか出ないということになって

いたのですけれども、著作権が切れましたので、フリー

になったということで一斉に色んな出版社から 20 種類以

上出たのです。 

 で、私は、その著作権を守る立場でありましたので、著

作権が切れたから、しかも世界標準は 70 年なのに日本
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は戦時加算10年プラスしても60年で切ってしまって、一

斉に本を出すというのは如何なものか思っていましたら、

講談社から翻訳しろという依頼がきましたので「でもなぁ」

と、実はそれまでに『星の王子さまの恋愛論』という本を

出しておりまして、その時は著作権が切れていなかった

ので中に引用する文献についてちゃんとエージェントに

お金を払っておりました。でも、今度は切れているので、

ご遺族の方にお金を払わずに本を出すということは私と

してはやり切れないというようなお話しをしましたら、「先

生、大丈夫です。ちゃんとエージェントにはお金を払うの

です」という話でありました。 

 何でお金を払うのでしょうか？ここに絵が付いておりま

す。この『星の王子さま』の絵、サン・テグジュペリが描い

た絵なのです。これが挿し絵にもなっておりますし、それ

から表紙にもついておりますが、この『星の王子さま』の

キャラクターのデザインが登録されております。商標登録

です。登録されていると、これは、登録には保護期間が

ありますけれども、保護期間が切れたら、またお金を払っ

て再登録すれば無限に登録ができます。著作権は存続

期間があって消えて無くなります。 

 それからあれですね、特許権みたいなものも期間があ

ります。一定の期間が経ったら無くなる。だからジェネリッ

ク医薬品みたいな特許権フリーの薬が安く販売される訳

ですが、商標に関しては登録料を払って更新をすれば

ずっと続いていくのです。だからエージェントにこの絵に

ついてお金を払っております。 

 そこで私は思ったのですが、こういうデザインやキャラ

クターの名前みたいなものを商標として登録するというこ

ともあるだろうと思います。こういう風に登録をしておいて

守るというやり方があると、ですから、この問題というのは

著作権法だけでは対処できない部分があるのかなぁとい

う風に思います。 

 もう一つ、『堺屋太一の青春』という、これ小説なのか何

なのか分かりません。これでビックリしたのは、堺屋太一

さんという人は一人で大阪万博をつくったという偉い人で

あります。大阪万博というとこの太陽の塔であります。これ

を表紙に使おうとしたら、万博協会、今でもありまして、

100万円ぐらい寄こせと言ってきました。 

 これは何でしょうか、これ、岡本太郎さんが作ったもの

です。岡本太郎さんに著作権があるのかなぁと思ったら、

実はこれ、デザインが商標登録されておりまして万博協

会が持っております。この種のものでこういう使い方をす

るとお金を取られるということになっております。 

 これは、堺屋さんにお願いして、裏から手を回していた

だいて、タダで使わせてもらうということに致しましたけれ

ど、100万円も取られたら、私の印税 100万円もいってな

いのでとんでもないことでありますが、よく考えてみたら、

『堺屋太一の青春』という小説を私が勝手に書いたとした

ら堺屋さんが怒るのじゃないかと、これ本当は、堺屋さん

が書いてくれと言ったから書いたので問題は全くないの

ですけれども。 

 こういう風に、生きている人物を小説に登場させると、こ

れは何でしょうか、例えば、全く無名の人を登場させます

とプライバシーの侵害になります。逆に有名な人を登場

させますとパブリシティ権の侵害ということになります。 

 パブリシティ権の侵害とは何かといえば、例えばコンピ

ュータゲームで野球ゲームというのがあります。有名な野

球選手のキャラクターが出てきてボールを打つというよう

な使い方もありますし、球団のメンバー表みたいなもの

があって、それをトレードに出してより良き球団をつくっ

ていくというようなゲームもあります。 

 これは有名な選手の名前を使うということでありますが、

名前を使うとお金を取られるのです。その根拠となるのが

パブリシティ権というものでありまして、サッカー選手や野

球の選手は球団が選手の肖像権及びパブリシティ権とい

うものを管理しておりますので、球団に許諾を求めて料

金を払わないと使えないということになりました。 

 同じようなもので競馬ゲームというものがあります。競馬

の馬、実在の馬が出てきて、それを育成して競争をさせ

るというようなものであります。これを競馬協会が勝手に

競馬の名前を使われたと訴えたら、これは却下されまし

た。なぜか？馬には人格がないということらしいです。 

 ということで、パブリシティ権というのは人格というものと

関わってくるのだなということであります。人間がいて、キ

ャラクターを持っておりましたら、これを勝手に使っては

いけないのだということであります。 

 そういう意味では、小説の中に出てくる登場人物という

ものも立派なキャラクターでありますけれども、現状では

中々、この小説、絵になっていない、文字情報だけのキ

ャラクターというものが守っていただけていないというの

が現状であります。 

 しかしながら、最初に申し上げたように、著作権と表現

の自由という所から考えていきますと、守る側の規制が強

過ぎると表現の自由が侵害されるというようなことも起こり

得るのではないか、ということが言えると思います。 

 私のこのドストエフスキー、これは一種のパロディーと

考えていいのだろうと思います。パロディーというものは

三種類あると言われておりまして、パロディーとパスティ

ーシュとカリカチュアです。 

 どこが違うのか？ 微妙であります。パスティーシュとい

うのは軽くからかうというぐらいの意味で使われておりま

す。パロディーの場合は対象になっているものに対する

批評性があるという風に考えられております。それからカ

リカチュアというのは、意図的に悪いイメージを付けると

いうようなものでありまして、例えば山藤章二さんがお描

きになる政治家の似顔絵みたいなもの、これは明らかに

悪意がこもっております。 

 私も、芥川賞でデビューした頃は時々山藤さんの似顔

絵に出て、酷い顔になっておりました。でも、あれで文句

を言った人はあんまり居ないであろうと思われます。似顔
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絵というものは世間一般に割と認められているのです。 

 そうすると、いしいひさいちさんがお描きになった『が

んばれ!!タブチくん!!』とか『ワイはアサシオや』とか、そう

いうパロディー漫画というのがあります。有名人のパロデ

ィーにして漫画のキャラクターにしてしまったもの、こうい

うものはどうかなぁと。 

 今、読売新聞ですか、『コボちゃん』という連載漫画があ

りますが、あれにタブチくん、いまだに出てきます。タブ

チ先生という先生で出てきております。もう野球のキャラ

クターは外れているのですけれども、もう漫画家の手持

ちのキャラクターの一つになっている訳です。 

 こういう形で、キャラクターというものは既存のキャラクタ

ーを再利用するということが非常に多いものであります。

「キャラクターを勝手に使うな」というのも、何らかの形で

二次利用がされるということでありますけれども、今、二次

創作というものは大変に盛んであります。 

 コンピュータで「二次利用」という言葉を打ち込んで検

索をしますと一杯出てきます。チャットなんかでも「こんな

二次創作を作ったんだよ」というようなやり取りが至る所で

交わされておりまして、多いのは漫画であります。コミケと

いわれる漫画の同人誌で販売されているものの半分以

上は何らかのパロディーであります。 

 有名な漫画のキャラクターを使って二次創作をする訳

です。そのキャラクターで似たような物語を展開する場合

もありますし、それから清純漫画みたいなものにちょっと

お色気を加えてみるとか、サザエさんがトイレでしゃがん

でいる漫画とか、そういうものもあります。これは一種の批

評性という風に考えていいのではないかなと思います。 

 アメリカやドイツでは、パロディーというものに対して一

定の評価がされていまして、普通ならば著作権の侵害に

なるようなものでも、パロディーであると認められると許さ

れるという事例がいくつかあります。 

 例えば、デミ・ムーアさんという女優さんが妊娠をされて

いた時にヌードを撮られました。デミ・ムーアのヌード写

真、お腹がポーンと膨らんでいる写真に、レスリー・ニー

ルセンという「裸のガンを持った男」というような映画に出

てくる喜劇俳優の人の顔を、デミ・ムーアさんの顔の所に

貼り付けたのです。するとレスリー・ニールセンのお腹が

ポーンと膨らんでいるような写真を「裸のガンを持った

男」の喜劇シリーズの広告に使ったという事例がありまし

て、これは 2つの意味で危ない所があると思います。 

 まず写真を撮ったカメラマンの著作権を侵害しておりま

す。それからデミ・ムーアさんの肖像権、パブリシティ権

を侵害している。でも顔は見えなくなっている、お腹だけ

なのです。でも、このデミ・ムーアさんの妊娠した写真と

いうのは、非常に人気を呼びましたので、誰でもそのお

腹を見たらデミ・ムーアさんだと分かる訳です。だからお

腹の肖像権が侵害されているということであります。 

 しかし、言ってみればあるステータスを持った女優さん

のお腹に喜劇俳優の顔を付けることによって価値をひっ

くり返すのだと、これがパロディーの精神でありまして、

パロディーというものは、このお腹の写真とレスリー・ニー

ルセンの顔の写真をくっ付けただけなので、この素材を

使わなければこのパロディーは表現できないということで

一定の評価がされる、というようなことが起こりました。 

 そこで翻って考えてみると有名なパロディー裁判という

のがあります。マッド・アマノさんという人が、スキーのラッ

セルでスキーヤーがグジャグジャグジャーと線を引いた。

白川義員さんという有名な写真家がカレンダーのために

作った写真があります。その上にタイヤの写真を貼り付

けて、スキーヤーが作った溝の上をタイヤがゴロゴロゴロ

ーと転がってくるというようなパロディーを作られました。 

 これは裁判になりまして負けました。写真家の著作権を

侵害しているのだということでありますけれども、これ、実

は保険会社のカレンダーでありましたので、ここにタイヤ

がゴロゴロと転がってくるというのは、危ないイメージを付

加することによって保険会社のカレンダーになっている

一つの画像に対して批評をするのだ、というような考え方

があります。 

 残念ながら日本の裁判官というのは、こういうパロディ

ーとか、あるいはユーモアみたいなものを全く認めない

と、民族的なものがあるのかもしれません。諸外国ではあ

る程度パロディーというものが認められております。そう

いうことを考えると、なんかガチガチに著作権を固めてし

まいますと、表現の自由というものが侵される可能性もあ

るかなという風に思います。 

 例えば、そういう風に、著作権法ではまだハッキリ分か

らない領域というものが沢山あります。それでも世間一般

の常識というものがありまして、例えば著作権法ではアイ

デアは保護しないということになっているのですが、アイ

デアにお金を払うという事例がたくさんあります。 

 例えば、黒澤明監督の『天国と地獄』という作品がありま

す。これには映画のタイトルの後に「エド・マクベイン原

作」とはっきり書いてあります。でも原作ではないのです。

似ている所があるのです。エド・マクベインの『87 分署』と

いうシリーズの中に、誘拐犯がある会社の社長の息子を

誘拐しようとして誘拐したら、社長の運転手の息子を間違

えて誘拐しちゃうのです。社長が「それは俺の息子じゃ

ねぇよ」と言ったら、犯人が「とにかくこいつを殺すから、

金を出せ」ということを言うのです。すると、会社の社長と

いうような社会的地位のある人が、たとえ運転手の息子

でも、「こいつを殺すぞ」と犯人が言って金を払わないで

その子が殺されたら社会的信用を失うということで、仕方

ないからお金を払う。この仕組みを黒澤明監督は『天国と

地獄』という作品で取り入れた訳でありますけれども、こ

れ、原作と言えるのかどうか分かりません。分かりません

が、ちゃんとお金を払ったのです。 

 それから、山田洋次さんの有名な『幸福の黄色いハン

カチ』というのがあります。これはピート・ハミルという人の

エッセイの中に、刑務所に入っていた人が、しばらく入っ
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ていたので妻が自分をもう愛していないかもしれない。

だから、そこに帰っていって迷惑をかけたくないので、手

紙を書いて、「もしも僕を許してくれるなら黄色いリボンを

家の前に結んでおいてくれ」というようなエッセイです。 

 これがフォークソングにもなりまして、人に知られていた

ものでありますが、これに対してちゃんとお金を払って、

実際に山田さんが作られた映画では「ハンカチ」になっ

ていまして、しかもハンカチがウァーとこう、高倉健と倍賞

千恵子ですね。これは中々見事な映像になっております

けど、ちゃんとアイデアにお金を払っているのです。 

 これ、例えばイタリアの映画でクリント・イーストウッドの

出世作になった『荒野の用心棒』という作品があります。

これ、黒澤明の『用心棒』とストーリーもキャラクターもそっ

くり同じでありますが、この間、クリント・イーストウッドのイ

ンタビューの映像を観ておりましたら「イタリアのエージェ

ントは日本の会社にお金を払わなかったのだよね」と言

っておりました。全く無断でパクった訳です。しかも、そ

れを輸入した日本の会社が『荒野の用心棒』という邦題を

つけて売り出したということがあります。 

 このように、アイデアというものは裁判になったら認めら

れないケースの方が多いのではないかと思うのですが、

ちゃんとお金を払うケースがあるのです。何故でしょう

か？多分、映画というのは時間がかかります、お金もか

かります、作っている最中、「さぁ封切りしよう」とした時に

裁判に訴えられてちょっと差止めになったりするとえらい

損害が出るので、僅かなお金なら先に払っておこうという

ような傾向があるのではないかと思います。 

 例えば『金田一少年の事件簿』というのがあります。金

田一少年、あれは横溝正史さんの金田一耕助という探偵

の孫だという設定になっております。それ以外はストーリ

ーに何の関係もないのですが、「じっちゃんの名誉にか

けて」と少年が呟くシーンが毎回出ております。これは多

分横溝正史さんのご遺族に何か持っていっているだろう

なと思います。 

 それから、例えば『人間失格』というテレビドラマが昔、

ありました。その時、太宰治さんの奥様、まだ存命中であ

りまして、「これ、勝手に使われている」と抗議をされまし

た。タイトルには著作権が無いのですが、太宰治さんの

奥さんが抗議をされたというのでテレビ局では「人間失

格」の真ん中に、我々は中黒と呼んでおりますが、黒い

点を入れて、「人間・失格」にしてやりました。 

 こんなふうにタイトルにも、著作権は無いのだけれども、

抗議されたら、ちょっと反省して、ちょっとやり変えるみた

いなことが現実には起こっております。ですから、法律の

設定を超えて慣例というものが世の中にはあると、著作

権法では無視されがちなキャラクターというものも、必要

ならば我々が声を挙げて、「このキャラクターは勝手に使

われている」と、「これは如何なものか」ということを主張し

て世の中に訴えいくと、そうすると法律が後から付いてく

るということも考えられます。 

 今のように、ただ黙って、「キャラクターは著作権では守

られないのだよ」ということで泣き寝入りしているのではな

くて、声を挙げて世の中に対して主張していかなければ

ならないなぁという風に考えております。というところで、

時間がきましたので終わりにいたします。 

富岡： 三田先生、どうもありがとうございました。 

 

Ⅴ 質疑応答 

 

富岡： 三田先生やビッグ先生から準備段階に色々お話

しも伺ったのですが、キャラクターが著作権法上保護さ

れないと、例えば続編の問題が、自由に出来てしまうとい

う問題があって、小説なんかの場合に結末は非常に大事、

どこで終わるのかっていうのは非常に大事なのだと。そ

れが勝手に続編を作られていくことが非常に耐え難いと

いう問題があります。 

 あるいは、さっき出た話は、怪人二十面相というのは絶

対に人を殺さないと、そういうキャラクターとして描かれて

いたものが、続編みたいな形で人をドンドン殺すようなも

のが作られると、それはもう耐え難いだろうと、そういう話

が色々出ていました。まだまだ色々あるのですが、やは

りそういうことを一つずつ考えていかないといけません。 

 で、ここのレジュメの方に載せておきましたけれども、

例えば 7ページ辺りに色々文学的キャラクターについて

保護を、特に漫画や何かと違って保護できないという論

拠が載っている訳なのですが、これは、だから作家の側

からしたらとても耐え難いと申しますか、例えば文学的キ

ャラクターの場合には創作的個性が現れたキャラクター

を描くことは容易じゃないと。 

 あるいは、絵と違って文芸的な著作物の場合にはイメ

ージというのが個々、読み手によって千差万別で、頭の

中には千のイメージが出来るのだから、そういうものとい

うのは表現としてまず無いと、つまり単なるアイデアでし

かないと。 

 そういう風な言われ方で、文芸的著作物のキャラクター

についての保護っていうのが出来ないという風な、そうい

う議論もある訳なのですが、文学者や何からすると「そん

な小説なんて小説とは言えない」と。 

 つまり、具体的なイメージが頭の中に描けない、あるい

は湧かないような、そういう小説なんか小説とは言えない

と、だから実際にキャラクターは具体的に表現されている

のだと、そういう考え方があったりする訳で、そういう意味

ではまだまだ議論が足りないのではないかということが、

この準備段階で出ていました。 

 あと、キャラクターの問題としては、そこに書いてあるよ

うに色々、「じゃあ、著作物として特定する場合に一体ど

ういう風にやっていくのですか」と、創作性を認めるため

の要件というのは一体何なのかという上ではそういう重大

な問題がまだまだある訳なので、それは今後の問題とし

て考えていかなければいけないと思っております。 
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 最後ですけれども、折角 3名の方に来ていただいてい

るので、会場の方から何か質問なり、それから聞いたこと

に対する感想なんかがあったら、どうぞ自由にお聞きに

なっていただきたいと思いますが、如何でしょうか、フロ

アの方から、手を挙げていただければ…。 

会場Ａ： 弁護士です。先程お話しになられていた通り、

事実関係とか、ちょっと説明した訳なので、『荒野の用心

棒』か『荒野の七人』か、どちらか勝手に使われちゃって

いると申されたと思うのですが、あれは確か、あの後、あ

れはパクったのでいけないだろうという話しをしたら、謝

ってちゃんとお金を払って、今、映画のフレーズっていう

のはオリジナルとして、黒澤明監督のものに基づいて、と

いうのはきちんと表記されていると思います。 

 それで、先程、我々の業界だとリメイクっていう言い方

をするのですけど、日本の作品とかを、例えば漫画とか

に基づいた映画作品を作るときとかに、アイデアとして借

り受けているという風なご指摘があったかと思うのですが、

現場レベルでは全然アイデアっていう風に考えていませ

んで、それは当然のことながら、著作権の内の翻案権を

ライセンスされている、あるいは譲渡されている、という風

な運営でやっております。 

 アメリカ側は大体もう「著作権、売ってくれ」という風にや

っていまして、日本が大体ライセンスでやってくれと、そ

れは原作者さんが著作権を譲り渡したくないという要素

が一番大きいのだと思うのですが。 

 何でそういうことになっているかと言うと、当然のことな

がらアイデアと翻案権の分水嶺と、そんなレベルの話だ

と思うのですが、中々きちんと区別し難いという所があり

まして、映画会社の方からすると、アイデアっぽいところ

もあるかもしれませんけれど、それよりは翻案権という形

で譲り受けたり、あるいはライセンスしたりするという形で

やった方が、後々リスクは少ないだろうという形でもうや

っていまして、最近は日本もそこら辺の所は契約書をき

ちんと作るようになっていまして、アメリカの方は 30 年ぐ

らい前からそういう形でやっていたのだと思うのですが。 

 で、払っているお金は、ちょっと少ない金額なんていう

ものじゃなくて、例えば日本の漫画作品とか、アメリカでリ

メイクするときはもう何千万と、何億円単位を最初の段階

で払うという事例もありますので、そういう風に、実務的に

色々皆工夫してやっているのが現状ではないかという風

に思いますので、ちょっと報告させていただきました 

富岡： 三田先生、何か、今のところで？ 

三田： 何かを原作にする場合、例えばヘミングウェイを

原作にした映画だといった場合はヘミングウェイの名前

が宣伝効果になるという場合があります。それに対して、

ちょっとしたアイデアみたいなものを映画の中に取り入

れるというような場合、例えばさっきお話しをした『天国と

地獄』の場合、これ、エラリー・クィーンが原作だからとい

って黒澤明の映画がよりヒットするかというとそういうことは

ない訳です。 

 そういう力関係の中で何かを原作にすると、あるいは翻

案権に対して対価が払われるということが、有名な作家

の場合には割と守られがちなのですけれども、力関係で

無視されるケースもあるのではないか、ということが言え

るだろうと思います。 

 例えば「ライオンキングとジャングル大帝、似ているね」

とか、そういうことを日本の漫画家さんたちは問題にして

いますが、微妙なところであります。そういう、「似ている

ね」というようなものがまだ色々ある、逆に「これ、全然似

てないのにお金払っちゃっただろう」ということもありまし

て、その辺りが非常に微妙なところかなと思います。 

 我々としては、なるべくちゃんと手続をしていただきた

いという風に思う反面、先程言いましたように、我々自身

が二次創作をする場合もあるのです。ですからこれ、一

概に守らなければならないというようなことも言えないの

で、この辺りが非常に微妙なところでありまして、だからこ

ういう所で「守ろう！」みたいなことは、こちらが二次創作

をする立場になると言い辛いということもあって、その辺

はどうですかね、弁護士さんはどっちの味方になるか分

からない訳ですね。だから、その辺りがまた微妙なところ

だろうと思います。 

会場Ａ： 仕事をしている時に一番悩むのは、日本の作

品が、まず文芸作品か何かがあって、それを一回日本で

映像化していると、そうすると今度、言葉が分からなくても

アメリカのインディペンデントとかのプロデューサーとか、

映像作品の方だけ先に観て、当然日本語をちゃんと読

めないので映像作品だけで、ただ素晴らしい映像なので

インスピレーションを受けて「是非これ、アメリカでリメイク

したい」と、そうやってオファーが来るときとかってあるの

です。 

 個人的には、映像をリメイクするっていうのは正直言っ

て原作者の方からリメイクした方が本当に何かストレート

ですし、ある意味拝借しているのもそっちの方が多かっ

たりするのですけど、アメリカ側からすると、映像化されて

いるし、似たようなシーンとか結果的に作られてしまうと、

日本の映像サイドの方から「自分の所のシーンを使った

でしょう」とかクレームを受けるのが怖くて、結果的にどう

するかというと、日本の方の承諾もとりますし、作家さんの

方の承諾もとらないといけないっていう形なのですよね。 

 ただ、そこまで本当にとる必要があるのかなぁって実は

個人的によく感じているのですけど、あんまり言い過ぎる

と色んな人に怒られそうなので、そこは基本的に全員の

承諾をとるという形でやっているのは、多分実務的にも大

勢なのではないかなと思います。 

三田： 今のご意見、私もそうだと思います。色んなところ

で悩むことがあるのです。 

 一つ言えば、それで法律をよりハッキリするように、例え

ばパロディーの定義とか、二次利用の定義みたいなもの

を書き込んでいけばいいのかというと、その二次利用の

仕方というのは、どんどん新しいキメラが出てきて変わっ
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ていくので、法律にはむしろ書き込まずに、アメリカのフ

ェアユースなどに代表されるような大雑把な概念で、後

は裁判をやって判例を積み重ねていくというやり方のほ

うが良いのではないか、という考え方があります。 

 これは日本の法律、文化庁なんかでも、もう疲れてきた

ので、アメリカ型にしたいというような意見が出て、この間

までフェアユースを導入するという意見が強くあったので

すが、我々、一生懸命頑張っているのですね。フェアユ

ースという概念は入らないようにしたのですが、でもある

程度使えるのだと、映り込みはOKとか。 

 そういうこともやってきた訳ですが、今後も、著作権をど

う改良していくのかというところで、あまり高いことを書か

ずに、実際に慣例、それから判例、そういう物の積み重

ねで全体の概念を作っていくという方向に行きつつある

かなぁという感じはしているのですけど、富岡先生、如何

でしょうか。 

富岡： それは長くなりそうなので、今日、大分プロの実

務家の方もいらっしゃるし、学者の方も来てらっしゃるの

で、この際、ちょっと言っておきたいことだとか、あるいは

質問しておきたいことは他にございませんか？どうぞ。 

会場Ｂ： 一般企業で実務をやっております。今日は大

変貴重なお話しがございました。 

御三方にそれぞれお答えいただければと思うのです

けれども、キャラクターが仮にアイデアに分類されるもの

としても、それは何らか保護されることであるというお考え

が共通にされているかと思います。 

 その保護のされ方として、現在の著作権法に基づく著

作権のような、差止めだとか損害賠償という、非常に強力

な形で保護されるべきなのか、あるいは参照した作品を

きちんと表示するだとか、連絡を入れるだとか、そういっ

た公正な、マナーといいますか、慣行によって、保護とい

うか、一定の配慮がなされるべきなのか、非常に大雑把

で乱暴な問いかけだと思いますけれども、どちらがより望

ましいとお考えか、お聞かせ願いたいのでちょっと。 

 2 点目として、その言い替えのような質問になってしま

いますけれども、保護のされ方としては損害賠償、差止

めという形で不適切な二次創作をこの世から消す、ある

いは損害賠償や差止めを抑止力としてそもそも似らさせ

ないようにする、という形か、禁止はしないけれども、補

償請求権のような形でオリジナルの作品に対して一定の

利益があるような形にするか、あるいはマナーに反したも

のに対しては社会的評価が落ちるような、システムといい

ますか、慣行が作られるのか。これもやはり非常に乱暴

な問いかけですけれども、3パターンが考えられると思い

ますが、どういった形が望ましいとお考えかお聞かせい

ただければ幸いです。お願いいたします。 

富岡： 三田先生から、ちょっとお願いできますか。 

三田： どれが望ましいかは、何とも言えないと思います。

それから慣例として、例えばある探偵が出てくるシリーズ

があったとして、それがテレビドラマになりますと、もう原

作の数が足りないからキャラクターだけ使って、ストーリ

ーはシナリオライターが考えるというのがほとんどだろう

と思います。そうするとキャラクターもちゃんとお金になっ

ている訳です。 

 ただ、「○○シリーズ」みたいな形で、シリーズのタイト

ルとキャラクターをお金にすると。昔、大岡昇平さんの

『判決』というドラマが、NHK で長いドラマになりましたけ

れども、この『判決』という作品は 1 作しかないです。同じ

登場人物が別の事件をやるというようなことはないのです

が、多分あれは半年ぐらい連続してシリーズをやってお

りましたので、そこに出てくる弁護士とか判事とか、そうい

う人達のキャラクターをそのまま使ってテレビのシリーズ

を作る。そのことの対価にお金を払っているというようなこ

とがこれまでの慣例としてはあったのですが、著作権法

上キャラクターが守られないと、例えば東野圭吾さんが

作っておられる物理学者が探偵になるというような設定を、

別の作家が作って、同じような作品を書いたときに果たし

て守られるのかどうかみたいな。モラルとしては「これは

まずいだろう」ということになると思いますけれども、それ

がどうなるかはやってみないと分からないので、判例を

積み重ねて判断するしかないかなと思います。 

ビッグ： 私は、法律とか、そっちの方は詳しくありませ

んので分からないのですが、僕はストーリー漫画を描き

つつ、昔から風刺漫画とか一コマ漫画とかを描いていた。

今でもやっているのですが、あんまり今のように法律で

厳しくなってくると、パロディーというのは、僕は一つのア

ートの形態だと思うのですが、分野が成り立たなくなって

くるという心配をかねてから持っていましたので、その辺

はどういう風に、法律で良い所をうまく守ってもらって、し

かも、我々の表現の自由を妨げられないようにしてもらえ

るのかなぁというところを、是非色々相談にのっていただ

きたいと思っているところです。 

やっぱり、アートというのは自由がないとできない行為

がいっぱいございますので、そこをいつも考えておる訳

ですが、難しいので、その辺は専門の先生にお願いした

いと思います。 

長尾： 私共の所によく来るご相談の例です、これ。よっ

ぽど酷い使われ方、さっきもちょっと申し上げましたけれ

ども、名誉や人格や、お作りになった先生のですね。あ

るいはさっきの瀬戸内さんが怒ったみたいに、キャラクタ

ーの名誉や人格を傷つけるようなことが起きた場合は、

ケース・バイ・ケースなのですけれども、費用をかけて時

間をかけてでも裁判に訴える、っていうことがある場合も

あります。 

 が、大抵の場合は、お作りになる方も二次使用される方

もクリエーターでいらっしゃるので、「自分の作品がそう

いうことになると嫌だ」という感性をお持ちの方がほとんど

なので、マナーの部分でちょっとエクスキューズを入れ

ておくとか、どこかの所に「オマージュです」って書くとか、

「ありがとうございました」って書くか、「これ、よろしいでし
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ょうか」とご挨拶があるとか、そういうことになっているのが

現状です。それを法律でガチガチに決めたほうがいい

かどうかは、ちょっと分かりかねます。 

会場Ｂ： ありがとうございました。 

富岡： 他に如何でしょうか？ 

会場Ｃ： 知的財産管理技能士ですが、私自身が元はシ

ナリオライターをやっていたので、先程質問された方の

質問にもうちょっと、深いところと言いますか、お三方の

個人的な想いと言いますか、特に三田先生ですとかビッ

グ錠先生でしたらば、作られている立場としての部分で

お聞きしたいのですけれども。 

 今日、最初のお話しで、川上先生が子供さんですとか

小さな学生さんですとかに、ご自分が書いた作品のキャ

ラクターなりを使って新しい話を作ってみるというようなこ

とをやられた訳ですが、それは先生自らが、「やってみ

てね」っていう風に、言わば許諾しているというか、そうい

う状態だった訳です。 

 そうではなくて、本当の、何て言いますか、創作したい

なと思う瞬間というのはそれぞれ新しい方にはあると思う

んですけれど、その時点で、例えば三田先生の作品の

あるキャラクターをすごく好きになって、どうしてもこれを

書きたいという風に思って書いてしまうと、ビッグ錠先生

の描いたもので、どうしてもこのキャラクターをこういう風

に動かしてみたいっていう風に思って描いてしまう。 

 それは皆さんに何も言わずに描いちゃうみたいなこと

っていうのがあるのではないかと思うのですけれども、そ

ういった時に、そこが創作のスタートとして、何て言いま

すかね、大事なスタート地点になるときもあると思うので

すが、この辺っていうのは、その後、ただ描いただけなら

構わないのですけれども、それをインターネットの上に

載せちゃうとか、いうことも場合によってはこれから先、出

てくるのではないかと思うのです。 

 この辺りはどこら辺から、何て言いますか、許せるとい

いますか、どの辺りまでだったらば新しい創作者の最初

の創作の発露として良いと思っていただけるのか、それ

とも「いやぁ、それはちょっと困るよ」と、最初から例えば

協会さんのほうに言ってくれないと困るよっていうことな

のか、その辺りの個人的な考え方のスタンスというか、そ

ういうのを教えていただければと思います。 

富岡： 今度はビッグ先生から、ちょっと。 

ビッグ： 僕の場合はやっぱり、二次使用というのはちょ

っと僕には合わない言葉なのですけれども、例えば、僕

の作品を見て何かその人が、思いついたというか、新し

いことを考えてくれたとか、なんか別の見方をしてくれた

とか、その人の意思と言いますか、そういうものがあれば

僕は構わないと思っております。 

 ただ、便利が良いと言うと悪いのですけれども、一応売

れているヤツを使って、それを利用して面白くするという

のじゃ僕は反対なのですけれども、それを使って新しい

発見があったり、基本的に僕が見て面白かったりすれば

OKなのですよ。と、思っております。 

三田： 日本の大手出版社の間にはある種の共通のモラ

ルがあるという風に思います。ですから、出版社、編集者

等が「これはまずい」と思った作品はまず出ない訳です。

ところが、小さい出版社、新興の出版社などからゲリラ的

に出るということがあると思いますし、そういうゲリラ活動

を好む出版社があるだろうなぁと思います。 

 先程言いましたように、漫画のコミケ関係ではパロディ

ーや単なる真似みたいなものが横行しておりますが、私

の知る限り、『ドラえもん』の最終巻というのは 1 万部売れ

て訴えられましたけれども、あれに尽きると思います。つ

まり、よほど目に余ることがなければ、出版社の側も同人

誌のような一部のマニアの間だけで流通しているものに

ついては問題にしないということだろうと思います。 

 逆に、そういうものの中から偶に世の中に出ていって売

れるものが出たときには、後になってから問題になるとい

うことがあると思いますので、その辺りで一種の常識みた

いなものが働いているのかなぁという風に思います。以

上です。 

会場Ｃ： ありがとうございます。 

富岡： 段々面白い話になってきましたが、時間が来まし

たので、よろしいでしょうか。それでは、お三方、どうもご

苦労様でした。ありがとうございました。 

 

【配布レジュメ】 
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第５回 第一部 

 基調講演：オンライン著作権侵害 
―アメリカ著作権法の下でのＩＳＰの責任 

 
講演者： Hon. M. Margaret McKeown 

（米国第九巡回区連邦控訴裁判所判事） 

基調講演司会：竹中 俊子（ワシントン大学教授） 
 

 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 講演 

 １．米国著作権法の歴史 

 ２．技術発展と著作権保護 

 ３．インターネットと著作権保護：課題 

 ４．著作権保護の法的枠組み 

 ５．デジタルミレニアム著作権法（ＤＭＣＡ） 

 ６．ＤＭＣＡの下でのセーフハーバー 

 ７．実務上の問題 

 ８．著作権訴訟のトレンド 

 ９．結 語 

Ⅲ 質疑応答 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

高林： それでは時間になりました。本日は大変盛り沢山

なプログラムになっております。前半は JASRAC の連続

公開講座として行います。後半は中国セミナーということ

ですので、また後でお話しをしたいと思いますが、前半

については、二部構成になっておりまして、一部は基調

講演としてこれから連邦第九巡回区控訴裁判所の裁判

官、マーガレット・マキューン判事からご講演をいただき

ます。また後半については、安藤和宏先生にコーディネ

ーターになっていただきまして、著作権を巡る諸問題に

ついてのパネルディスカッションを行っていきます。 

 前半については、このためにシアトルのワシントン大学

から駆けつけていただきました竹中俊子先生にご司会と

ご紹介をお願いしております。それでは、竹中先生よろ

しくお願いします。 

竹中： 今、ご紹介いただきましたワシントン大学の竹中

です。毎回、こちらの早稲田大学のセミナーにお邪魔さ

せていただいて高林先生のお手伝いをさせていただい

ております。今回は、私が勤務しておりますワシントン大

学とも非常に縁の深い第九巡回区控訴裁判所のマーガ

レット・マキューン判事に来ていただいております。皆さ 
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んもご存知のように第九巡回区は、私共のワシントン大学

があるシアトルを含み、非常に広範なアメリカの西海岸の

地域を jurisdiction としてカバーする裁判所であります。

特に、コンピュータ関係、ゲーム関係であればマイクロソ

フト、任天堂アメリカ、またハリウッドを中心とした非常に

重要な著作権の判例を作り出しているそういう裁判所の

方で長らく裁判官をやっていらっしゃいますマキューン

判事に講演していただく訳であります。マキューン判事

は、特に著作権の分野におきましては、判事として実務

家としてご活躍なさるだけではなくて、私共のワシントン

大学の方で特別講師をしていただいておりますし、サン

ディエゴの方に移られてからは、サンディエゴ大学のロ

ースクールの方でも教鞭を執っていらっしゃいます。そ

のような意味で、実務家の観点からまた教育者、アカデミ

ックの観点から最近の重要な ISPの責任に関する著作権

の判例をご紹介いただきます。 

 それでは、マキューン判事よろしくお願いいたします。 

 

Ⅱ 講 演 

 

１．米国著作権法の歴史 

マキューン： どうもありがとう。竹中先生、ご紹介どうもあ

りがとうございます。私は裁判官です。日本語は話せま

せん、ごめんなさい、英語で話します。 

 改めて、本日はご招待いただいてどうもありがとうござ

います。東京に伺えてとっても嬉しいです。毎回日本に

戻ってくるのが楽しみです。実は、私が弁護士を勤めて

いたときに、何年にも渡って日本のご依頼人のために働

いたことがございます。また、勿論現在はアメリカの法廷

で判事を務めているということで、日本企業の方も訴訟に

携わっておられます。本日は、特にお話し申し上げたい

のは次の分野になります。著作権における第三者責任と

いうことで、アメリカの視点を申し上げたいという風に思っ

ております。この後、日本の視点もプレゼンされるという

風に伺っており、日米、若干差異があると思うのですけれ

ども、ご参考のためにまず歴史からさらってみましょう。 

 アメリカの場合です。我々にとって、今や近代的な著作

権の世界に日本、アメリカ、ドイツ、どこでもやっている訳

なのですけれども、起源というのはイギリスの著作権法に

遡るのです。 

 アン法と呼ばれていたものであります。これが大元なの

です。これによって、いくばくかの権利が著作権者、もし

くは著作者に認められるようになりました。以来、アメリカ

はご存知のようにイギリスから独立をした訳で、そして

我々の憲法の中でとっても短いものなのですけれども、

憲法の中に著作権の条文が入っているのです。これで

す。著作権に該当する箇所です。アメリカ憲法の中に掲

載されております。内容は、日本の著作権法と似ている

のですけれども。その後、一連のアメリカにおいて法律

が成立されました。著作権に関するものです。諸々ありま

した。でも、重要なのが 2つあります。1976年、基本的な

著作権法が成立し、より最近のところではインターネット

時代を反映して、1998年、デジタルミレニアム著作権法と

いうのが出来ております。 

 

２．技術発展と著作権保護 

マキューン： さらにもうちょっと歴史をおさらいいたしま

しょう。著作権を現在考えますと、「そうだ、コンピュータ、

著作権、インターネット」ということになるのですけれども、

いつもそうだった訳ではないのです。1800 年代に遡ると

どういうものであったのでしょうか。当時は、写真が著作

権で保護されるか分からなかったのです。アメリカ最高

裁は著作権で保護されると判断しました。創作性がいく

ばくかでも存在していれば著作権で保護されるとなった

訳です。その後、ピアノロールという自動ピアノに付ける

ロールが出てきたのです。自動ピアノですよね。そのとき

裁判所は著作権で保護されないと判断しました。これは

機械的なロールじゃないか、それをピアノに入れると音

が出るというものなのですけれども、裁判所は No と言っ

た。しかし議会が出て参りまして、ピアノロールも著作権

に該当すると言った訳です。そして、その後さらに時代

が 50 年進み、ケーブルテレビが出て参りました。ケーブ

ルテレビの番組について著作権が取れるのかどうかとい

うことだったのですけれど、答えは基本的な著作権の原

則を使うのであったら、ケーブルテレビについての著作

権が該当するということになった訳です。3 例判例が出て

おりますのでご紹介したいという風に思っております。イ

ンターネットの著作権の理解を助けると思います。技術と

著作権に関する最初の判例は日本の皆さんも知ってい

る有名なソニーの事件です。1 

 私が昨日、教材にビデオテープを見せましたら、学生

さんはとっても若いので、「こんなの見たこともない」とい

う風に言われちゃったのです。DVD ですとか、インター

ネットしか知らない世代ですから、今や。これがそもそも

ソニーによって発明されたとき、質問、疑問が出ました。

テレビユーザーは著作権を侵害することになるのか、も

しこのテープをVCRの機械に入れて、ソニーが作ったも

のですけれど、番組をコピーするとどうなるのかということ

で、僅差だったのですけれども、ビデオレコーダーによ

る録画は合法だという判決が出ました。ビデオレコーダ

ーは、もちろん違法の用途にも使い得るけれども、でも

実質的な非侵害用途もあると認定した訳です。ですから、

ソニーというのは別に著作権侵害に寄与してはいないと

いう判断をしたのです。1984 年のことです。まだまだ揺

籃期でデジタル革命が始まったばかりのときだったので、

さらに重要なことを当時の裁判所は言っています。何度

も何度もその後の最高裁の判決で言われることですけれ

ども、イノベーションを保護するという考え方です。裁判

所としては、新たなビジネスの発展に歯止めをかけたく

                                                                 
1 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984) 
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なかったということです。 

 そして、映画スタジオは「壊滅的な影響を与える。大変

な損失を受ける」という風に言ったのです。これで大きく

損をしてしまう、もうビジネスをやっていけないという風に

思った訳です。しかし、10 年たってハリウッドは、映画館

での興行収入ではなくビデオレコーディングから収入を

得るようになりました。つまり公衆も技術に適応するという

ことです。 

 次は、西海岸の裁判所から出たナップスター判決2です。

私の巡回区は西海岸の 9 つの州をカバーしているので

すけれども、正にデジタル産業のメッカをカバーしてい

るのです。ロサンゼルスのハリウッドからシリコンバレー

に至るまで。これはサンフランシスコ近郊にあるのですけ

れども。それからさらに携帯電話会社で、主に本社がサ

ンディエゴに置かれているのでそれを全部カバーしてい

る訳です。北方シアトルには竹中先生が教鞭をとるワシ

ントン大学があり、シアトルは勿論マイクロソフトやそのス

ピンオフ企業が立地している所であります。マイクロソフト

のビル・ゲイツのお父さんは弁護士だったのです。そし

てワシントン大学のロースクールは彼の名前を拝してお

ります。お母さんに聞いたのです。「あなたの息子さんは

何やっているのですか」と聞かれたときに恥ずかしいなと

いう風に思った訳です。というのは大学中退でしたから、

ビル・ゲイツは。だから言いました、「今、ガレージの中で

プロジェクトをやっているのよ」と。そのプロジェクトがマイ

クロソフトだった訳ですから。ですから、大学を出なくたっ

て立派なことは出来るということだと思います。 

 それから、ナップスターが出てきた訳で、インターネット

の時代に入りました。これは、ファイルシェアリングサー

ビスを行っているもので、集中化して中央にインデクシン

グシステムを持っている訳です。ユーザーは、ダイアル

アップを、インターネットで致しまして、この音楽が欲しい

という風に言う訳です。そして他の人のコンピュータにそ

の音楽が入っていてもということで、これはシェアリング、

スワッピングのシステムだったのです。第九巡回区裁判

所はこのシステムは著作権法の下では違法だと判断しま

した。というのは、ナップスターは著作権で保護されてい

る作品を扱っているということを十分知っていたからです。

ナップスターは中央のサーバーで著作物のファイルを管

理し、このファイルを利用者に共有させることで資金的な

利益を得ていました。最高裁は、このサービスは寄与的

な侵害に該当するという判決を出した訳です。 

 ナップスターは「違う、我々はソニーと同じだ」という風

に言ったのですが、第九巡回区裁判所はその主張を拒

否しました。これがナップスター事件ですが、これは最高

裁には行きませんでした。でも、これがインターネットと

著作権の問題をどう判断するかについて示唆する新技

術と著作権に関する第2番目の判例になったのです。 

 今回の講演では、インターネットと著作権に関する 3つ

                                                                 
2 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (2001) 

の判例を紹介しますが、グロックスターが 3 番目の事件3

です。このグロックスター事件の場合は、もし中央で著作

物のファイルを管理するのが違法であれば、分散して管

理するシステムなら違法ではないだろうと考えた訳です。

色々な管理システムがありますが、中央サーバーで集中

管理せずに、グロックスターは異なる場所にある異なる

サーバーで著作物のファイルを管理していたのです。し

かしながら、最高裁は第九巡回区裁判所とは異なる判断

を行いました。日本と同じように最高裁が一番上位の裁

判所になります。最高裁はグロックスターのサービスは著

作権の侵害を誘引するから違法であると判断しました。 

 グロックスター事件では、ファイルの約90％が違法であ

ると認定されました。でもここで興味深いのは、判決文を

読んでみると 2 つ重要なことが分かるのです。まず第一

点として勿論著作権は保護するのだと最高裁は言ってい

ますが、同時にイノベーションも促進したいのだというソ

ニー事件のテーマに戻っている訳です。しかしながら、

著作権の保護とイノベーションの促進は緊張関係にあり、

インターネットと著作権の世界ではイノベーションと著作

権の保護とフェアユースでバランスが取られている訳で

す。現在も存在する Grokster.com サイトにいって頂くと、

「このサイト以外にファイルをダウンローディングする合

法サイトがありますが、このサイトはその合法サイトの一

つではありません。しかしあなたの IP アドレスはログイン

され、システムに入っています。捕まらないと思わないで

ください、匿名では済みませんよ」という警告が掲示され

ています。セミナーの後、宿題として申し上げます。是非

Grokster のサイトを覘いてみてください。日本語、英語で

今申し上げたことが載っているかどうかチェックしてみて

ください。どうしてこういう風になったのかと言いますと、

グローバルにインターネットが爆発的に普及したからで

す。初めてインターネットという言葉がアメリカの判例に

出てきたのは91年の事件です。この事件ではインターネ

ットのウィルスが問題とされました。 

 

３．インターネットと著作権保護：課題 

マキューン： その後、色んな変化が起こりました。図で 
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3 MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005) 
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示す通り、日本では78.7％の人たちがインターネットを利

用しています。アメリカより人口は少ないですけれども、

非常に高い普及率です。アメリカは、日本と大体同じ普

及率です。でも今後のチャレンジは、中国です。中国の

人口は約10億人ですが、まだ普及率は 38.4％に過ぎな

いのです。中国におけるインターネット利用については、

色々厳しい規制があります。世界で一番重要な 3 カ国を

挙げましたが、その中でもどんなにインターネットが重要

かお分かりになると思います。 

 インターネットについては、今何が起こっているのでし

ょうか。少々電報の時代と似ています。電報が発明され

たときには皆、電報で違法行為はあり得ないと言ってい

たのです。でも 3 週間も経ちましたら誰かがうまいこと考

えて株式市場を操作しようとしたのです。インターネットも

同じです。現在、インターネットについてはオンラインの

侵害がドンドン増えています。統計数値も出ています。

勿論この真偽のほどについては議論が分かれますけれ

ども、一応ということで置いておきました。インターネット

ユーザーの 28％は違法な用途でインターネットを利用し

ているとされています。そして違法コピーは 24％帯域を

占めていると言われています。データを保存する新しい

方法であるデジタルロッカーは、情報を保持するロッカ

ーもしくは収納スペースです。そしてほぼ 100％、もしく

はロッカーに収納されている 90％のコンテンツは実は著

作物で、しかも侵害されているものということなのです。

無断での音楽のダウンロードは本当に横行しています。

高校生、中学生、大学生、それ以上の人も毎日のように

やっていますよね。無断音楽ダウンロードは全体で何％

ぐらいあるかご存知ですか。音楽業界などは 95％と言い

ます。76％と言う人もいます。人に依っては、そんなこと

を聞くのは馬鹿げていると正確な数字は分からないと言

う人もいます。見方は色々有るということです。 

 侵害についても色々議論が分かれる訳です。ソニーの

件もありましたし、これで音楽業界は壊滅するという風に

言われたのですけれど、そうなりませんでした。現在の

例は映画「アバター」です。多くの方はこの映画をご覧に

なりましたよね。実は、100 万回もの違法ダウンロードが

劇場公開される前にされていたのです。しかしながら皮

肉にも「アバター」というのは、歴代で初めてアメリカで全

米興行収入第 1位になったのです。ですからインターネ

ットを介してのダウンロードで却ってマーケットが生まれ

たのかもしれないっていう説もあるのですね、議論が分

かれるのですけれど。 

 何故こんなにも簡単に侵害できるのでしょうか。それは

まず、分散化したネットワークが今あるからです。Grokster

がオンラインにやってきたときにパイオニアになったの

です。著作物のファイルは中央サーバーでの管理を止

めて、ネットワークを使って分散管理しようという風に言っ

た訳です。これで益々誰が侵害者か見極めがつかない

ようになってしまったということです。後ピア・ツー・ピアの

ファイル共有サイトというのも出来ています。これが原因

でナップスターは閉鎖されました。しかしインターネット

に行って見てください。色んなサイトがありましてナップ

スターと似ているものが沢山見つかるはずです、今でも。

それからサイバーロッカーというのが先程お話しましたけ

れども、出ていると。Kim.com ってご存知ですか。キムさ

んというのは、サイバーロッカーの一つであるメガアップ

ロードの幹部で、ドイツ人なのですが、彼はニュージーラ

ンドに住んでいます。今アメリカ政府と大きな戦いをやっ

ています。つまり著作権の海賊行為による刑事事件につ

いて争っている訳です。オンライン上の海賊行為が争わ

れている訳ですし、メガアップロードのキムさん、どういう

風になるでしょうか、運命は。後 YouTubeのようなビデオ

サイトが沢山出来ています。ビデオをストリーミングする

訳です。ですから、いとも簡単にインターネットに行って

侵害行為が発生し得る世の中になったということです。 

 

４．著作権保護の法的枠組み 

ａ．直接侵害 

マキューン： それでは次に法的な枠組みについて見

てみましょう。この法的枠組みをベースにして我々判事

が裁判所で働いている訳です。そして事件を裁いている

訳です。2 種類の侵害行為があります。直接侵害と間接

侵害です。ここで困難が生じます。最高裁は、20 年前に、

何が直接侵害で、何が寄与的、もしくは間接侵害か、そ

の線引きは容易ではないと言っています。代位責任もハ

ッキリしない。この 20年間全然明瞭化していないというこ

とであります。多くの人はアメリカの判例集を色々お読み

になっていると思います。アメリカ国内についてもこれは

間接侵害なのか、直接侵害なのか見極めがつかないと

いう場合が結構あると思います。以下の例が線引きの難

しさを一番うまく物語っていると思います。お母さんが息

子に言っている訳です。「違法のファイルの共有サービ

スが増えているっていう番組見た？」と言ったら、息子が

「見てないよ、じゃあダウンロードして見よう」というような

場合です。息子がダウンロードをしたら、息子の行為は

直接侵害を構成します。無断で著作物を複製しているか

らです。これが一番分かり易い行為だと思います。多分

知らないうちに皆さんもやっているでしょうし、子供達もや

っているでしょう。昨日も学生さんに聞いたのですけど、

「高島屋に行って、ハンドバッグを盗みますか？」と聞い

たらショッキングな表情を浮かべていました。そんなこと

をする訳ないだろうということであります。お金を払わな

いで品物を持ち帰るようなことは無いということです。で

はオンラインの方はどうですかという風に聞きましたら、

答えは同じようになるかもしれないし、インターネットは違

うからという風に答えるかもしれないのですね。だからこ

そ今日、こういったセミナーが開催されていてインターネ

ットは違うものなのか、他のものと違うのかということを議

論している訳です。 
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 直接侵害というのをお話ししました。アメリカにおいて

は直接侵害を構成するためには、権利侵害を知った上

での意図的な行為または作為的行為が必要だということ

です。他の人が著作権侵害に使った装置やコンピュータ

を単に所有しているからといって、直接あなたが起こした

侵害行為の責を負うことにはなりません。最も重要な直接

侵害ケースは、カトゥーンネットワーク、もしくはケーブル

ビジョンの事件4です。この判例は日本の著作権法にお

ける第三者の責任はアメリカとは異なると説明されるとき

によく引用される判決なので、皆さんの多くがこの判例を

お読みになったことがあると思います。でも、日米の違い

について 100％正しいとは思わないので、この判例につ

いて少しご説明したいという風に思っております。 

 この事件ではプレイスシフティングサービスが問題とな

りました。その仕組みですが、ケーブルビジョンの会社が

あり、そのケーブルテレビを使っているユーザーがいま

す。例えば、セミナーに出席しているし時間がないから 7

時または 2時に番組は見たくないので、後で 5時に見よ

うというというような場合です。ケーブルビジョンの方は、

じゃあその番組をダウンロードしてきますよ、そしてあな

ただけがアクセス可能なサーバーの録画スペースに置

いておきますよというサービスを提供している訳です。こ

のようなサービスでは、私が番組の録画を所有している

訳ではなく、ケーブルビジョンの合法的な加入者だから

録画にアクセス可能だというだけです。今、ちょうど7時と

して、日本に出張しているので、ケーブルビジョンに対し

て、サーバーの私の録画スペースから、そこに入ってい

る番組をケーブルビジョンのサーバーから私に送信して

くれと頼むかもしれません。この依頼によって送信するこ

とは著作権を侵害するでしょうか？ 

 これは直接侵害で争われたケースだったのです。直接

侵害ケースのみです。ニューヨークにある第二巡回区控

訴裁判所は著作権侵害ではないという風に判決致しまし

た。テレビ番組が、ケーブルビジョンからサーバーを介し

て、私のコンピュータに送られてくる場合、番組データが

バッファーに存在するのは単に1～2秒くらいです。だか

ら番組の複製にも録画にも該当しないと判断しました。私

の所属する第九巡回区裁判所でしたら我々の判例に基

づききっと違う判断を行ったと思います。 

 第 2 の点として、第二巡回区控訴裁判所は、ケーブル

ビジョンは別に悪いことをしていない、侵害しているのは

ユーザーである私だからと言いました。だから、ケーブ

ルビジョンは侵害者ではないという判断をしたのです。

最後に、番組データはケーブルビジョンから私のコンピ

ュータに転送されただけなので公の実演に該当しないと

判断しました。直接侵害の有無が争われた事件だったの

で、裁判所は侵害なしと判決した訳であります。日本とア

メリカの著作権システムを比較する論文を読むときに注

意しなくてはならないのはこの事件では間接侵害が争点

                                                                 
4 Cartoon Network, LP v. CSC Holdings, Inc., 536 F.3d 121 (2d Cir. 2008) 

となっていなかったことです。でも覚えておいてください。

もし間接侵害についても争われていたら、異なる結果と

なったかもしれません。 

 

ｂ．間接侵害 

マキューン： 次に間接侵害についてお話します。間接

侵害は大きく 3 種類に分類されます。最高裁はいつも簡

単にこれらの 3 種類を区別することが出来る訳ではない

と言っていることに留意してください。間接侵害というの

は、私個人が、本人がやっている訳ではなく、別の人、も

しくは別の装置による侵害です。第 1に、寄与侵害という

のは、侵害に寄与することを知りながら行う行為です。第

2 に、著作権を回避して音楽にお金を払わないようにす

るため私のシステムを使ってくださいと言って、第三者に

著作権侵害を誘導することを知りながら行う行為は誘導

侵害を構成します。第3に、代位責任というのも間接侵害

の一種です。当事者が侵害行為に対し直接金銭的な利

害を持ち、第三者を監督できる立場にある場合にその第

三者が著作権を侵害した場合の間接侵害です。このよう

な場合に、裁判所は、誘導侵害という言葉を使うことがあ

ります。従って、これらの侵害形態は同じなのか違うのか

という議論が起こる訳ですが、私は同じであって、寄与的

侵害の異なる呼び方と考えています。 

 

５．デジタルミレニアム著作権法（ＤＭＣＡ） 

マキューン： インターネットの発展のおかげで、色んな

形で著作物を記録することが出来る訳です。議会が非常

に著作権侵害を心配するようになりまして、1900 年初期

の改正以来最も重要な著作権改正法が1998年に成立致

しました。デジタルミレニアム著作権法（DMCA）と呼ば

れるものであります。最初にこの法律によって、著作物へ

のアクセス規制措置を迂回するような技術を作る行為が

犯罪となりました。私の講演の後に、ゲームメーカーの方

がパネルディスカッションを行いますが、ゲームメーカー

というのは、大体、ゲームに著作権侵害阻止機能をハー

ドウェアまたはソフトウェアの中に内蔵させています。著

作権侵害阻止機能を迂回する機能を作り出すことは、ア

メリカでは、刑事制裁の対象となる訳です。 

 それから第2番目に、この法律によるとインターネットサ

ービスプロバイダ（ISP）と呼ばれるオンラインサービスプ

ロバイダーの責任範囲を明らかにしています。ISP は色

んな著作物をホストしています。改正法は、一定の要件

を満たすことを条件に、法律的な責任を問われないで済

むセーフハーバーと呼ばれるフリーゾーンを保証してい

ます。アメリカの判例法を見て、また裁判の係争案件を見

てみますと、沢山の事例においてセーフハーバーの解

釈が行われています。私が ISPであるYahoo!であると仮

定すると、私以外の誰かが私のインターネットサーバー

を使って何かをアップロードしても、誰かによる侵害を実

際に知らず、事実とか状況から判断しても私がその誰か
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による著作権侵害を知ることが出来なければ、責任は私

にはないということになる訳です。レッドフラッグという用

語は日本で使われているでしょうか。アメリカでは警告を

出す行為をレッドフラッグと呼んでおり、「この事実を知ら

なくてはならない、見て見ぬ振りは駄目ですよ」という意

味です。著作権物が存在することを知ったら、迅速に対

応しなくてはならない、この著作物から利益を受けては

いけないということです。こういう要件を満たせば著作権

侵害の責任は問われないということになる訳です。 

 

６．ＤＭＣＡの下でのセーフハーバー 

マキューン： 実際にはどのように機能するのでしょう

か？カリフォルニアの事件で良い例があります。リアルネ

ットワークが訴えられた事件5です。シアトルにある会社で

して、こちらは何年も費やしてどうやってインターネットを

介して音楽をユーザーに届けるのか、頭を捻って参りま

した。しかも合法的にやろうと思ったのです。しかしなが

ら訴訟になってしまいまして、問題はリアルネットワーク

が使っていたソフトウェアが、実際は DVD に内蔵された

複製防止措置を回避するものだったということなのです。

リアルネットワークは誘導、もしくは寄与侵害を行ってい

ると判断され、音楽配信サービスは閉鎖されました。でも

他のサービスが今でも残っています。後で申し上げます

けれども、一つの技術が駄目、違法だと判断されると後

継として次の技術がすぐ出てきてしまいます。 

 もう一つ例を挙げます。パーフェクトテン対 VISA の事

例6です。お金儲けの一番大きな最たるものの一つはネ

ットポルノです。稼ぎ頭の一つなのですよ。国によっては、

ポルノは違法です。でも、アメリカでは違法ではないので

す、成人用であればということなのですけれども。インタ

ーネットの世界においては、全然各国で合意が付かない

のですね。でも一つ幸いなことに児童ポルノはどこへ行

っても違反だということでは各国が合意しています。児童

ポルノは絶対に厳禁ということで世界中許している所は

無いと思います。でも大人用のポルノは許されている所

もあるということです。 

 パーフェクトテンというのは、ヌードの女性を掲載するも

のでありました。テンという風に書いてあるのですが、こ

れは 0～10 の間でパーフェクト、完璧な女性ということを

意味しているのですけれども、色々写真を掲載する訳で

す。もちろんそれは買う訳ですから、売買の対象ですの

でクレジットカードで買うのです。現金決済できないので、

だからVISAカードで決済する訳です。パーフェクトテン

は皆我々の写真を盗んで偽物のサイトを立ち上げている

と主張しました。そしてクレジットカードで決済しているの

で、クレジットカード会社の代位責任の有無が争われ、第

九巡回区控訴裁判所は代位責任による侵害は無いと判

                                                                 
5 RealNetworks, Inc. v. DVD Copy Control Association, Inc., 641 F. Supp. 2d 

913 (2009) 
6 Perfect 10, Inc.  v. Visa International Service Association, a494 F.3d 788 (9th 

Cir. 2007) 

断しました。単にクレジットカードの決済を処理しているこ

と自体だけでは間接侵害の責は無いと判断した訳です。

それからクレジットカード会社は、他の会社がウェブに何

を載せようとするかを管理することは出来ないとも判断し

ました。勿論カードによる決済は行うけれども、著作権侵

害を誘導してはいないということです。従って、著作権者

の方がどうやって救済を得たらいいのかという問題が起

こります。救済を得るのは大変だということです。 

 セーフハーバー条項に関し、残り 2 つの事件を簡単に

紹介します。一つ目の事件は、UMGレコーディングが係

る第九巡回区控訴裁判所の判決7です。そして再審理の

申請8が出てきております。従って、公表されている判決

の情報だけご紹介申し上げます。この事件は自分のハ

ードドライブとかコンピュータに保管する必要はないよう

に情報をロッカーに記録するウェブサービスに係るもの

でありました。だから、サイバースペースの中のロッカー

に情報を預けるというシステムです。会社の言い分として

は、著作権侵害の有無をチェックするソフトウェアが付い

ていると主張しました。第九巡回区控訴裁判所は、

DMCAの下での免責またはセーフハーバーが適用され

る適正なステップを取っていると認めました。 

 被告はインターネットに違法なコンテンツが存在するこ

とを知っているだけでは、レッドフラッグとはみなさないし、

ロッカーに何が入るのかまでコントロール出来ないと主

張しました。こういうインターネットのようなものが事件に

上がってくると、裁判所はまず有体物を扱う事件で類似

のものを探そうとします。つまり学校のロッカー、もしくは

ヘルスクラブにあるロッカーを想定して考えるといったよ

うな感じです。この場合では、ロッカーはあるけれども、

学校のロッカー、ヘルスクラブのロッカーに何をあなたが

入れているのか分からないので、学校やヘルスクラブに

違法行為の責任は問えないということなのです。違法な

ものは入れないでくださいねという風に、適切なステップ

をとればいいということです。 

 完璧な比較対象ではないと思います、インターネットは

実世界とは違うのですから。著作権は本の著作権から始

まり、インターネットに到達するまで色々な発展がありま

したが、同じ著作権の原則が本にもインターネットにも適

用できると思います。世界中で、本に対する著作権をイ

ンターネットの著作権に適用すべきかどうかということが

世界中の裁判所で現在検討されている訳です。まだこの

事件について判決が出ていない、再審理のために私の

裁判所に係属中です。 

 次のヴィアアコム対ユーチューブ事件はニューヨーク

の裁判所が出した判決9です。この事件の被告である

                                                                 
7 UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LL.C., 667 F.3d 1022 (9th 

Cir. 2011). 
8 講演の後に、2011年の判決は取り消されViacom v. YouTubeを考慮して修

正された判決が出された。UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners 
LL.C., 667 F. 1022 (9th Cir. 2013). 

9 Viacom v. YouTube, 676 F.3d 19 (2d Cir. 2012). 
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YouTube にはほとんど何でも掲載できますよね。何でも

アリという形でYouTubeに行ったら色んなものが見られま

す。私が昨日見たら、昨日起こった地震の写真が載って

いました。それから新しい封切りされたばかりの映画とか

も載っていますよね。携帯端末にも最新の映画の一部が

YouTubeを介して見られるような時代になってしまったの

です。そこで問題となるのは、いろんなクリップを掲載し

ている YouTubeに対し代位責任、もしくは間接侵害が問

えるかどうかということです。裁判所は、レッドフラッグが

沢山出ているので、事実審理が必要だと判断しました。

ただ、権利行使をする上での実務的な問題が沢山ありま

す。第一に否定的な世評です。韓国は非常に厳しい海

賊行為を取り締まる法律がありまして、日本でも 10 月に

違法ダウンロードに対し 2年以下の懲役を課す法律が成

立しました。アメリカにおいても沢山訴訟が起こり、そのこ

とに対する否定的な世評が生まれました。ですから、著

作権者は、よりソフトなアプローチを採るようになり、警告

を出すようになり、インターネットサービスの速度を落とす

結果を生み出しています。でも新しい技術が出てきて、

それが駄目ということになるとまた次の技術が次々と出て

くるというのが現状です。 

 

７．実務上の問題 

マキューン： インターネットの著作権に関する実務上の

問題は何でしょうか？ 

 インターネットサイトに色んなものが非常に安く掲載で

きる一方、すぐに消去されてしまうので証拠を収集するの

が困難です。例えば、米国で訴訟が起こり、韓国にサー

バーを置いて日本にカスタマーがいるということになると、

どの裁判所が管轄を持つのでしょうか。価値観も異なっ

ています。例えばアメリカではナチ関連商品を売っても

いい訳ですが、フランスでは違法です。インターネットの

場合、それがフランスにあるかどうか不明です。 

 他の問題として、どのような使用が正当かというフェア

ユースの考え方です。異なる国では異なる考え方を採用

し、同じ国でも異なる裁判所において異なる考え方を採

用しています。著作権のファーストセールドクトリンにつ

いても考え方が一致していません。私が本を買ってあな

たに転売する場合の権利の消尽です。このドクトリンはま

だデジタルの世界では一度も適用された試しがありませ

ん。でも新しい会社が中古音楽データをインターネットで

売ろうとしている訳なのです。たとえ色んな弁護士に相

談してサービスを始めても、沢山の訴訟が起こされてい

ます。ReDigi という会社がこのようなサービスを開始しま

した。 

 

８．著作権訴訟のトレンド 

マキューン： 著作権事件に関しアメリカで実際に何が

起こっているかお話しましょう。この図で示すように毎年、

大体2,000件ぐらいの訴訟が提起されています。 

Trends in Copyright Case 
Filings

29

2005年、2006年、非常に訴訟件数が増えました。何故で

しょうか。レコード会社が個人を相手にして訴訟を始めた

からです。このような訴訟は批判の対象となったため、こ

の頃訴訟件数は下がってきましたが、これを日本に当て

はめると、法改正によって日本でも訴訟件数は急騰する

かもしれませんよね。これがアメリカの状況です。 

 

９．結 語 

マキューン： 最後にいくつか私の考えることについて

話したいと思います。次は何が起こるのでしょうか。勿論、

分かりません。もっと著作権法の条項が増えるのでしょう

か。増えると思います。というのは、インターネットが当た

り前のものになって 15～20件ぐらい新しい法案が提案さ

れています。これらの法案は議会で審理中の法案の略

称として使われるほど頻繁に提案され、議会に注目する

度に、何か新しい法案が出ているといったような勢いで

す。新しい法律を作れば何でも解決できるというものでも

ないと思います。ある種の問題については、市場におけ

る解決も必要であるという風に思っております。それから

またよく言われていることですが、最初に申し上げたよう

にデジタル革命が進行中であるので、法律ではなく新し

い技術が解決してくれるかもしれないということです。 

 以上です。ご清聴ありがとうございました。私も皆さんも、

今はとても興味深い時代に生きているということなのです。

私達は、この技術発展が著しいインターネットの世界で

どうやって著作権法を適用すべきかという問題に立ち向

かっている訳です。ご清聴どうもありがとうございました。 

 

Ⅲ 質疑応答 

 

竹中： どうもありがとうございました。講演の中で日本の

判例とアメリカの判例を比較するコメントがありましたが、

もう少し詳しくお話いただけますか。 

マキューン： カラオケドクトリンというのがありますよね、

日本では。つまり色んな状況でこのドクトリンが適用され

ると理解しています。このドクトリンについては、日本のコ

メンテーターに説明をお任せしたいと思っていますが。

カラオケドクトリンとアメリカの判例法のルールの間に類
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似性があると思うのですけれども。裁判所での適用の仕

方は若干日米間で差異があるというふうには思います。

もしアメリカで適用されるルールをカラオケドクトリンが適

用されるかどうかでふるいにかけた場合、日本ではどうな

るかなと考えてみました。 

竹中： また先生は第九巡回区と第二巡回区のルールは

異なるとおっしゃいましたが、カラオケドクトリンというの

は、第九巡回区のルールか第二巡回区のルールのどち

らに近いのでしょうか。 

マキューン： どっちに近いかとお答えすることが出来ま

せん。いずれの事件もまだ係属中で、もし本当にルール

に相違があれば、最終的に最高裁が判断することになる

訳です。でも最高裁は、年間 60件ぐらいしか裁量上告も

申立を受理しないですね。我々裁判所は、年間、1 万

3,000 件の控訴事件を判断します。ということで、我々控

訴裁判所が最終判断を下すことになり、私の所属する第

九巡回区控訴裁判所と、ニューヨークを管轄に含む第二

巡回区控訴裁判所が最も多いインターネット及び著作権

事件を判断している訳です。 

竹中： どうもありがとうございました。私は特許が専門で

すので、直接侵害と間接侵害の関係については、最近

のアカマイ事件10でも問題になっているので、非常に興

味を持っています。同じ知的財産権といっても権利の種

類が違えば考え方に違いがあるようですね。 

マキューン： そうです、商標においても、また著作権に

おいても、必ず特許法のことを参考にすることになって

いるのです。似ている点が多々ある訳ですし。ただ色々

な面で、特許権というのは著作権とは異なっています。 

竹中： まだ時間が残っておりますので、貴重な機会で

すので質問をフロアから受けたいと思います。どうぞ挙

手、お願いします。 

会場Ａ： 関連質問があります。ケーブルビジョンに関し

て、です。第九巡回区と第二巡回区の間で解釈が違うと

いう風におっしゃいましたが、もう少し詳しくお話いただ

けますか。 

マキューン： 分かりました。第九巡回区においては、レ

ッドフラッグの概念ですとか、また間接的な認識を否定し

ていません。重要な違いは第九巡回区が実際の認識ま

たは実際の認識を与える事実や状況証拠を重視してい

る点です。第二巡回区の方はまだこれから事実審を行う

ことになっているので、まだどのような事実認定が行われ

るか分からないのです。現在、地裁に係属しています。

この2件は、もし少しでも違いがあれば調和させるべきか

注目すべきだと思っております。重要なことなのですけ

れども、我々は判例法主義の下に先例に基づき判断し

ています。我々は実際の認識を重視する第九巡回区の

判例法が成立しており、先例に拘束されます。巡回区間

                                                                 
10 講演の後、連邦巡回控訴裁判所が大法廷審理の上、直接侵害と間接侵

害である誘導侵害の関係を明確にする判決を出した。Akamai Techs., Inc. v. 

Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) なお、2013年12月

において、最高裁が上告申立を受理するか審理中。 

の違いは些細なものだと思います。 

会場Ａ： それはよく分かるのですけれども、ケーブルビ

ジョンの判決、最高裁はこれを受理しなかったということ

ですか。ケーブルビジョン、この判決は確定したというこ

とですか。 

マキューン： 最高裁が受理しなかったからどうこうという

訳ではないのですね。最高裁というのは普通、とっても

公共政策上重要な案件ですとか、もしくは 2 つの下級審

で矛盾があった場合に上告申立てを受理します。特に矛

盾は無いと思います。前に言いましたように、間接侵害

が争われたら、日本と同じような結果が出るのではない

かと思います。侵害と判断されるのではないかと思いま

す。時によって最高裁は、数は少ないけれども著作権の

上告申立てを受理することがあります。いくつか特許事

件の上告申立ても受理します。先程申しましたように毎年

受理する 60 件の上告申立てのうち、IP の事件は少ない

のです。我々の判断する多くの事件が新しい事件なので、

もう少し明確な指針を出して欲しいなという風に思うことも

あります。なぜなら新しい技術が生まれ、同じ法律でも新

しい技術に適用されるからです。 

竹中： 他にどなたか質問がありますか。 

金子： 明治大学の金子敏哉と申します。非常に良いお

話をいただいてありがとうございました。英語が苦手なの

で日本語で話させていただきます。著作権侵害に対する

刑事訴訟はどういう状況なのでしょうか。というのは、メガ

アップロードについては刑事で閉鎖がされたと聞いてお

ります。他方で統計の数字を見ますと、民事の訴訟件数

が 2,000件、あるいは都市によってはそれよりも大きい都

市があるのに対して、刑事の起訴されている人数は 40～

80人というデータを見たことがあります。日本では結構著

作権の刑事事件も多いのですけれども、アメリカではどう

も刑事事件が少ないように見受けられるのですが、その

ような状況の認識でよいのかどうか伺えればと思います。 

マキューン： とっても良いご質問をいただきました。著

作権侵害に対し刑事か民事かという質問です。我々は著

作権侵害に対する刑事訴訟というのは、あんまり日本ほ

ど使ってないのですね。確かに、アメリカでは少ない、ち

ょっと数字を挙げます。99年から 2003年の間に大体 97

～127 件の刑事犯事件が日本であったと思います。同時

期アメリカにおいては年間で147～300件でした。日米間

で人口が違いますから、アメリカの方が刑事訴訟を使う

比率が少ないということになります。一つの理由は、我々

の刑事訴訟における立証基準がとっても高いために、立

証のハードルが高いのです。合理的な疑いを超えてとい

うことであるので、非常に悪質な侵害行為でなければ、

検事は刑事事件として起訴することを躊躇うでしょう。 

 一方、著作権侵害に関連する組織犯罪等については、

刑事事件として起訴されています。個々で注意すべきこ

とは、刑事事件となっているものはデジタル著作権の侵

害が問題となるものではないという点です。例えば、ルイ
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ヴィトンの偽バッグですとか、シャネルの偽バッグですと

か、そういうものが争われることが多いのです。でもアメリ

カで刑事訴訟が使われないのは、立証ハードルが非常

に高いのと人的資源が足りないからです。検事はもう手

一杯ですし、多くの人は、著作権侵害を行った者より、殺

人事件とか強盗犯とか、もしくは性犯罪者を訴追してもら

うほうが良いと思っています。ホワイトハウス等から来る政

治的に大きな問題ではなく、あまり些細なことを追っても

仕方がないでしょうという考え方にあるようです。一般国

民にもあまり理解されていません。これは公共政策上重

要な問題であるという風に思います。子供や若い学生と

話すと、「デパートでは万引きなんかしないけれども、著

作物を盗むことは万引きとは同じではないでしょう。僕が

コピーしたゲームのコピーを作るのにはコストがかからな

いでしょう」というようなことを言います。これは一般的な

反応だと思います。検察も大半の事件は陪審によって判

断されるので有罪とすることは困難だと思っているので

す。日本では著作権侵害を陪審が判断する訳ではない

と思います。そうですよね。 

竹中： 日本は陪審員制度を採用していないので。 

マキューン： 裁判員制度はありますよね。でも、裁判員

制度は我々の陪審制のように著作権侵害には適用され

ないのですね。国民感情を考慮すれば、陪審が著作権

侵害に対し時間を費やし真剣に怒ることは難しいように

思われます。勿論殺人事件は一般国民の注意を引くこと

になります。従って、その他の刑事事件とは根本的な違

いがあります。マイクロソフト、グーグル、任天堂、またそ

の他ビデオメーカーの話を聞けば、著作権侵害に対し真

剣であることが分かります。一般公衆は弁護士が思うよう

に著作権侵害に対し真剣にはなれないでしょう。しかし

ながら、非常に良い質問です。また 5 年後に日本に戻っ

てきて著作権侵害の刑事訴訟がどうなっているか見極め

たいと思います。 

竹中： 質問ございませんか？安藤先生、質問をどうぞ。 

安藤： どうも素晴らしいご発表をありがとうございました。

一つ質問があります。ケーブルビジョン判決についてな

のですけれど、プレゼンテーションの中でおっしゃって

いましたが、間接侵害に関しての争いが無かったというこ

とです。これは原告、被告との間のコンセンサスだったと

思いますけれども、しかしどういう決定になったのでしょう

か。もし原告が、今、やっていることは間接侵害であると

いう風に訴えた場合、アメリカではこういう原則があるとい

う風に聞いています。直接侵害がなければ、間接侵害は

ないという原則がこれにも該当するのでしょうか。 

マキューン： 良いご質問をいただきました。必ずしもそ

うではないです。というのは、状況によって直接侵害は無

いという例もある訳です。裁判所は、誰かが直接侵害を

行っているとしたら、それはケーブルビジョンのユーザ

ーもしくは加入者だと認定したのです。でも別の分析も

可能であるという風に思います。これはソニーの事例と同

じではないかということです。単にプレイスシフティング

ではないか、実質的な非侵害用途があったのではない

か、ソニーとは違うと考えることも出来ます。ケーブルテレ

ビカンパニーは、ユーザーがいつコピーしている情報を

サーバーに記録しているか、またいつ著作物がユーザ

ーに見られているか知っていました。では本当に違いが

あるのでしょうか？代位責任の案件にも似ています。ケ

ーブルテレビカンパニーは、ロッカーのスペースを作る

ということでユーザーからお金を集めていた訳です。直

接報酬を得ていて著作物が対象になっていたということ

も十分知っていたので、可能性としては間接侵害が認め

られたと思うのです。でも、他にも色んな理由があって、

この件では間接侵害は争われなかったということです。ソ

ニーの事件はとっても有名になりましたので、どんな事

件であっても必ずソニーの事件に舞い戻る訳です。そし

てソニーを適用したらどうなるだろうと必ず参考として考

えるのです。 

 ケーブルビジョン事件はソニーと類似すると反論するこ

とが出来るかもしれません。タイムシフト、プレイスシフト、

どこが違うのだという風に言えるかもしれないのですね。

そしてお金を払っている訳ですから、私としては、何故今

テレビを見なくてはいけないのだと思うかもしれません。

番組のためにお金を払っているのだから7時に見たって

良いだろうという風に言える訳です。だから、別にユーザ

ーとして単に著作物を利用しているだけということになる

かもしれません。日本の先生からご意見を承りたいという

風に思いますが、カラオケドクトリンを適用するとケーブ

ルビジョンはどうでしょう、有罪になるのでしょうか、無罪

になるのでしょうか、日本の場合でしたら。 

竹中： これはとっても興味深いケースになるなと思いま

した。特許の観点から、というのはアロ最高裁判決11があ

りまして、間接侵害の立証には常に直接侵害にならなく

てはいけないとされています。まず、第一段階として直接

侵害を立証してからでないと間接侵害は問えないという

ことになる訳です。アカマイ判決12においても同じ要件が

課せられている訳なのです。直接侵害を立証するために

は方法発明の構成要件である工程を全て被告が単独で

実施しなければならないとされていますが、このルール

については例外が出てきているのです。つまり、間接侵

害立証のベースにしての直接侵害については、複数の

当事者が行い得るというものです。間接侵害のための直

接侵害については、単一の当事者が全ての実施をしなく

ても良いという考え方がスタート地点となって、直接侵害

の立証についても単一の当事者が行わなくても良いとい

う共同侵害による例外に発展したということなのですけれ

ども。13 

マキューン： それもちょっと似ています。つまりケーブ

                                                                 
11 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (U.S. 1961) 
12 前掲注10 Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.判決 
13 例外を直接侵害の成立に拡大する考え方は前掲アカマイ事件で大法廷

審理によって連邦巡回控訴裁判所に否定された。 
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ルビジョンを直接侵害者と考え、さらに我々テレビの加入

者も直接侵害者と考えることで特許の複数の直接侵害者

による共同侵害のように考えることが出来るということで

す。ケーブルビジョンとユーザーのように複数の当事者

の間に直接の関係が無いので、第三者が絡むと特に問

題が生じます。アメリカ法における他のドクトリンでは、故

意侵害があります。第九と第二の巡回区のルールはどう

違うのだというご質問もありましたけれども、我々としては、

故意による侵害行為を認めるのに少し高い基準を採用し

ているのだと思います。この違いは些細なものでしかあり

ませんが。 

竹中： マキューン判事の方からさっきのケーブルビジョ

ン事件、カラオケドクトリンではどうなりますかという質問

がありましたけれども、どなたか答えて頂けませんか。安

藤先生どうでしょうか。 

安藤： これはどうなのですかね、このカラオケドクトリン

でいった場合は何か利益も貰っているし、カラオケドクト

リンでいったらアウトになるような気がしています。間接侵

害を認められるような気もしますけれども、日本の観点で

分析したことはないので、ちょっと何とも言えませんけど

も、日本のケースだとカラオケ法理で侵害になる可能性

はあると思います。 

竹中： ちょうど今、有名な、高名な知財の裁判官で最近

退官なさった三村判事がいらっしゃっているので、良け

れば三村判事の意見を聞きたいと思います。 

三村： まねき TVに関与していました三村でございます。

こちらに現役の岡本判事もいらっしゃいますけど、岡本

判事は立場上発言し難いと思いますので、代わりに OB

の私の方から発言したいと思います。この事件ですと、

恐らく日本の考え方ですとカラオケ法理で複製の主体を

ケーブルビジョンテレビだということにして、直接侵害と

いう判断をするだろうと思います。その場合には、設備と

か一切がケーブルテレビの支配下にあるということと対価

を取ってということもありますので、そういう今までの考え

方、特に今回のまねき TV とか、ロクラクⅡ判決の後の状

況であれば、ケーブルテレビの会社を主体であるという

形に認定して複製権侵害の直接侵害の判断がされるの

ではないかと私は思いますけれども。 

竹中： 貴重な意見をありがとうございました。 

マキューン： つまりこういうことですよね。時によって、

裁判所は非常に些細なことによって区別することがありま

す。アメリカでは、たった 1.2 秒のバッファーに過ぎない

ではないかと判断しましたが、日本ではあんまり関係が

ないということかもしれません。各国で著作権のドクトリン

は違うので侵害と判断されるかもしれません。例えば、ケ

ーブルビジョンの加入者は外国に行って、例えば、日本

に来て、侵害と判断されるかもしれません。 

竹中： では、拍手で裁判官に感謝致しましょう。 

（拍手） 

 

【スライド】 
IP Technology and Copyright 
Infringement Law:
Third Party Liability in the 
U.S.

Waseda International IP Symposium

Tokyo, Japan

December 2012

Hon. M. Margaret McKeown 

United States Circuit Judge
1

U.S. Copyright Law has Deep 
Roots

• English copyright law – the Statute of 
Anne (1710)

• U.S. Constitution – the Copyright Clause 
(1787):  Congress empowered “[t]o promote 
the Progress of Science and useful Arts, 
by securing for limited Times to Authors 
and Inventors the exclusive Right to their 
respective Writings and Discoveries.”

• U.S. Statutes:

–1976 Copyright Act

–1998 Digital Millennium 

Copyright Act

2

Copyright Law and Changing 
Technology:  An Historical 
Snapshot

3

Photos
(1884)

Piano 
Rolls 
(1908)

Cable TV
(1968)

Copyright Law and Changing 
Technology:  The Digital 
World and Third-Party 
Liability

• Sony v. Universal (Supreme Court 
1984)

• Supreme Court allowed marketing of 
the Betamax video recorder, finding 
technology capable of “substantial 
non-infringing uses” immune from 
contributory liability

• Court did not want to “block the 
wheels of commerce” 4
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Copyright Law and Changing 
Technology:  The Digital 
World and Third-Party 
Liability

• A&M Records v. Napster (Ninth Circuit 
2001)

• Napster music-sharing service liable for 
contributory and vicarious infringement

• Napster used a centralized indexing 
system where users could search for 
files on others’ computers

• Napster had actual knowledge of 
infringing content,  could block access, 
failed to remove the material, and 
financially benefitted

5

Copyright Law and Changing 
Technology:  The Digital 
World and Third-Party 
Liability

• MGM v. Grokster (Supreme Court 2005)

– Decentralized

peer-to-peer

service liable

for inducing

copyright

infringement

6

MGM v. Grokster (Supreme Court 2005)

Consider both:

•copyright protection

•“promoting innovation in new 
communication technologies”

7

Global Explosion of the 
Internet

8

38.4% of 
population
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Historical Internet Usage (by millions of users)
Japan China United States
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78.7% of 
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Global Explosion of Online 
Infringement

• 28% of Internet users access 
unauthorized services on a 
monthly basis

• Digital theft takes up 24% of 
global Internet bandwidth and 
17.5% in the U.S.

1

• Digital locker downloads comprise 7% of 
Internet traffic; 91% of their links are to 
copyrighted material

• Unauthorized music downloads were:
– 95%
– 76%
– ??? %

Debate over Cost of Online 
Infringement

Movie Avatar was illegally 
downloaded nearly one million 
times in the first week after 
theatrical release

• Nonetheless became the 
highest grossing film of 
all time in the U.S.

• International box office 
returns are “7% lower 
than they would have been 
in the absence of pre-
release piracy” 10

The Ease of Online 
Infringement

• Decentralized

networks (BitTorrent)

• Peer-to-peer file-

sharing sites (Pirate Bay)

• Centralized 

downloading sites, 

or “cyberlockers” (e.g., 
RapidShare/Megaupload)

• Video sites with streaming content
11

Direct versus Indirect 
Infringement

12

“Links between direct 
infringement, contributory 
infringement, and vicarious 

liability are not clearly drawn”

Sony v. Universal (Supreme Court 
1984) 
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Direct infringement

13

Direct Infringement

• Infringement of copyright 

holder’s exclusive rights, 

including right to reproduce

– Volitional conduct generally 
required

– Mere ownership of machine used by 
others to infringe in insufficient

14

• Placeshifting service

• Separate copies for each requesting 
customer

• Need “some element of volition or 
causation which is lacking where a 
defendant’s system is merely used to 
create a copy by a third party

• No direct infringement

• Indirect infringement not argued

15

Infringement

Cartoon Network v. CSC Holdings 
(Cablevision) (Second Circuit 
2008)

Indirect Infringement

• Contributory Infringement:  when a 
person knowingly and materially 
contributes to another’s infringing 
act

• Vicarious Liability:  when a party 
with a direct financial interest in 
the infringement and is in a 
position to supervise it

• Inducement Liability: separate 
liability or subset of contributory 
liability? 

16

 

 

Statutory Liability and Safe 
Harbors

• Digital Millennium

Copyright Act

• Criminalizes production or dissemination 
of technology that circumvent measures 
that control access to copyrighted works

17

Statutory Liability and Safe 
Harbors

• Digital Millennium Copyright Act limits 
liability of 

on-line service providers for 

copyrighted 

information

placed on their 

systems by users

18

Statutory Liability and Safe 
Harbors

• Safe Harbor Requirements:

– No actual knowledge that the material is 
infringing

– Not aware of facts or circumstances from 
which infringing activity is apparent – no 
“red flags”

– Acts expeditiously to remove material upon 
notice

– No financial benefit directly attributable 
to the infringing activity where service 
provider has the right and ability to 

19

• RealNetworks v. DVD Copy Control 
Association (Northern District of 
California 2009)

– RealDVD software allowed users to copy 
DVDs and store them on a hard-drive

– RealDVD violated the DMCA by 
circumventing copy-protection measures 
on the DVDs

• Similar software continues to be available

20

Statutory Liability and Safe 
Harbors
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Statutory Liability and Safe 
Harbors

21

• Perfect 10 v.  Visa (Ninth Circuit 2007)

– No contributory infringement liability 
against credit card company (Visa) for 
processing payments from infringing 

websites because it did 

not induce or materially 

contribute to infringement

– No vicarious liability even after Visa 
knew of the infringement because it did 
not have the right and ability to 
control the infringement

Statutory Liability and Safe 
Harbors

• UMG Recordings v. Shelter Capital (Ninth Circuit 
2011)

– Cyber-locker operator entitled 

to safe-harbor under the Digital 

Millennium Copyright Act

– General knowledge of infringing

activity was not a “red flag” and

therefore insufficient to impose liability

– The right and ability to control—which 
eliminates safe-harbor protection—requires 
actual knowledge of specific instances of 
infringement

22

Statutory Liability and Safe 
Harbors

• Viacom v. YouTube (Second Circuit 2012)

– Application of safe-harbor to YouTube –
unlike UMG Recordings, right/ability to 
control not limited by specific knowledge 
of the infringing activity

• Right/ability to control infringing 
activity can exist without specific 
knowledge if service provider exerts 
substantial influence on its users’ 
activities

– No protection for “red flag” awareness 
(objective standard) – “willful 

23

Practical Challenges in 
Enforcement

• Negative publicity

– Policymakers, civil liberties groups, 
consumer advocates, and academics have 
criticized enforcement against individual 
end-users

• Changing Technology – Technology outpaces the 
law

– IP obscuring services

– Closed networks

– Decentralized systems

 BitTorrent

– Cyberlockers

Megaupload

24

 

 

Practical Challenges in 
Enforcement

• Low barriers to entry:  when 

one site shut down, 

others appear

• Difficulties of Proof:  
cloud-based computing 
and streaming 
eliminates the need for 
downloading permanent 
copies

25

Legal Challenges in 
Enforcement

• Jurisdiction: complications 

arise when multiple countries 

impose conflicting laws in

regulating Internet activity

– Yahoo! v. La Lingue Contre Le Racism (Ninth 
Circuit 2006) (Nazi memorabilia)

– Avoid U.S. jurisdiction by banning American 
IP addresses or relocating

– Pirate Bay has threatened to shift servers to 
GPS-controlled aerial drones to avoid all 
jurisdictions 26

Legal Challenges in 
Enforcement

• Standing: must be owner, assignee, or 
exclusive licensee to sue

– Copyright “trolls” secure a limited 
right 

in copyrighted works and sue infringers 

on behalf of copyright holder “partners”

– Cannot merely transfer the right to sue 
for a copyright infringement

• Competing global values: freedom of speech, 
protection of pornography, Internet gambling

27

Legal Challenges in 
Enforcement

• Fair Use: competing standards worldwide

– Perfect 10 v. Amazon.com (Ninth Circuit 
2007) (transformation avoids liability)

• First Sale: owner of a copyrighted work 
has the right to resell it

– A startup named ReDigi has 

launched a “used” music 

store on the Internet, 

which enables users to 

resell digital files

28
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Trends in Copyright Case 
Filings

29

 

 

What’s Next?

• Role of the courts

• More copyright laws?

– Congress is exploring options (SOPA; PIPA; 
CISPA)

• Market Solutions

• New frontiers/new technology

30

 

 

 

 
第５回 第二部 

 パネルディスカッション 
：ゲームの著作権を巡る諸問題 

 
ディスカッサント：代市 崇（バンダイナムコゲームス） 

保田 祐子（カプコン） 

光田 康典（プロキオン・スタジオ） 

柴田 真人（ゲームプロデューサー） 

司会：安藤 和宏(早稲田大学 IIIPS-Forum客員上級研究員) 
 

 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 釣りゲータウン２事件 ～ゲーム画面の類似性～ 

Ⅲ ファイアーエムブレム事件 ～同じ制作スタッフ

が異なる発売元からゲームソフトを販売する場合の

問題～ 

Ⅳ YouTubeへのプレイ動画の無断アップロードにつ

いて 

Ⅴ ゲームソフトの移植時の権利処理について 

Ⅵ ゲーム業界が直面する課題とその将来像 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

安藤： では、時間になりましたので始めたいと思います。

少し趣向を変えてと言いますか、このセクションは先程の

講演の延長上でもあるのですが、「ゲームの著作権を巡

る諸問題」というタイトルでディスカッションを行いたいと

思います。なぜマキューン判事の講演の延長線上なの

かというと、マキューン判事が 15 年前に裁判官になられ

る前は任天堂アメリカの代理人をしていたということで、と

てもゲーム業界に造詣が深いそうです。従いまして、マ

キューン判事には我々のディスカッションの後にコメント

をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

今日は JASRAC 公開講座ということですし、実務家の私

がモデレーターを務めるということで、いつもよりもかなり

実務的な話になると思います。 

 今日は 4 人のディスカッサントの方に来ていただいて

おりますけれども、2 人がクリエイター、2 人が法務という

構成になっております。元々この企画について私の友人

である作曲家の光田さんにご相談したときに、折角ディス

カッションをするならクリエイターを 2人、それから守る側

というか法務2人にしましょう、そして、クリエイターと法務

はもしかしたら考え方が違うのではないか、もし違うのだ

としたらどのように違うのか、ということをディスカッション

の中で浮彫にすると結構面白いのではないか、というご

提案をいただきました。光田さんからとても貴重な示唆を

いただいて、こういう構成になっています。では早速、議

論に入りたいと思います。 

 

Ⅱ 釣りゲータウン２事件 ～ゲーム画面の類似性～ 

 

安藤： まず、釣りゲータウン 2 事件14について議論した

いと思います。これは釣りゲームの画面の類似性が問題

になった事案です。一審では類似性が肯定され著作権

侵害という判断がなされましたが、控訴審では類似性が

否定され、非侵害という判決が下った事件です。 

 これはゲーム業界でとても大きな話題になった事件で

す。このスクリーンの魚の引き寄せ画面の類似性につい

ての判断が一審と二審とで分かれた点について、あるい

は判決自体についてどのような感想を持ってらっしゃる

のか、一人一人、自己紹介も兼ねてお話いただきたいと

思います。 

 ではまず、長年ゲームのプロデューサーを第一線でバ

リバリやっていらっしゃって、私が北大に勤めているとき

もわざわざ北大に来て講演していただきました柴田さん

                                                                 
14 一審・東京地判平24・2・23・平21（ワ）34012、控訴審・東京高判平24・8・

8判時2165・42 



第５回第二部 パネルディスカッション：ゲームを巡る著作権法上の諸問題 

- 273 - 

からお願いしたいと思います。 

柴田： はい。今、ご紹介にあずかりました柴田です。バ

リバリというか、一応 26 年ゲーム業界に居まして、ずっと

コンソールゲームの営業開発、それからモバイルのゲー

ムの開発、プロデュース、そしてスマートフォンのゲーム

の開発、ソーシャルゲームと、一通り全部やってきたとい

うのがあるのですけれども。今のこの釣りゲータウンさん

の話は非常に近い立場で見ていたのですけれども、一

言で言うとあり得ないという感じでしたね。「これがやられ

ると、もう全部じゃん」みたいな感じを受けていましたので、

心から二審のような結果になることを祈っておりましたけ

れども、結果としてはちょっとホッとした感じですけれども、

ゲームでは本当によくこのようなパターンはあるのです

けれども個人的には中身云々よりもこういう何でしょうね、

戦いの場に出るという行為そのものに意味はあったのだ

なとちょっと思っておりましたというところです。 

安藤： 戦いの場に出るという行為そのものに意味があっ

たというのは、実はとても深い言葉なので、後で突っ込ん

でみたいと思います。それでは次に作曲家の光田康典

さん、お願いします。 

光田： はい。作曲家の光田康典と申します。本日はよろ

しくお願いします。僕は基本的に曲を書く事を生業として

いますので中々権利関係については詳しくなくて、全く

場違いなところに来ているなという感じはあるのですけれ

ど、今回はクリエイターからの目線で色々発言をさせて

いただければと思っております。 

 今回、この釣りゲータウンの事件、僕もすごい興味深く

見ていたのですが、基本的にどのゲームもそうなのです

が、UI（ユーザーインターフェース）の部分っていうのは

どれも似ていたりするのですね。例えば格闘ゲームのダ

メージ表示だとか、そういったものってゲームの仕様上ど

うしても似通ってしまうと思うのです。ただ、ゲームの本来

のシステム的なものというのは全然違ったものですので、

もしこの事件が著作権侵害ということになると、非常にゲ

ーム業界としてもモノを正直作れないような状態になって

いく気がしていたので、こういった結果になったのは気

持ち的に言えば正解ではないかなと実はそういう風には

思っているのです。勿論、色々な見方はあると思うので

すが、非常にゲーム業界の方もアイデアというか、そうい

ったものというのは中々新しいものを出し辛い時代にな

ってきており、一から何かモノを作るというのが非常に難

しくて、このゲームのこのシステムとこっちのゲームのこ

のシステムは面白いよねっていう事で合体させるというこ

とが結構、頻繁に行われているのが実情でありまして、そ

ういった中の一部分の UI に焦点を当てて裁判が行われ

たというのは本当にビックリしました。 

安藤： クリエイターから見ると一審の判断はどうかな、と

いう話ですね。 

光田： そうですね。 

安藤： では、今度は法務部からの視点ということでカプ

コンの保田さん、お願いします。 

保田： 株式会社カプコンの保田祐子と申します。よろし

くお願いいたします。私は 97年に新卒で入社してから法

務部で業務をしておりまして、普段は商標及び著作権の

申請登録対応、海賊版のコピー対策、クリエイターが創

作したものに関して法律相談を受けたり、ゲーム中のコ

ンテンツチェックを行ったりしています。そういった立場

からこの一審の結果を見たときに非常に驚きました。何

が驚いたかと言いますと、元々存在する釣りというスポー

ツをゲーム化した場合、どうしてもゲーム性が似てしまう

点があります。今まで私がチェックしていた中では、先程

光田さんがUIとおっしゃっていましたけれども、この部分

はありふれた表現であり、創作性のない部分であると判

断されるケースが多いのではないかと思っておりました。

ただ、第一審では創作的な表現であるという判断がなさ

れ、全く同じデザインでないものでも著作権侵害と判断さ

れたという点で驚きました。 

安藤： これはこういうゲームを作るよって保田さんにクリ

エイターが相談してきたときに「大丈夫よ」って言ってしま

った可能性があるということですね。 

保田： そうですね。大丈夫とは言えませんけれども、表

現が同一でなければセーフではないかなと思う、と言うと

思います。 

安藤： それでは、バンダイナムコからいらしていただき

ました代市さんにこの事件のコメントをお願いしたいと思

います。 

代市： バンダイナムコゲームスの代市と申します。私は

97年に入社しまして以来、ずっと法務という仕事をしてお

ります。普段は契約書の審査とか起案がかなりの業務量

を占めているのですが、著作権、知的財産の中でも著作

権のみ法務部で扱うというような感じで、あとの産業財産

権については特許部というところの別の組織、別の部署

で扱っているという風に分かれています。釣りゲータウン

の件なのですけれども、最初一審のときは著作権侵害だ

ということだったのですが、そのときの印象としてあった

のは、創作性の認定について言えばかなり拾って上げ

ているなという印象で、これひょっとしたら二審ではひっ

くり返るのではないかというような印象がありました。丁度

同時期に地裁で創作性が認められて、高裁で創作性が

否定されたというような、似たような裁判例がありまして、

なんか直観めいたものがあり、東京地裁よりも高裁の方

が割かし全体的に見て著作物としては創作性がないの

ではないかというような判定をしているというような印象が

すごくありました。私が法務部でこの件の相談を受けたと

したらというような点ですけれども、私は割かし裁判でギ

リギリ勝てればいいというようなところは狙わず、出来るだ

け争いにはなって欲しくないと思っているので、なるべく

似ている要素を排除して欲しいというアドバイスをする傾

向にあると思っています。 

安藤： 段々この辺から生々しい話をしていきたいなと思



＜秋 季＞早稲田大学ロースクール公開講座 

- 274 - 

っております。先程、柴田さんから原告の請求は認容さ

れませんでしたけど、訴えた意味はあったのではないか

というお話があったと思うのですけど。 

柴田： そうですね。取りあえず何か殴っとくことで、黙る

よね、みたいな事をやりたかったのだろうなとは感じてい

ましたね。実際にそういうようなことはよく見かけるので。

勝つ、勝たないよりもまず殴る振りするみたいなのが重

要だったのかなと。実際にゲームを作るときには、実は

ゲームのロジックよりもどちらかと言うと見た目とかUIを似

ないようにするということを意識しているのですね。あと比

べるときも、最初に UI が似ていると、まず似ているよなと

すごく感じるので、ロジックが違っても、です。なので、比

較的 UI を変えるようには意識するのですが、今回は比

較的そこが若干似ていたのかもしれないですけども。ち

ょっとでも似ていたら取りあえず殴っておこうみたいな、

そういうような何か特に 2社は強いライバル関係だったと

いうこともありますので、そういうことだったのかなという印

象は持ちましたね、はい。 

安藤： 殴った甲斐はあったのでしょうか。 

柴田： あったのではないですかね。すごい、もうビビりま

したから、殴られるのだと。イカン、イカン、まず釣りは作

っちゃイカンとかですね、思いましたので。 

安藤： そういう意味なのですね。 

柴田： いや、もう釣りだけで。基本釣りってそんなに変わ

らないと思うのですよね、極端には。なので、釣りちょっと

作れないなと思いましたね。 

安藤： 今度はゴルフで殴られちゃうとかそういう感じ。 

柴田： そうですね。 

安藤： そういうことですね。じゃあ釣りに関しては結構… 

柴田： ちょっと間は空けようみたいな。 

安藤： 間を空けましょうと。まだ痛いし、みたいな。 

柴田： そう。あんまりホットなときにやるとちょっとね、殴

られやすいので。 

安藤： ディープな話ですね。今、柴田さんが言った、UI

はあんまりちょっと似せすぎると…という話でしたけれど

も。光田さんは作曲や編曲をしていて、似せてはいけな

いけどクライアントによっては「これ風に創って」とかって

あると思うのですけど。 

光田： そうですね。まず、ゲームを制作する前って企画

書を作るのですけど、大体そこの企画書にはこのアニメ

のこのようなイラストで、また他社のゲームのこういう風な

システムで、っていう、いわゆる今まで世に出てきたゲー

ムやアニメの絵やシステムが書いてあったりします。勿論

音楽も例えばスターウォーズみたいな曲にしてくださいと

か、そういう注文が書かれていたりします。 

安藤： 酷いときはサンプルを付けてきますからね。 

光田： もうそのままサウンドトラックなどのCDを渡されて

これっぽい曲にしてください。そうなると、非常に作る側と

してもモチベーションは下がりますし。 

安藤： だったらそれ使えよって思いますよね。 

光田： ジョン・ウィリアムズさんに曲をお願いしたらいい

のではないですかって思うのですね。何か自分の必要

性を否定されたような感じになりますね。なので、出来れ

ば今までに無い新しい世界観を作りたいのだっていう強

い意志というかそういう意気込みが欲しいですね。今の

ゲーム業界だと大体がもう有りものを貼ってあって、ミクス

チャーにすると面白いのではないかっていう発想でゲー

ムが出来ているので、先程も言いましたけれど中々一か

ら新しい発想で面白いものが作り辛い世の中になってい

るのは確かにあるのかなと思います。 

 あと今回のこの件に関しては、もともと開発会社が

DeNAさんとGREEさんで同じ人で移籍してとかっていう、

だからどちらかと言うとそっちの感情的な問題のほうが強

かったのではないかなと。この似ているとか、似ていない

とかの以前にその人材を取られたみたいな、そういった

方が強くあったのではないかと思います。 

安藤： なるほど。それで何かパンチも出ちゃったのです

ね。 

光田： そう。出ちゃったみたいな。 

安藤： 分かりました。それでは法務部としては、クリエイ

ターの方々にどのようなアドバイスをしていらっしゃるの

でしょうか。先ほど代市さんもおっしゃっていましたけど、

なるべく訴訟沙汰にはならない、物事は穏便にいきたい

ということだと思うのですけど。保田さん、お願いします。 

保田： はい。私の業務がゲームのコンテンツのチェック

と申し上げましたけれども、出来るだけ早期の開発段階

で相談に乗ることを心掛けています。先程光田さんもお

っしゃっていましたけれども、今現在世の中にあるものを

参考に新しい作品を作ろうという企画も存在していますの

で、制作した後に小手先で直すのではなく、最初の企画

段階から相談に乗るようにしています。相談を受けるとき

にも何を参考に制作しているのか、また類似の作品はな

いか確認するようにしており、どのように著作権侵害にな

らないように回避していくのかというところから話し合うよう

にしています。 

安藤： なるべく早くって大事ですよね。 

保田： そうですね。 

安藤： もう作っちゃいました、みたいな。そしたらもう終

わりですものね。 

保田： はい。9 割ぐらい出来ていて酷似していた場合、

小手先で直すことしかできないと紛争になるリスクが非常

に高くなりますので、早い段階から出来るだけリスクを減

らすようアドバイスすることを心掛けています。 

安藤： では代市さん、どのようなアドバイスをしていらっ

しゃいますか。 

代市： そうですね。早く相談に来て欲しいというのもあり

ますけれども、後は似ている、似ていない、の判断って

すごく難しくて、聞く人によっても違うということもあります

し、なので、やっぱりなるべく似ないようにしてっていうか

…。あとは逆にありふれたものっていうところであれば、
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創作性がないということもあると思うので、世の中にある、

似たようなものを沢山集めてきてくださいみたいなそうい

う考えもあるかなと思っています。 

安藤： 柴田さん、ゲームを作るときに、出来る限り変えら

れるものは変えようという努力をするものですか。例えば

見た目とか。 

柴田： そうですね。間違いなく見た目はやはり、まずは

変えると思いますね。ゲームのロジックに関して言うと、

先程も何度かお話になって、やっぱりどうしても例えばド

ラクエ風の戦闘画面なんていうのは、みんなドラクエ風と

言う訳ですから、ドラクエな訳ですね、見た目は。でも、

それを変えようとすると、もう全く別のものになって全然話

が進まなくなったのですね。その代りインターフェイスを

変えるとかボタンの配置とかゲームの流れを変えていく

みたいなのは普通にやりますけれどもね。ただ、ちょっと

ここで質問があるのですけど、法務部の方に、です。今

の G 社さんがすごいカードバトルのゲーム沢山あるじゃ

ないですか。 

安藤： G社さん？ 

柴田： いやいや、名前言うとバレてしまうので言わない

ですけど、ドリなんとかっていうゲームがあるのですね。 

安藤： だから、言ったほうが良い。 

柴田： ドリランドですけれども。あれが全然ドリじゃない

ゲームに変わった瞬間にですね、その前に別の会社さ

んが出していたカードバトルのドラゴン何とかっていう、ド

ラゴンをどんどんコレクションしていくゲームに目茶目茶

似ていた訳ですよ。それが先程もなんか保田さんもおっ

しゃっていたように、事前にこれを持ってきていたら、もう

ちょっとこういう風にしたらというのがあると思うのですけ

れども、もしドリランドの企画者が、あのタイミングで持っ

てきたらどういう判断をされるのかな、というのがすごく興

味深くてですね。どうですかね。 

保田： そうですね。私にそのお話が来た場合には、や

はり法務の立場ですので、訴訟になるリスクがあるかどう

か、著作権侵害とみなされる恐れがあるかを判断するこ

とになると思います。開発が終盤に差し掛かっており修

正の余地がほぼない状態でリスクがあると判断する場合

は、リスクを背負った上で進めたい話なのか話し合いま

す。法務の立場として懸念点を明確にし、事業側、開発

側として本当にこの企画を推し進めるのか、最終的に経

営判断を得るべきと提案する場合もあります。 

柴田： なるほど。ありがとうございます。 

代市： 私は…。ドラゴンをモチーフにするとかっていう

のはゲームで割かしあると思うので、世の中のドラゴンを

使ったゲームをいっぱい持ってきてもらって、これってど

れにも同じ表現だよねとか、そういう部分があればその

点はセーフという判断をするかもしれませんし、あとはカ

ードゲームで、じゃあ、他の会社はどうやっているのかと

か、それも結局どれも同じ、カードゲームの表現ってどれ

もこんなのだよねということであれば、その点もセーフと

言うかもしれないですし。後は、やっぱりその中でも何が

肝なのか、何がミソなのかとか、そういうような所はじゃあ

変えてとか、そういうアドバイスをするような気がします。 

柴田： ありがとうございます。 

安藤： そうすると法務部としてはありふれた表現の焙り

出しみたいな。色んな種類のゲームを集めて、これはこ

れだけ皆使っているのだったら、ありふれた表現で行け

るとかっていうのは、やはり日々やっているのですか？ 

代市： ただ、なるべくやっぱり似ない方が訴訟リスクは

低いと思うので。すごく迷いますし、あとは法務部でやっ

ているので、他の部員の人の意見も聞きますし、最終的

には経営判断というものにもなるとは思うのですけど。 

光田： 私も聞きたいのですけど、音楽業界なのでゲー

ム業界のことはよく分からないですけど、音楽業界だと法

務部と制作部って全然行き来がなくて、縦割り、お役所

みたいなのですよ。だから全然制作部の人って著作権

のこと全然知らないのですよね。契約書も全然分からな

い。だから法務部はずっと法務にいて制作はずっと制作

に居るのです。人事交流もあんまり無いのですよね。ゲ

ーム業界ってそういう交流とかってあるのですか。交流と

か研修とかそういうなんか社内的な。 

柴田： ハドソンのときは比較的仲は良かったですね。 

安藤： 仲が…？ 

柴田： え？変ですか。 

安藤： いや、いいです、いいです。ハドソンはって言っ

たのが…。 

柴田： じゃあ「ピー」でそこは。特にゲームの場合は特

許の絡むようなところもあったりとかもするので、よくそう

いったこのゲームの特許性について色々教えてとか、そ

ういう行き来もすごくありましたので。後はモバイルの初

期の頃は、やはりまだそんなにゲームが無かった頃でし

たので過去のゲームを色々引っ張り出して、それっぽい

ゲームを作ろうとしたときに色々相談はしていたというの

はありましたね、はい。なので、そういう意味で非常に交

流が深かったです。 

安藤： 先日カプコンさんで打ち合わせしたとき、カプコ

ンさんは隣に制作部があってとても交流がし易いってお

っしゃっていましたよね。 

保田： そうですね。元々私も昔は商標や著作権の申請

業務を中心に行っていたのですが、知的財産権に関す

る社内の関心が高まり、もっと深く制作現場に入り込んで

対応していきましょうという話になりました。現在は出来る

限り交流を持って、いつでも、例えば普通にフロアを歩

いていても相談できるような状況にしようと思っています。

また、情報提供の他に新入社員に対する研修や年に数

回セミナーを開いたりなどもしています。 

安藤： それ大事ですよね。 

保田： そうですよね。 

安藤： バンダイナムコさんは、その辺はどんな感じなの

ですか？ 



＜秋 季＞早稲田大学ロースクール公開講座 

- 276 - 

代市： うちの場合は、昔は社屋も別々だった時代があっ

て、今でこそ一つの社屋にクリエイターさんもいて法務部

門もあるというような状況なのですけれども。ただ、それ

でもまだちょっと距離はあるのかなという気はします。研

修とか新入社員のときにそういう講座があったとか、後は

法務部のウェブみたいなものを作ってそこで情報発信を

するというようなところもやってはいるのですけれども、そ

れでもやっぱりまだちょっと距離感はあるのかなという風

に感じることもあります。 

安藤： そうですね。この辺がもしかすると一つ改善でき

る、紛争の予防のきっかけになるかもしれないですね。 

 

Ⅲ ファイアーエムブレム事件  

  ～同じ制作スタッフが異なる発売元から 

ゲームソフトを販売する場合の問題～  

 

安藤： では、さらにディープな話に戻ろうと思いますけ

れども、今回、光田さんの方から今回の GREE と DeNA

の話は制作者が同じでそういうのがあったのかもしれな

いなみたいな話がありました。最近、このように制作者が

同じだけどゲーム会社が異なるケースで訴訟になったも

のにファイアーエムブレム事件15があります。元々任天堂

で発売したけれども、その後、同じ制作者であるエンター

ブレインが他のゲーム会社から発売した。それに対して、

任天堂が訴訟提起したということです。結局、類似性が否

定されて侵害ではないということだったのですけれども。

同じ制作スタッフが異なる発売元からゲームソフトを販売

する場合の問題というか、注意点をそれぞれお伺いした

いのですけど。柴田さん、どうですか。 

柴田： 難しいですよね。というのも、要は、ある会社さん

からあるゲームの開発を依頼されて、別の会社さんから

似たようなゲームを作ってと言われた場合に、もしくはそ

ういう営業をこちら側からかけてしまった場合にかなりそ

の危険じゃないかなというのはすごくありますよね。そう

いうのは、すごくいっぱい聞きますよね、それは。特に受

託系のお話とかではそういうのはすごく多いな、だから、

多分表面上では色々似ないようにとかは、注意はされて

いると思いますけれども、本当に危険が潜んでいるとは

すごく思いますね。すごく思います、本当に。 

安藤： 実は、光田さんと私も一緒に仕事をしたゲームな

のですけれども、ゼノギアスとゼノサーガというのがあり

ます。これは同じ制作会社で発売元が違うケースです。

我々が実際に経験したケースですけれども。 

光田： はい、はい。 

安藤： 言える範囲でお願いします。 

光田： 僕はもともとスクウェアという、今はスクウェア・エ

ニックスという名前になりましたけど、ファイナルファンタ

ジーとかドラゴンクエストとか作っている会社なのですが、

                                                                 
15 一審・東京地判平14・11・14・平13（ワ）15594、控訴審・東京高判平16・

11・24・平14（ネ）6311 

そこの会社に居たときにゼノギアスという作品を作ったの

ですね。僕も含めそこに居た開発スタッフは全員辞めて

モノリスソフトというゲーム会社を立ち上げたのです。そ

のスタッフが最初に手掛けた作品がゼノサーガというタイ

トルでして、ゼノギアスとゼノサーガというとても似通った

タイトルで発売した訳です。「ゼノ」という言葉を使い、ゼ

ノギアスで使ったイラストレーターをゼノサーガでも起用

し、その他のスタッフもほぼ同じ面子で使っています。 

 当然、パッケージなんかに描かれている絵とかも同じ

人が描いていますので非常に絵柄は似ている訳ですね。

また、音楽も僕が両方やっていますので当然、曲も似た

ような曲になっています。 

安藤： そりゃそうですよね。 

光田： はい。でも、このタイトルは違う会社から出ている

ということで、これは訴訟になったかというと、実は、多分

ファイアーエムブレム事件もあったからかもしれないので

すが、訴訟にはなりませんでした。ただ、裏ではやっぱり

こういうゲームを作りますっていう話は一応そのモノリスソ

フトさんからスクウェアさんの方に話はしたという風には

聞いています。ですので、訴訟にならなかったのは、先

程も言いましたけども、人間的な感情が実は重要な部分

でないのかなと個人的には思っていたりするのです。そ

の後に、このゼノサーガの後にゼノブレイドというが出て、

これも全く同じスタッフで作っています。でも、こちらも何

も問題なく普通に発売されていて、今アメリカでも発売さ

れていますが、非常に人気のゲームとなっています。 

安藤： ゼノブレイドは任天堂ですよね。 

光田： はい。任天堂です。 

安藤： ですよね。ゼノシリーズは面白いですね。発売元

が 3つとも全然違う。 

光田： 全部、3作品とも全部違いますね。 

安藤： でも開発は全てモノリスソフトが手がけている… 

光田： はい。 

安藤： 音楽は全部光田さんがやっているっていう… 

光田： 音楽もそうです。後イラストレーターもそうです。 

安藤： ですよね。音楽の著作権は私の会社が管理して

いるという…、これはどうでもいいのですけど、そういう面

白い話ですね。今度は守る側の法務としては、この悩ま

しい話はどのように対処しているのか。筋を通すというの

が具体的にはよく分からないのですが、裏でやるよとか

言うのでしょうか。どういう風にやっているのですか。 

保田： そうですね。もしそういうお話をするのであれば、

法務からではなく開発部門か、もしくは取引がある営業

部門が多いのではないのかと思います。法務の立場から

いきますと、まずそのような作品を弊社から出すという話

になった場合、法務にはある程度まとまった話として、内

容も既定路線としてお話が来ることも多いです。その際

に、もし制作会社の作品が開発委託契約に基づいて制

作される場合、著作権を全て譲渡していただくというケー

スが多いように思います。当然、法務部門としては前の
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作品の著作権はどこに帰属するのかという所の確認から

始めまして、例えば前作を販売した会社さんに全て著作

権があるという話になった場合、弊社から出す場合は、

その著作権を侵害しないように制作していく必要がありま

すねというお話になります。契約上は、第三者の権利を

侵害していないことを保証していただくケースが多いと思

うのですが、とはいえ制作元が同じ会社、同じ人の作品

であった場合、どうしても似てしまう可能性があると思い

ます。前の作品を販売した会社と弊社との関係性も踏ま

え慎重に考えていく必要がありますし、チェックする場合

もありふれた表現なのか、それとも創作性のある表現かと

いう所によって判断が変わってくると思います。 

 このファイアーエムブレム事件は、新たな表現が付加さ

れたことにより創作的な特徴は類似しないという話になっ

ていますが、類似の部分が創作的な部分なのかというと

ころを既存のゲームと比較し検討していく必要があると思

います。そうなってくると、我々はゲームの全てを知って

いる訳ではないので、企画の提案者に他のゲームで類

似作品の資料をお願いをするのと同時に、自分達でも情

報収集もしないといけないという形になります。 

安藤： 大変ですね、法務って。法務は実際そうやって集

めたらゲームをやるのですか。自分でも。 

保田： はい。一応していますね。 

安藤： 好きじゃないとできない仕事なのですね。大変で

すね。代市さんはこういう問題に対してはどのように対応

していらっしゃいますか。 

代市： そうですね。ゼノサーガは自社のタイトルである

にもかかわらず、あまり契約にも携わっていなかったで

すし、あんまり印象がないのですけれども。ただ、今改め

て見ますと、ファイアーエムブレムの事件とすごく類似し

ているなと。本当に大丈夫だったのだろうかというような

風に思うのですけれども。ただ、アイデアレベルでは似

ているとか関連があるというような所だし、作風とかそうい

ったものも、同じ人を使えばやっぱりある程度似たように

なるのは仕方がないのかなと思うのですよね。ファイア

ーエムブレムの事件は、著作権はセーフで不競法がア

ウトということなので、当時、ファイアーエムブレムについ

てはティアリングサーガというソフトがファイアーエムブレ

ムと関係があるソフトのように宣伝していたというような事

情を不競法的にアウトと言われてしまったのかなという気

がします。ゼノサーガのときは、一応関連はあるけれども

別の物語、関連はあるけれども別の作品というのですか

ね、そういった所であまり不競法的にまずい部分はそん

なになかったのかなというようにも、今、資料などを見ま

すと感じます。 

安藤： そうですね。このタイトルも悩ましいところですね。

コアなタイトルが共通していないと全然シリーズものって

いうのが分からない。でもそうするとファイアーエムブレ

ム事件みたいに不競法で 7,600 万円ぐらいでしたっけ、

損害賠償を求められちゃうという話ですから。タイトルの

付け方は悩ましいですね。 

光田： そうですね。実際問題、シリーズものじゃないと、

今、作品が売れないという事情がゲーム業界の中にあり

まして、どうしてもタイトルを同じにして1、2、3、4とかって

ドンドン続き物として商品を売る場合が多いのですね。そ

うなるとどうしても営業的観点から行くと、シリーズものの

ように見せたいというのは多分あるのではないかなと思

いますね。 

 

Ⅳ YouTubeへのプレイ動画の 

無断アップロードについて  

 

安藤： 時間も大分経ちましたので、この辺で釣りゲータ

ウン事件とファイアーエムブレム事件のお話は一旦終了

させていただきまして、次にちょっと趣向を変えて、

YouTube でゲームプレイのプレイ動画がとっても流行っ

ているというか、すごい人気があるということをお聞きした

のですけれども。まず、その YouTube上のプレイゲーム

のプレイ動画の無断アップロードについてちょっとそれ

ぞれご意見を聞かせていただければと思います。まず

は柴田さんからお願いします。 

柴田： バンバンやってくださいって感じですね。お願い

ですから沢山上げてほしいですね。やっぱりゲームのユ

ーザーが最近ゲームの情報を得る、特にコンソールゲ

ームはテストプレイを非常にやる機会がないので、実際

に何千円か払って手元に来るまでプレイできない訳です

よね。最近、スマートフォンとかだとフリー・トゥ・プレイが

あるので最初にある程度遊ぶことは出来るのですけれど

も、特にコンソールゲームとか本格的なオンラインゲーム

とかは中々そのお金を払ってじゃないとゲームの中身を

知られないというのもありますし。 

 後はゲームによってはとても難しいので、最後まで見ら

れないというゲームが山ほど積んで結局エンディングを

見ないまま終わったゲームが過去に何 10 本もある訳で

すけれども、そういうのも見られるチャンスも増えますし、

ゲームを一つの物語というかそういう風に見たときには、

やっぱり犯人か誰か分からないままずっと置かれている

推理小説みたいなものが沢山私の中にも過去いっぱい

あって、そういう観点からもぜひバンバン公開してほしい

ですね。宣伝にもなると思うのですけどね。是非お願い

します。 

安藤： 光田さんはどうですか。プレイ動画の公開は。 

光田： そうですね。プレイ動画もそうなのですけど、僕

なんか色々アルバムを出していて CD を丸々YouTube

だとかニコニコ動画にそのままアップされている場合が

あるのですね。ニコニコ動画の場合は、動画の下にアマ

ゾンに飛ぶようにリンクが貼ってあったりしまして、この曲

を聴いて良ければみんな直ぐに CD が購入出来るという

システムになっているのですが、買わない人は当然、一

曲どころかアルバム全体聴けてしまう訳ですね。当然興
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味がある人は買いますし、このMP3 とか圧縮された音色

でも全然問題ないという人は買わずにそのまま聴いて楽

しんで終わると。正直な所どっちが良いのかっていうの

は分からないです。もちろんすごく宣伝になると思ってい

ますし、でも、全部を聴けるような状態にしてしまうと当然

それで満足してしまう人もいます。なので、例えば、ダイ

ジェストのように 1分だけ聴けたり、PVのように作ったりと

いうやり方であれば、僕はすごく大賛成ですしドンドンや

ってもらいたいなと思っています。これはかなり宣伝効果

があると思いますので。その辺の判断って非常に難しい

なと実は思ってはいますけれど…。ただ、ゲームの場合、

特にシナリオが売りのゲームは最後まで話が分かっちゃ

うので僕だったら、やるゲームは見ないかなとは思いま

すね。言ってしまえば映画の結末が分かってしまうような

ものですからね。だからそういのを違和感なく観ている人

はどういう感覚で見ているのかなというのが僕もすごい興

味があるところですね。だから見る人の感覚によって状

況は変わってくるのかなという気はしますが。 

安藤： なるほど。割とお二人は積極的というか、プロモ

ーションになるのでOKであると。 

柴田： 特にゲームによるのですけど、物語性の高いゲ

ームよりもアクションとかのほうがプレイ動画人気なので

すよね。結局は。最近だと「Halo4」のファーストパーソン・

シューティングゲームだったりとか、マリオだったりとか、

とにかく見て面白いゲームのほうが実況だったりとかプレ

イ動画がすごく人気なので、恐らくロールプレイングゲー

ムみたいな物語性の高いものは多分あまり人気ないと思

いますね。だらだらと長く見せられるだけだったりするの

で。でもそういう意味では、意外とうまく生態系というかエ

コシステム的なところはあるのかなという印象はあります

けれどもね。 

安藤： また「実況」が面白いっていう。 

柴田： 最近はそうですね。すごく実況が盛り上がってい

るので、実況と併せてゲームも人気になるのではないか

なと思います。ちなみに我が家では、まだ娘は小学校 6

年生なのですけど「Halo4」が欲しいと言っている訳です

よ。その実況さんがすごく大好きで、実況さんがやってい

るプレイ動画を見て「Halo4」と「Xbox」を買ってくれと。 

安藤： そこから入ったってことですね。 

柴田： 小学校6年生の女の子ですけどね。 

安藤： 要するに娘さんが正にプロモーションになってい

る証拠だと。 

柴田： いや、すごくなるなと。証拠だと思いますね。 

安藤： なるほど。そういう意見がクリエイターから出てい

ますけど、法務チームはどうでしょうか。保田さん。 

保田： そうですね。例えば YouTube でしたら YouTube

側と契約があり、著作権を侵害する動画であればすぐに

削除することができる状況ではあります。法務が自ら著作

権を主張して削除するというよりは、各部署から依頼を受

けて対応するケースがほぼ全てという感じです。色々話

を聞いていますと、プロモーション的効果で動画を見た

方が実際にゲームを購入されたり、動画を見たゲームフ

ァンが盛り上がったりすることは確かにあるようです。一

方で謎解きゲームですとかストーリー重視の作品でエン

ディングが出てしまうと、何十時間もかけてプレイする気

がなくなる人もいらっしゃいますし、あと最近は、インター

ネット上で情報がすぐ出ますのでこちらがプロモーション

をしても動画で一部を見ただけで、「これはクソゲーだ」、

「やらなくていい」といった情報がすぐ飛び交ってしまい

ます。遊んでいただいてそのような評価が出るのは楽し

んでいただける作品を作れなかったせいだとは思うので

すが、プレイもされずにただ一画面を見てそういった判

断をされて購入されないのは非常に残念ですので、ケ

ース・バイ・ケースで対応しているという感じです。 

代市： 色んなゲームを作っている中で、格闘ゲームみ

たいなプロジェクトからはあまり YouTube は削除しなくて

も良いっていう感覚なのですよね。後はストーリー性が重

視の作品になるとやっぱり削除してくれという要望が強い

ですね。YouTube に載っている動画は、消しても消して

も上がってくるのでやっぱり完全に消すということは無理

なので、ある一定のところで線を引くというか、そういうと

ころを決めないと担当するリソースも限られていますし、

どこで線を引くかという問題はすごく頭を悩ます問題にな

っています。 

 YouTube だけじゃないと思うので、結局 YouTube だけ

消しても仕方がないですし、世の中色んな投稿サイトが

あるので消してくれって熱心に言ってくるプロジェクトもあ

るのですけど、何故YouTubeだけ消すのかっていうのも

ちょっとよく分からないところだったり。一番影響が大きい

からだということなのだと思うのですけど。やっぱり全体

の中ですごく考えさせられる問題というか、形式的には

著作権侵害と言えると思うのですけど、結局、プロモーシ

ョン的な部分もある訳で、そういうところのバランスとか、

あとはお金の取り方と言うのですかね、タダで配って、そ

れで興味を持ってもらって次の作品を買ってもらうとか、

そういうようなすごく大きな問題で頭を悩ましているという

感覚です。 

安藤： なるほど。ゲームの種類によって対応を変えるの

が現実的なアプローチなのかもしれないですね。いいで

すか、柴田さん、それで。 

柴田： 私は全部やってくださいっていう派なので。 

代市： 柴田さん的にはネタバレになっちゃっても構わな

い？ 

柴田： お客さんが求めるものはすごく人気になると思う

のですね、その動画も。それは結果としてネタバレであ

ってもそれがお客さんの求めていたのだろうなとすごく

思うのですね。ネタバレのものでお客さんが見たくないも

のは多分人気にならないだろうなと思うので、それも結局

お客さんが判断するのだろうなと。だから結局、結構プレ

イ動画って作るのが難しいのですよね。環境設定とかす
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ごく大変で、それをやってまで上げるっていうことはやっ

ぱり人気になりたいからだと思うのですよ。そう考えると、

恐らくネタバレでみんなが嫌がる動画は結果的には人気

にならないので、多分減っていくのですね。逆にすごく

人気の出るものは多少ネタバレでもみんなが好き、もしく

は見たいというものだとすると、多分すごく沢山上がって

くるなと思うので、それも含めてある意味経済的ななんて

いうのでしょうかね、そういう環境というか求められるもの

に人気が出るという。そういう意味では、基本は全部オー

プンに是非して欲しいと思うし、そういう環境がより良くな

れば、いわゆる今、ゲームが厳しい、厳しいと言われて

いますけど、こういう楽しみ方があるのだということがもっ

と認知されることでゲームの世界がもっと広がるような気

がするのですけどね。16 連射で、キャラバンで高橋名人

のプレイを見て皆でワースゲエって思っていたようなな

んでしょう、皆で見て楽しいというのが一つのゲームの遊

び方でもあるので、プレイ動画は是非やりたいなと思い

ますね。 

安藤： 要するにゲームの裾野をもっと広げるためのツー

ルとしてはすごく有効だと。 

柴田： すごく有効だと思いますね。 

安藤： 後の判断は、光田さんが言うようにユーザーに委

ねて、見たくない人は見ないだろうということで。音楽は

またちょっと違いますけれども、ゲームに関してはそうい

う力が働く、いわゆる相乗効果が働くのでそんなにぶつ

からないだろうと。 

柴田： と思っています、はい。 

 

Ⅴ ゲームソフトの移植時の権利処理について 

 

安藤： それでよろしいですか。代市さん。段々時間も無

くなってきましたので、最後になるかもしれませんけれど

も、古いゲームソフト、例えば 10年も 20年前のゲームソ

フトを移植するとします。WiiとかPS3とか携帯コンテンツ

とかに移植するとき、これは法務の話かもしれませんけど

も。権利処理の苦労話をお聞かせ願えればと思います。

昔のいい加減な契約書も多分あると思います。どのよう

に実務的に苦労なさっているか、あるいは注意している

のかというのをお聞かせいただければと思います。これ

はそこに来ているバンダイの岡崎さんからの質問ですけ

れども。お願いします。 

保田： そうですね。古いゲームソフトになるとそもそもま

ず情報が残っていないというか、分からないものが非常

に多いという感じになります。例えば、契約書がなくても

本当に全て社内で制作した作品なのか分からない場合

もあり、当時からいる社員一人一人に聞き込みをすること

もあります。また、ボイスがあるようなものに関しては、今

でしたらきちんと契約書に二次使用料についても記載さ

れていたり、声優がどなたかというようなところまで書か

れていたりするのですが、古いものになりますと、「声一

式」みたいな請求書しかない場合もあります。 

安藤： 声一式、20万円とかそういうのですよね。 

保田： はい、そうですね。それをどう捉えていいのかと。 

安藤： 捉えようがない。 

保田： そうなのです。当然、弊社はソフトメーカーです

ので、再配信させていただくに当たって、プラットフォー

ムメーカーさんの考えをお聞かせくださいと相談をしたこ

ともあるのですが、各社の判断に任せますと返答をいた

だいたこともあります。結局各社により契約条件も異なり

ますし、揉めたときにも各社で対応して欲しいということな

のだと思うんですが、配信では販売単価も安い上売上が

どれぐらい見込めるかも分かりませんので、危険な橋も

渡れないですし、権利処理をするために交渉するとなる

と当然人件費もかかりますので、問題が無いものばかり

を優先して再配信していくという形にどうしてもなってしま

います。 

安藤： なるほど。ではちょっと危険なものはまだカプコン

さんでも移植できてないというのが結構あるのですね、

ゲームとしては。 

保田： そうですね。問題があって実際配信できていない

ような作品もありますね。 

安藤： あるのですね。勿体ないですね。代市さんは？ 

代市： そうですね。やっぱり契約書がちゃんと残ってい

なかったりだとか、書き方が不明確であったりということが

古いソフトは結構あります。そういう場合、どうするかとい

うところなのですけど、結局私は個人的に保守的なので、

もう一回その人に承諾を取ってきてくださいとか、そういう

ふうな形でなるべく安全に進めたいですけど、プロジェク

トの方とすればそれを行くことによって藪蛇になるという

ことであまり交渉しに行きたがらないのですよね。そうい

う問題はあるのですけど、やっぱり結局は後で損害賠償

ということになっても仕方がないですので、なるべく交渉

してもらって明確にしておきたい。契約書を交わしておき

たいという風には思います。 

安藤： 実務的にはそのアプローチが正解だと思います

けど、許諾を貰いに行って法外なお金を吹っ掛けられる

とか、あるいは理由もなくダメとかってそういうケースもあ

るのですか？ 

保田： 正直なところ、開発部門の判断として利益を考え、

時間と費用をかけないため交渉せずに配信もしないで

おこうといった話がどうしても出てきます。 

安藤： そうなのですか。寝た子を起こさない作戦です

ね。 

保田： そうですね。多分同じ考えだと思います。相談に

行くと、では過去のケースも対象ですよねと言われ雪だ

るま式に増えていく可能性もありますし。 

安藤： はい、はい。なるほど。 

保田： それを考えると…。 

安藤： 寝た子を起こさない作戦が良いと。 

保田： そうですね。 
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安藤： なるほど。カプコンさんの社風が段々分かってき

ましたけど。ナムコさんは起こせと。起こしちゃいけない

けど一応ノックぐらいはしろと。 

代市： そうですね。契約書までは行かなくてもいいので、

例えばメールのやりとりで承諾を取ったっぽく（笑）。 

安藤： やり取りして。 

代市： 何でもいいから、承諾して貰えたのだという証拠

を残すというのは、やってもらいたい。 

安藤： やってもらいたい。なるほど。この辺がゲーム業

界でも会社によって差があるところなのでしょうね。とって

も面白いですね。私の会社は沢山のゲーム音楽を管理

しているのですが、ハドソンさんは移植する場合、必ず

連絡が来ます。今日も会場にいらっしゃっていますけど、

「ボンバーマン移植しますけど、許諾してください」と申請

があります。「偉い会社だな」って思います。私はハドソン

のそういう社風が好きだなと思いますけど。色々あるので

すね。 

 

Ⅵ ゲーム業界が直面する課題と将来像 

 

安藤： 大分時間が差し迫ってきましたので、最後にもう

自由にゲーム業界が今直面している問題あるいは感想、

あるいはこうしたほうがいい、自分の思いをこの場で吐露

していただきたいのですけれども。実務のバリバリ第一

線で仕事をしている現場の声をちょっと皆さんにお聞か

せしていただければと思います。柴田さんからどうぞ。 

柴田： ちょっとプロフィールにもありますように、今フリー

になっていまして、つい1カ月ほど前に会社を辞めてフリ

ーで、ゲーム業界はゲーム業界として色々やっていこう

とは思っているのですけれども。私がハドソンに入ったと

きは、本当にファミコンの初期で、本当に子供達がゲー

ムに高橋名人を追っかけて車の後ろにすごい列ができ

るみたいなものを間近で見ていたのですけれども、最近

はそういう様子も当然なく、特にテレビゲームは非常に数

が減っちゃっているのですね。新作のゲームがすごく減

っていて、どちらかというと、今、ソーシャルゲームだった

りとかスマートフォンだったりのゲームが中心になってい

るのですが、何かその本来のゲームの楽しさみたいなも

の。先程ちょっとそのプレイ動画だったり、実況動画だっ

たりでゲーム本来が持っていた楽しさの一つっていうの

があるのではないかというのをお話しましたけれども。あ

の頃になんか戻りたいという訳ではないのですけれども、

今もっと家庭用ゲームも含めて、もっとみんなで楽しめる、

もっと楽しいゲームがあるのだろうなとすごく感じていま

す。勿論ソーシャルゲームも私はゲームだと思っている

し、ある意味では素晴らしいロジックだなとは思うのです

けれども、あまりにも同じゲームがあり過ぎるのはどうか

なというのは本当に強く感じているので、儲かるからやっ

ているというのはすごく分かるのですけれども。日本の

iOSのランキングを見ると非常に分かりやすいのですが、

極端に今偏っているのですね。決して健全じゃないなと

思うところがちょっとあるので、私も一応こういう業界にい

る中で少しでも本当に家族みんなで楽しめたりとか友達

で楽しめるみたいなゲームとしての持っている楽しみを

もっと世の中に広めるようなことが出来るとすごく良いなと

思っていますので、どういうことが出来るかはまだこれか

らだったりするのですけれども。この業界非常に半世紀

じゃない、四半世紀この業界にいるので、何らかの形で

業界に貢献しながら著作権も守りながら、攻めながらも守

りながら頑張っていければなという風に感じています。ゲ

ームがすごく好きなので、何かより良くなって欲しいなと

本当に思っています。以上です。 

安藤： 光田さん、お願いします。 

光田： そうですね。僕個人というか音楽家的な観点から

言うと、ゲームの仕事は意外に買取りっていう条件が多く

て、著作権を作曲家に返してくれるゲーム会社さんって

いうのは非常に少ないのですね。その問題として、先程

あった古いゲームソフトを配信する際に作家の許諾を得

なければいけない、面倒くさいというところから多分色々

な問題で権利を返してもらえない場合が多いのかなと思

います。しかしながら、アニメとかテレビ業界、特に NHK

さんなんかは逆に著作権は作曲家に返しますと。どちら

かというとそっちで管理してください、私達は管理したく

ありませんということを言われることがすごく多くて、テレ

ビ業界とゲーム業界で全く正反対を向いているなという

風にすごく感じています。著作権を返してもらえないとど

うなるかというと、当然バイアウトな訳ですから貰った報酬

でしか生活ができない訳ですね。今、iPhone だとか

Android とかというソーシャルゲームが多くなってくると当

然報酬もすごく下がっていまして、1曲1万円とか、もうす

ごいのになると 3,000円とか 5,000円ぐらいで書いて下さ

いって言われる、それで 40 曲とか書く訳です。これを制

作するには大体 2 ヶ月〜3 ヶ月ぐらい掛かる訳です。仮

に 1万円だとして 3ヶ月フルに頑張っても 40万しか貰え

ない訳で、モチベージョンも無くなりますし、作曲家という

職業に夢は無いですよね。場合によっては生活が出来

ないという問題にもなりかねません。今、ゲームの音楽の

仕事にはこういった問題に直面しています。僕は、基本

的に著作権は作家に返して欲しいというのをすごく強く

主張したいですし、若手が育っていないというのもここに

問題があると思っています。なので、なんとかゲーム業

界の著作権、音楽に対する著作権の考え方を改めてい

ただきたいですし、変えていきたいなという風に切に思

っております。 

安藤： 保田さん、お願いします。 

保田： はい。今、家庭用ゲームは非常に高度になって

行き当然ゲームの開発費が高騰しています。何十億か

けて作っているという状況で、時間もかけて制作していま

す。一方でソーシャルゲームはできるだけ安く、早いもの

でしたら 2～3 カ月でゲームが出来てしまうという状況が
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あります。そのゲーム内容もこの前まではカードゲーム

が主流だったのですが、目まぐるしく日々変化していま

す。我々法務ビジネスの状況に応じて検討していく必要

があるのですが、中々一人では判断に悩むところもあり、

こういった場で皆さんのご意見なども伺いながらどういっ

たときが侵害に当たるのかということを共通認識として持

っていければなと思っています。 

安藤： 代市さん、お願いします。 

代市： 直面しているということではないのですが、著作

権法的な問題として現実の建物をゲーム上に登場させる

場合、どういった権利処理をすればいいのかというのは

すごく難しい問題と認識しています。例えば、スカイツリ

ーですとか東京タワーですとかそういったものをゲーム

上に出す場合、どういう権利処理をするのかと。そのゲー

ムが全世界で発売ということになると、その全世界の著作

権なり法律を調べなければいけないのかとか。後は著作

権に限らず商標的な問題ですとか、そういう問題が生じ

ないのかとか、そういったことがすごく複雑になって権利

処理の難しさを感じています。後はパブリックドメインの

著作物を使うというようなときに、本当にそれがパブリック

ドメインになっているのかというのが中々調べるのが難し

かったりして、音楽の著作物とかでも作曲家の死亡年を

調べたりとか色々するのですが、結局アレンジされてい

て別のアレンジの権利があったりだとかそういったところ

も全部チェックしなければいけませんし、中々そういうの

をきちんと調べるというのが難しかったりします。 

 それから著作権ということではないですが、最近はソー

シャルゲームが流行りですので、最近ありましたコンプリ

ートガチャなどの問題で景表法もすごくクローズアップさ

れていますし、後はソーシャルゲームですと未成年の問

題が結構大変な問題で未成年者取消権の問題に直面し

ています。 

安藤： ちょうど時間になりました。では折角ですのでマ

キューン判事にコメントをいただければと思います。 

マキューン： どうもありがとうございます。また、司会者

の方、パネリストの方大変どうもありがとうございました。ア

メリカでこのようなパネルがあったらやっぱり内容は全く

同じことになったと思います。クリエイター側と法務の

方々と。訴訟というのは大変だということですよね。勿論

ショック価値を狙うのだったら、ある程度効果があるかもし

れないということなのですけれども。判事に裁いてもらい

たいですかということを自問自答しなくてはいけないので

す。例えばゲームコンソールがあってそれを訴訟すると。

でも判事は言うのです。「何ですか、これ私ゲームしない

から分からない」ということになってしまう訳ですよね。そ

れからインターネットの初期において、私は amazon.com

の代理人として裁判に行きました。そしたら判事が言った

のです。「私、コンピュータ持ってないから」と。ですから、

いつも訴訟に持ち込めば良いっていうことではないので

すね。それからまた、第2の点として面白いなと思ったの

は、クリエイターの方々がおっしゃっています。ちょっとぐ

らい侵害してももしかしたらプラスの効果のほうが多いか

もしれないということですよね。プラマイ効果を計算する

と。法務部の方がおっしゃっていました。やっぱり無難に

やりたいということですよね。それもその通りだと思うので

す、弁護士っていうのは。とかくコンサバな人が多いので。

でも著作権侵害ということになって弁護士として裁くという

ことになったら依頼人に言う訳です。このゲームやっても

いいかもしれませんねと。この音楽もいいかもしれないと。

裁判所で行ってそして差止処分を得るということになると、

もうそこで負けたも同然ということになってしまう訳ですよ

ね。そして勿論、事前相談、ブロイヤ―としているかもし

れないけれども。ロイヤ―はとてもコンサバだというのは

難しい立場に置かれているのです、弁護士というのは。

判事がどういう風に判決するのか見通しは出来ない訳で

す。類似品として判断するのか、非類似という風にするの

かということで。それから作曲家の方のご意見は興味深

いなという風に思いました。やはり著作権を戻してほしい

とおっしゃっていましたよね、作曲家に。クリエイティビテ

ィと著作権の問題、悩ましいという風に私よく思いました。 

安藤： マキューン判事、ありがとうございました。ディス

カッサントの皆さん、お忙しいところ、本当にありがとうご

ざいました。実は今日のディスカッションのために事前の

打合せとシミュレーションを入念に行いました。ディスカッ

サントの方々に改めて拍手をしていただきたいと思いま

す。ありがとうございます。（拍手） 
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