「著作権ビジネスの理論と実践 Ⅲ」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、実施している。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５冊目に当たり、2011 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Ⅲ」と題して発
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とおり、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７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、最も相応しいゲストを招聘し、
共同講義あるいはミニ・シンポジウム形式として、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、アクティブな構成とするのを基本とした。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、2011
年度は大陸法系の著作権法であるドイツやフランス著作権法をも対象とし、著名な学
者を招聘したシンポジウムも実施した。長い伝統を有するドイツやフランス著作権法
の視点からの問題提起は、アメリカ著作権法の視点からとはまた異なる新鮮さを有し
ており、私たちに比較法研究の重要さを認識させ、平面的な思考への反省を迫る側面
も多く、大いに参考なった。
本書は、このように 2011 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。
2013 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‐知的財産権に関する法と訴訟を巡る諸問題‐

第１回 ガイダンス
‐知的財産権に関する法と訴訟を巡る諸問題‐
講師：高林 龍（早稲田大学教授）

Ⅰ はじめに
Ⅱ 講義内容の概要
１ 第 2 回と第 6 回講義
２ 第 3 回講義
３ 第 4 回講義
４ 第 5 回と第 7 回講義
５ 第 8 回と第 9 回講義
６ 第 10 回と第 12 回講義
７ 第 11 回、第 13 回及び第 14 回講義
Ⅲ 知的財産権に関する法と訴訟を巡る諸問題
１ 知的財産法の保護対象
２ 有体財産と無体財産
３ 知的財産権としての保護から外れる利益の侵害
と不法行為の成否
４ 侵害主体論

Ⅰ はじめに
高林： 著作権法特殊講義の全14 回の授業の初回として
本日は、全 14 回の講義内容を鳥瞰したうえで、「知的財
産権に関する法と訴訟を巡る諸問題」というテーマで知
的財産法概説をしようと思います。
この講義は、早稲田大学のロースクールで二年生の
春学期に設置しており、最初に履修することができる知
的財産法関連科目となっていますが、知的財産法を全く
学んだことのない人を対象としたものであるかというと、
全体カリキュラム見てもらうとわかりますが、かなり特殊な
テーマも扱っていて、必ずしも初学者向けとはいえませ
ん。著作権法を最初の第一歩から順次講義していく授業
は3年生の春学期に設置されている著作権法の授業とな
ります。一方で、この著作権法特殊講義は、オムニバス
形式でトピック的に著作権を巡る興味ある論点を毎回取り
上げていくといった授業形式です。今年の 14 回の講義
内容を見てみると、最近話題が沸騰している問題が取り
上げられていますが、特に注目されるのは、「まねきＴＶ」
事件 1と「ロクラクⅡ」事件 2の最高裁判決が出たばかりと
いうこともあって、著作権侵害主体に関する問題を扱う先
生が多いということですね。最先端の議論を扱うわけで
すから、事前に講義システムにアップされている資料を
読むなどして予習して授業に臨まないと、一体何をやっ
ているのか十分な理解ができない場合もあると思います
1
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が、毎回話題性のある楽しいテーマが選ばれているので、
著作権法っていろいろな問題が扱われていて面白いな
あと思えるような授業になるでしょうから、期待して授業に
臨んでください。
それでは最初に、14 回の授業内容について簡単に紹
介する過程で、著作権法の基礎知識を確認していくこと
にしましょう。
Ⅱ 講義内容の概要
１ 第 2 回と第 6 回講義
高林： 次回の講義のご担当は筑波大学の平嶋竜太先
生です。筑波大学の平嶋先生が、ゲストとしてコンピュー
タソフトウェア著作権協会の中川文憲氏をお迎えして、
「技術的保護手段回避規制と著作権法」というテーマを取
り上げます。技術的保護手段といわれても、初学者には
何のことかわからないでしょうから、六法で著作権法の頁
をちょっと開いて、30条を見てください。30条は著作権制
限規定という第五款の最初の条文になりますね。著作権
制限というのは耳慣れない言葉でしょうが、要するに著作
物を自由に使っていい場合、すなわち著作権の効力が
及ばない場合のことをいいます。その中でも 30 条は皆さ
んもよく知っているでしょうけれども、私的な使用のため
に複製する、自分が家庭内またはこれに準ずる限られた
範囲内で使用することを目的として複製することは許され
ると規定した条文です。しかし、自動複写装置等が発達
した現代では、これを使うといくらでもコピーが簡単にで
きてしまいますから、CD や DVD などではコピー・プロテ
クトされている場合がありますね。このようなコピー・プロ
テクトの手段を技術的保護手段といっているわけです。
コピー・プロテクトしてあるものであっても、これを解除
して複製しても家庭内、個人的な複製ならば許されるの
かというと、30 条 1 項 2 号はこれも著作権侵害になると規
定しているのです。けれど巷には、そのような複製をでき
なくする手段だけではなく、アクセスをできなくしている
手段というのもありますね。例えば衛星放送の番組はコ
ピーができるか否かの以前に、通常の機器では番組を
見ることすらできなくなっています。これがアクセス禁止
手段です。
著作権は複製権とか上演権とか上映権などいった著
作権法 21 条以下で規定している支分権から構成されて
おり、支分権の束といわれることがありますが、支分権の
中には著作物にアクセスしてはいけませんとか、著作物
を見てはいけませんとかいう権利は含まれていません。
例えば、上映権がありますから、著作物を公に上映する
ことは権利者の許諾がなければできませんけれども、違
法であったとしても上映されている著作物を見ることはい
けませんという支分権はないわけです。だからアクセス
禁止されている著作物をその制限を解除して見ることは
著作権侵害にはなりません。では、アクセス禁止している
のを勝手に解除してしまっても何ら問題ないのですかと
3
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いえば、そんなことはありません。このような場合に登場
するのが不正競争防止法です。
不正競争防止法は、名前のとおり不正な競争行為を
やめさせるといった内容の法律であって、例えば、登録
されてはいないけれども有名になっているトレードマーク
を勝手に使ってはいけないとか、営業秘密とかノウハウと
いった秘密情報として管理されているものを勝手に他人
に開示してはいけないといったように、現行の知的財産
法の保護から漏れている部分を保護している法律という
ことができます。そこで、著作権法ではアクセス制限され
ているのを解除して勝手に見ることができるようにする行
為を禁止できないにしても、これが不正な競争行為に該
当することがある場合は、不正競争防止法で禁止するこ
とができることになります。
東京地方裁判所の知的財産専門部で扱う事件では特
許侵害訴訟と著作権侵害訴訟が多いですが、意匠権侵
害訴訟や商標権侵害訴訟よりは不正競争防止法関連の
事件が多く、皆さんが弁護士になったとして、最初に相
談を持ちかけられる知的財産関係の事件としては不正競
争防止法関係のものであることも多いのではないかと思
います。不正競争防止法は知的財産法としての保護から
落ちこぼれている情報等を保護する法律であると同時に、
不法行為の特別法であって、権利化されていない情報を
保護しようとするものですから、紛争の解決が私人間の
話し合いでは困難なことが多く、結果訴訟に持ち込まれ
ることが多くなるということができるのではないかと思いま
す。それに不正競争防止法関係の訴訟は訴額も大きい
事件が結構ありますので、司法試験の選択科目には含ま
れていませんが、知的財産関係の弁護士になろうと思っ
ている人は、勉強しておいた方が良い法律です。早稲田
大学のロースクールでは二年又は三年の秋学期に不正
競争防止法・商標法の講義を開設しており、三村量一先
生が講師となっていますから、皆さんも是非受講してみ
てください。
さてアクセス制限に話を戻しますと、不正競争防止法 2
条 1 項 10 号を見てください。そこに「技術的制限手段」と
いう著作権法 30 条に登場した「技術的保護手段」と似た
言葉が出てきますね。この技術的制限手段は、著作権法
30 条にいう技術的保護手段つまりはコピーコントロール
と、アクセスコントロールの両方を含んだ手段のことをい
っているのです。
本講義の第 6 回は富岡英次弁護士が講師となり、同じ
中村合同特許法律事務所の飯田圭弁護士をゲストとして
招聘して「技術的手段回避関連規制」とのテーマで授業
をやって頂きますが、第6回のテーマも第2回と関連して
います。この第 6 回では著作権法で規定しているコピー
コントロールとアクセスコントロールとの関係を検討しよう
ということになろうかと思います。というのは、現在進行中
の著作権法改正で、著作権法 30 条で規定している技術
的保護手段の範囲をもう少し広くすることができないかと

いう問題が検討されているのです。私はローテクでもう
60 歳近くになっている人間なのでゲームなどもやりませ
んから、詳しくは分かりませんが、皆さんのような若い
方々はゲームなどもやるでしょうから、マジコンなどという
ものも御存知でしょう。マジコンというのは、不正にコピー
されたソフトだと起動しないように施されている手段を解
除してゲーム機を作動できるようにする機器のことです
ね。つまりコピーコントロールを解除するのではなく、コピ
ーされたものでは作動できないようにしている規制を解
除するものです。
このように、マジコンというのはコピーコントロールを解
除するものなのか、あるいはアクセスコントロールを解除
するものなのかというのが問題になります。このような話
が早速来週の平嶋先生が担当する第 2 回から登場する
し、富岡先生の担当する第6回にも登場することになるで
しょう。私がこれ以上話してしまうとネタばれしてしまうか
もしれないので、この程度にしておきます。
２ 第 3 回講義
高林： 5月14 日の第3 回は立教大学の上野達弘先生の
担当で、ゲストとして神奈川大学の奥邨弘司先生を招聘
して著作権法における間接侵害について講義をして頂
きます。間接侵害というのも聴き慣れない言葉かもしれま
せんが、私自身が複製する行為を直接侵害行為とする
ならば、自分の手足のようなものを使って複製する行為
を間接侵害といいます。刑法でいう間接正犯に近いとい
えるかも知れません。ただし、著作権法にはこのような間
接侵害に関する規定はありません。刑法にも共謀共同正
犯という条文はありませんが、謀議を行って人に殺人行
為を行わせるけど自分は手を染めない人を正犯と扱う判
例法上認められてきた概念が共謀共同正犯です。
今年の 1 月に先ほどもお話した「まねきＴＶ」と「ロクラク
Ⅱ」事件という著作権の間接侵害に関する重要な最高裁
判決が相次いで出ました。この判決は従来から最高裁判
例 3で形成されてきた「カラオケ法理」というものとの関係
で話題になっています。カラオケ法理とは、カラオケスナ
ックにおいてカラオケで歌っているのは、実際に歌唱し
ている人ではなく、装置を置いて客に歌わせているお店
であるといった判決が示した法理のことをいいます。法
人は歌を歌わないだろうとか、歌はやっぱり個人しか歌
えないんじゃないかというと、いやいやお店も歌っていま
すよというのです。この場合カラオケスナックでカラオケ
を使って歌っている人は、著作権侵害行為をしているわ
けじゃないけれども、お店が歌っていると構成することに
よって、著作権使用料を支払わずにカラオケで客に歌を
歌わせているお店が、演奏権を侵害していることになると
いうわけです。
今回の最高裁の「まねきＴＶ」事件と「ロクラクⅡ」事件
の判決の事案も、実際にテレビ番組を複製したり受信し
3
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ているのは個々人であって、複製ならば家庭内個人的
複製として著作権が制限されたり、受信行為も公衆相手
ではなく個々人が受信しているだけならば著作権侵害に
ならないはずの行為です。しかし、このような場合に、番
組を複製したり送信したりできる装置を設置して管理して
いる人は、一人一人が使用する機械であってもこれを例
えば 100 台設置して管理している人は侵害行為をしてい
る主体といえるとされた判例です。上野先生はドイツでの
留学から帰ってきたばかりですし、ゲストの奥邨先生はア
メリカの判例等に詳しい先生ですから、きっと面白い授業
になると期待できます。
３ 第 4 回講義
高林： 5 月 21 日は一橋記念講堂で開催される著作権法
学会研究大会への出席をもって講義に代替します。午後
一時半から行われるシンポジウムでは間接侵害がテー
マとして取り上げられ、コディネーターが東京大学の大
渕哲也先生、それに立教大学で民法を教えている前田
陽一先生と早稲田のロースクールでも教えて貰っている
三村量一弁護士がパネリストとして加わって、午後五時ま
での長丁場で行われます。そこで、皆さんはこれに参加
してＡ四判、一枚でいいので、感想文を出してもらいま
す。どうしても授業時間帯のこの時間には参加できない
人は、午前中の時間帯だけ参加するのでも結構です。午
前中は同志社大学の山根崇邦助教が「知的財産権の正
当化根拠論の現代的意義」というテーマで、また明治大
学の今村哲也准教授が「出版者の権利に関する比較法
的考察」というテーマで個別報告をやります。この今村哲
也先生は本講義の第14 回も同様のテーマで授業を行い
ますから、その予習にもなろうかと思います。
４ 第 5 回と第 7 回講義
高林： 第 5 回と第 7 回はワシントン大学の竹中俊子先生、
アメリカのワシントン大学の正教授であり春学期の 3 カ月
間だけ日本に来て授業をやって貰っている先生ですが、
その先生が担当します。第 5 回には虎ノ門南弁護士事務
所の上沼紫野弁護士を招聘して、第 3 回と同様にまねき
TV最高裁判決について今度は実務家の観点からの検
討を行います。また、第 7 回には、西村あさひ法律事務
所の紋谷崇俊弁護士を招聘して、管轄や準拠法の争点
を中心に、実務的な経験談なども交え、わかりやすく国
際知財紛争について解説をして貰います。
５ 第 8 回と第 9 回講義
高林： 6 月18 日の第8 回は明治大学の今村哲也先生が、
国立国会図書館調査及び立法考査局にお勤めの鳥澤
孝之先生をお迎えして図書館における著作物の活用と
制度というテーマで授業を行います。著作権の制限規定
は、図書館の役割に着目したものや、教育上の利用へ配
慮したものなどが各種あります。例えば、私がこのような
授業の場で著作物の複製物を利用したりパワーポイント

を使用してディスプレーに映し出したりすることは許され
ています。今回は、そのような制限規定のうちで図書館
における著作物の利用について専門家の立場から、い
ろいろな場面で登場する著作権法上も問題点をお聞き
することができるものと思います。また、6 月 25 日の第 9
回は、「似てる？似てない？」というテーマで、早稲田の
ロースクールで客員教授をやって貰っている弁護士の前
田哲男先生が、同じく著作権関係訴訟担当の弁護士とし
て著名な伊藤真先生を招聘して担当します。著作物はそ
の表現上の本質的特徴を直接感得することができるよう
に再製されている場合が、複製や翻案となり、許諾なくし
てこのような行為をすれば複製権侵害とか翻案権侵害と
なるのですが、しかし、実際の訴訟では似ているのかい
ないのかが微妙な事案が多数登場しています。知的財
産法では、商標や意匠でも対象物が似ているといえるか
いえないかが問題になる場合が多いのですが、前田先
生の講義では実際に訴訟や相談事例等で扱った多くの
事案を対象として、その類否の判断を体験してみようとい
うものになるものと思います。
６ 第 10 回と第 12 回講義
高林： 第 10 回は私の担当ですが、知的財産高等裁判
所の荒井章光判事を招聘して、「著作権関係訴訟の審
理」と題して、実際の事案を参考にしながら、訴訟提起か
ら争点整理、和解、判決までを考察します。特にご自身
が担当した平成 23 年 5 月 26 日 4や平成 22 年 7 月 14
日 5等の判例を取り上げて、裁判官からみた著作権関係
訴訟の実情について興味あるお話が聴けるものと期待し
ています。また、7 月 16 日の第 12 回も、この回は早稲田
のロースクールで客員教授をやって貰っている中村合同
特許法律事務所の富岡英次先生が、東京地方裁判所知
財専門部の大須賀滋部総括判事を招聘して、「翻案と二
次的著作物について」というテーマで講演をして頂くこと
になっています。東京地方裁判所の知財専門部の部総
括という経験豊かな実務家それも裁判官の立場から、こ
れまた興味あるお話が聴けるでしょう。
７ 第 11 回、第 13 回および第 14 回講義
高林： 第 11 回は前田哲男先生がやはり知的財産法関
連訴訟担当の弁護士として著名な市村直也先生を招聘
して「著作隣接権とエンタテイメントビジネス」というテー
マで担当します。著作隣接権は、著作権法の講義や教
科書の中ではやや付随的に取り扱われることが多い分
野ですが、実際のエンタテインメントビジネスでは重要な
役割を果たしています。授業では、著作隣接権とエンタ
テインメントビジネスについて概説した後、音楽ビジネス
等のエンタテインメントビジネスに精通しておられる市村
先生から著作隣接権の特徴、著作権との違いなどにつ
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いて、興味のあるお話が展開されるものと期待されます。
7 月 23 日の第 13 回は「創作性」と題して、上野達弘先
生が、学習院大学の横山久芳先生を招聘して担当しま
す。創作性は、著作権法学におけるもっとも基本的かつ
重要な概念であり、創作性の有無によって著作権法によ
る保護が決まるのですが、この創作性ほど曖昧で理解が
難しいものもありません。従来の議論では、創作性とは
「個性のあらわれ」だと考えられてきましたが、その判断
は困難なことから、近時はこれに対する批判が強く、最近
では、いわゆる「選択の幅」というものから創作性を説明
する見解が増えつつあります。しかし、子細にみると、そ
れも一枚岩ではなさそうであり、むしろ、そこには、著作
権法の存在意義に関する根本的な考え方の違いが潜ん
でいるものと思われます。そこで今回は、創作性に関し
て、著作権法分野の気鋭の学者である上野先生と横山
先生が、この根本的な論点について、議論するというの
ですから、その展開には大いに期待できるでしょう。
最後になりました 7 月 30 日が第 14 回です。この回は
今村哲也先生が「出版者の権利」と題して、現在売れっ
子ともいえる福井健策弁護士を招聘して担当します。こ
のテーマは今年の著作権法学会でも今村先生が個別報
告することになっていることは前述のとおりです。
最後の方は時間の関係上、各回の講義内容のご紹介
が簡単になってしまいましたが、残された時間で私から、
知的財産権に関する法と訴訟を巡る諸問題というテーマ
でお話をしたいと存じます。
Ⅲ 知的財産権に関する法と訴訟を巡る諸問題
１ 知的財産法の保護対象
高林： 今回のお話に使用するパワーポイントは司法研
修所での裁判官研修用に作成したものです。裁判官の
中で知的財産関係訴訟に興味のある方を集めて、和光
にある司法研修所や裁判所で研修をやっているのです
が、そこで私が知的財産法に関して、これまで訴訟で扱
った経験等が余りない方々を対象として基礎的なお話を
した際に使用したものです。ただし、研修は 2 時間でした
ので、これをこれから 30 分間で話そうというのですから、
かなりの部分を省略しなければなりません。
まず、知的財産とは何かということから始めましょう。知
的財産基本法に知的財産の対象が規定されており、この
点はどのような教科書を見ても書いてあることですが、パ
ソコンひとつを取り上げてみても、プログラムという発明あ
るいは著作物や、コンテンツといった著作物、機器といっ
た発明、トレード・マーク（商標）や、考案といった小発明
あるいは工業的デザインといった意匠法の対象などの知
的財産が集積されています。例えば、特許法の保護対象
である発明は自然法則を利用した技術的思想ですが、
パソコンの機器が発明だというのは理解しやすいですが、
人間がプログラム言語を用いて記述した結果が、ゼロと
イチ、すなわち信号のオンとオフに還元されてしまうコン
6

ピューター・プログラムは機械等といった発明対象とは随
分と雰囲気が違うものですね。また、プログラムを実行し
た結果は、映像やゲームといった著作物っぽいものであ
る場合もあれば、エアコンの自動制御といったような機械
的なものである場合もあります。一体このプログラムは特
許の対象となる発明なのか、あるいは文化的所産を保護
する著作権法の保護対象なのかといった点だけでも考
えてみると、よくわからなくなってしまうのではないでしょ
うか。
このように特許としての保護対象の範囲が問題になる
のは、例えばビジネス方法や遺伝子配列情報などもあり
ます。ビジネス方法というと、例えば、有効適切な投資方
法とか、暖かいまま提供できる効率的な弁当の売り方と
いったビジネス方法まで、特許として保護されるのかとい
った問題とか、あらゆる人間に備わっている遺伝子配列
情報を最初に解析した人や企業がこれに特許を取って
独占することを認めてもよいのかといった問題などがあり
ます。例えば遺伝子配列を多くの費用を投下して分析し
て、これを利用したゲノム創薬を開発した人には、その開
発のインセンティブとして、ある期間の独占を認めてあげ
るべきとも思われますが、その独占をひとつの企業に認
めることに違和感を持つ人も多いことでしょう。また、遺伝
子配列を読み取ることは、発明ではなく、昔から存在する
ものを発見したにすぎず、新たな創作とはいえないので
はないかといった根本的な疑問も生じうるところです。
では、著作権として保護すべき範囲はどうでしょうか。
さきほど話したコンピューター・プログラムについては、
今からもう30年も昔に東京地裁がスペース・インベーダ
ー・パートⅡ事件判決 6で、これが著作権で保護されると
判示し、その記事が新聞の一面トップを飾りましたが、そ
の後著作権法にもコンピューター・プログラムは著作物
である旨が規定されたため、現代の皆さんはごく当たり
前のことのよう思うかも知れません。しかし文化的創作物
を保護する著作権法からみると異質であることは明らか
です。また、例えば、データベースについても、網羅性と
機能性が大切であって、個性が現れているかとか、創作
性があるかなどという観点というより、技術的な側面から
保護されるものというイメージがあるのではないでしょう
か。このような技術的な対象物が文化的創作物を保護す
る著作権法に入り込んできたため、著作権法の解釈も従
前と変容せざるとえない側面が登場してきているというこ
とができます。
それから現行著作権法には送信可能化権という支分権
が法定されています。前述のまねきＴＶ最高裁判決にも
登場するのが送信可能化権です。これは著作物を例え
ばホームページにアップロードする場合などに働く権利
ですが、著作権法で規制できる範囲をどこまで広げてよ
いのかという問題も生じます。公衆送信する前段階なの
だから、アップロード行為自体を違法とするのは当然だ
6
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し、そのような著作権者の権利まで保護しているわが国
は著作権保護意識の高い立派な国として自慢すべきで
あるという人もいますが、著作物の利用を規制できる範囲
をどこまで広げるべきなのかという問題は、これを利用し
て新たな表現をしようとする人の自由をも視野に入れて
考量すべきであるという意見もあるところです。
さらに不正競争防止法が扱う分野にある営業秘密があ
ります。例えば、長年会社勤めをしていた人が会社を辞
める場合、その人の脳みそには沢山の営業秘密が積み
込まれているでしょう。その場合に、会社を辞めた人は未
来永劫その秘密を勝手に使ってはいけないと言われた
のでは、それまでの蓄積を使って同種の会社で働くこと
は全くできなくなってしまうかも知れません。それは職業
選択の自由を侵すことにならないでしょうか。そこで、秘
密を保持すべき年限を区切るべきか、開示してはならな
い秘密を特定すべきではないか、などといった検討すべ
き問題が沢山あるわけです。
さらに、Webで利用されるドメインネームは当初は保護
すべき法律が明確でなかったため、サイバー・スクワッタ
ーといって有名な企業のドメインネームを先に取得して
法外な値段で購入を迫る者が続出したといった経緯があ
り、現在では不正競争防止法でこれを規制しています。
このように不正競争防止法は、商標法や意匠法といった
知的財産法で保護が十分に行われていない場面を埋め
るために改正を重ねてきています。もちろん、サイバー・
スクワッターなどといった輩は保護されるべき者ではあり
ませんが、知的財産法は保護対象を明確化して、そこか
ら外れる対象物については利用を自由にして競争を促
進させるという、境界線を定める効果も担っているわけで
すから、不正競争防止法の保護対象も十分に吟味したう
えで決定していく必要があるでしょう。
最近、匂いの商標とか音の商標とかという、いわゆる非
典型商標までも商標法で保護しようという意見があります。
典型商標といわれるものは、ナイキのマークだとか、立体
商標でも大隈重信銅像とかいうように視認性があり、これ
によって出所識別作用を果たしているものですがが、視
認性はなくとも特定の匂いや音を聴くと出所を識別できる
のであれば、これを商標として保護してよいという意見で
す。さらには、単色の色彩だとか、動き、などというものも
商標の保護対象としてよいという意見を聴くと、昔の商標
法が頭の中に叩き込まれている古い人間にとっては、本
当にこれって商標なのだろうかと素朴な疑問が生ずると
ころです。知的財産の保護範囲は広がれば広がるほど
いいという単純なものではありません。他方で、使う人の
不具合も考えないといけませんからね。
商標法あるいは不正競争防止法で保護されるか否か
が問題になるものに、トレード・ドレスがあります。例えば、
最近大阪地裁で判決 7が出て話題になったのが商品の
陳列方法です。お若い皆さんは御存知ないかも知れま

せんが、ベビー用品店の西松屋では、商品の陳列方法
が独特なんだそうです。ハンガーに掛けられたベビー用
品が壁に上から下まで並んでいて、お店に入っただけ
で西松屋だと、分かる人には分かるらしいですね。西松
屋ばかりでなく、例えばディスカウントショップのドン・キ
ホーテは商品を通路狭しとうず高く積んでいますが、あ
れはあれで特徴がありますよね。この西松屋の事件は、
全く関係ないお店が似たような商品の陳列方法を採用し
ているのに対して不正競争防止法違反を理由に訴えた
ものです。アメリカではタコスのお店の雰囲気を真似た
店を相手に訴えた事件が認容された例がありますが、日
本ではこのようなお店の雰囲気とか、品物の陳列方法が
出所表示となっているとして不正競争防止法による請求
が認められた例は未だありません。例えば、コンビニでも
セブン・イレブンとファミリーマートはお店の名前だけで
なく、お店の商品の陳列方法やあるいは照明の仕方とか、
それぞれ独特のものがあるかも知れませんから、マニア
ックな人ならば、目を瞑ってお店に入っても、セブン・イ
レブンかファミリーマートかすぐに分かるかも知れません。
そのように特徴があるならば、お店の雰囲気なども知的
財産法、わが国であれば不正競争防止法で保護される
べきでしょうか。悩ましいですね。
最後に伝統的知識とか遺伝資源について触れておき
ましょう。例えば、インドのある地域では特殊なある葉っ
ぱを使って歯を磨くと虫歯にならないとかで、その辺の
人は皆きれいな歯をしていたそうです。そこで、その情
報を得た西欧の会社がこの葉っぱの成分を分析して、そ
れを含んだ歯磨き粉を作って特許権を取得したという事
案があります。この場合、そのインドの人は昔からその葉
っぱを噛んでいただけで、何故それで虫歯にならない
のかは分かっていなかったのであって、その成分を分析
して虫歯予防の有効成分を見出した人こそが特許権を
取得できて当然と考えるべきでしょうか。インドのその地
方の人は特許の使用料などの一部でも西欧の会社に請
求できるとすべきでしょうか。インドの人にとっては西欧
の会社は泥棒に見えるかも知れません。
このように知的財産として保護されるべき範囲を考える
ことは、大変面白いことですね。皆さんも、あれこれと悩
んでみてください。
次に有体財産と無体財産ということで、有体物から離
れて存在する無体財産とはどういうものなのかということ
をお話しましょう。
２ 有体財産と無体財産
高林： まずは三島由紀夫の手紙事件判決 8で、私の特
許法の教科書 9でも紹介しています。手紙というものは
有体物として捉えるならば便箋であって、一枚は数円の
価値しかない物でしょうが、手紙に書かれている言語は
8
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創作性が認められるのであれば著作権の成立する無体
財産です。ですから、手紙を相手方に渡すという行為は
便箋としての有体物の所有権を相手方に譲渡したことに
なるけれども、手紙に表現されている著作物の著作権は
譲渡したことにはなりません。このことを判示したのが三
島由紀夫手紙事件です。手紙をもらった人は、その便箋
を焼いてしまおうが捨ててしまおうが自由ですが、これを
勝手に複製したりしてはいけませんというお話です。
次は駒込大観音事件 10です。これは、あるお寺さんが
仏師に観音様を作ってもらったのですが、これを拝む檀
家の人達が観音様の顔が怖いというので、他の仏師に頼
んで観音様の首から上を作り代えてしまったという事件
です。お寺さんは、仏像の所有者ですから、これを例え
ば燃やしてしまうことは自由だというのが通説的な見解で
すが、首から上を作り代えてしまうことは著作者人格権の
うちの同一性保持権侵害になります。しかし、一審判決
が同一性保持権侵害を理由に、保管してある元の首から
上を利用して仏像を復元せよと命じたのに対して、仮に
お寺側が無理に復元させられるならば、むしろ仏像全体
を燃やしてしまうとでも主張したらどうなるでしょうか。控
訴審判決はこの点を考慮したのか、復元までする必要は
認めず、元の首から上は別の場所に安置されている旨を
広告するようにと命じました。これも、無体財産と有体財
産の関係を理解するのに恰好の素材といえる判例です。
３ 知的財産権としての保護から外れる利益の侵害
と不法行為の成否
高林： 著作権法などの知財財産権法は、知的財産権と
して勝手に利用してはいけない範囲、すなわち禁止権
の及ぶ範囲を明示する役割を果しています。それでは、
このような境界線から外れた部分の利用は万人にとって
自由といえるでしょうか。
この点は、仮に知的財産法の保護領域外であっても、
その侵害は法的に保護された利益の侵害といえる場合も
あり、この場合にはその行為は民法 709 条に規定する不
法行為であって、損害賠償責任を負担するとする立場と、
知的財産法が定めた境界の範囲外の情報は原則に則っ
てその利用は自由であり、不法行為が軽々に成立すると
解するべきではないとする立場があります。
この論点については私の著作権法の教科書 11を読ん
で貰いたいと思いますが、ひとつ通勤大学法律コース事
件 12を紹介しましょう。この事件の対象となったのは債権
回収法等を解説した「通勤大学法律コース」と題する一冊
の本であり、これをまる写ししたような被告の本が著作権
侵害を理由として訴えられたものです。裁判所の判断で
は、この本は一冊まるまる創作性がないとして原告の著
作権の成立が否定されました。一冊まるまる創作性のな
10
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い本というのは書けるのか、私も特許や著作権の教科書
を書いている人間として、そこまで創作性がないというの
は、原告の本自体が他の人の本をまる写したような場合
しかありえないようにも思うのですが、裁判所は原告の一
冊の本全体について創作性を否定しながら、これをまる
写ししたような本を作成した被告の行為は不法行為にな
ると判示しました。この判決は知財高裁のものですが、知
財高裁といえども下級審裁判所であって、その判断と全
く異なる判断を地方裁判所がすることも、また知財高裁の
別の部がすることも法的には問題ありません。従って、ひ
とつの地裁や知財高裁の判決があるからといって、その
判断が正しいものとの前提を置いて考える必要はありま
せんから、皆さんはどのような立場が正しいのかは常に
自分の頭で考えなくてはなりません。
４ 侵害主体論
高林： 次に、先ほども最高裁の「ロクラクⅡ」事件などに
ついてお話した際に登場した「侵害主体論」について簡
単に触れておきましょう。まずは、皆さんがよく使ってい
るだろう YouTube に似たシステムを扱ったＴＶブレイク事
件13です。このＴＶブレイクというのは YouTube のような動
画投稿サイトで、ユーザーが動画を投稿すると、このサイ
トにアクセスした多くの人がこれを見ることができます。こ
の事件ではユーザーが著作権を侵害するコンテンツを
アップロードしたのですが、このユーザーの行為は著作
権のうちの複製権や公衆送信権侵害に該当することは明
らかですが、そのサービスを提供している者も、違法なコ
ンテンツをアップすることを誘因したり、これがアップされ
ていることを知りならが放置していたことからも、複製権侵
害や公衆送信権侵害の主体となると判断されました。
ＴＶブレイク事件はコンテンツをアップした当人も著作
権侵害行為をしている場合なのですが、先ほどお話した
最高裁の「ロクラクⅡ」事件では、この機器に、主として海
外からアクセスしてテレビ番組を見ている人の行為は著
作権侵害とはいえません。しかし、その違法ではない行
為のため利用する機器を置いて管理している者が、テレ
ビ番組を複製している主体であったり、あるいは公衆送
信している主体であるといえるかが問題になった事案で
す。例えば、アメリカに住んでいる日本人が日本のＴＶを
見たい場合に、日本に住んでいる親戚に頼んでこのよう
な機器を預かって置いておいて貰い、アメリカからインタ
ーネットを利用して遠隔操作して、録画したい番組を指
定して、これをやはりアメリカからインターネット回線を使
ってアメリカで視聴したとすると、録画している主体はアメ
リカ在住の人であって、日本にいる親戚は機器を預かっ
ているにすぎないと考えるのが常識的でしょう。では、親
戚ならば良いが、このような機械を商売として預かって、
置いといてくれる人の場合には、この機械は一人に一台
が割り当てられているのであって、業者が一台の機械で
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録画した番組を多数の人に配信しているのではない場
合であっても、このような業者は多数の複製をしていると
か、あるいは公衆に対して番組を送信している主体とな
るのかという問題です。最高裁の「ロクラクⅡ」事件はこれ
を複製主体であると判断したために、議論が噴出してい
るということです。
それからもう一つ、去年話題沸騰したのが電子書籍の
問題ですね。自炊問題とか言われていますが、自分でご
飯を炊くことをいうのではなく、自分の本を自分で PDF に
して、電子書籍化することです。自分で PDF 化するという
のは、自分で複製することですから、家庭内で個人的な
複製として複製権は制限されることになります。しかし、
一冊の本を自分で裁断して PDF 化するのは面倒なので、
これを業者に頼んだらどうでしょうか。この場合も、業者
は個人に頼まれて PDF 化しているのですが、業者として
はもちろん個人的に複製をしているのではないので、複
製権侵害の主体であるといえるでしょうか。
また、例えば、自分で裁断して PDF 化した本は、もう読
みに難くて役に立たないので、これを他の者に安く売っ
たらどうでしょうか。さっきも登場したお話ですが、有体物
としての本はその所有者が煮て食おうが焼いて食おうが
自由ですし、他の人に売ろうが自由です。そうするとこの
ようなバラバラになった本の購入者は、読むために購入
するのではなく PDF 化するために購入するのでしょうか
ら、PDF 化した後にはまた他の者にこれを売ってというこ

第２回 技術的保護手段と著作権法
ゲストスピーカー：中川 文憲（ACCS）
講師：平嶋 竜太（筑波大学教授）

１．はじめに
２．知的財産法と技術的保護手段 ―情報財保護の視点
から
３．現行法の下での技術的保護手段回避行為に対する
法的規制
４．従来の法制度の限界と今回の立法動向
５．技術的保護手段回避規制によるコンテンツ保護の可
能性と課題 ―著作権法制と代替しうるのか？
６．デジタルコンテンツの保護
７．デジタル化・ネットワーク化の特徴
８．デジタル化・ネットワーク化の影響
９．コンテンツの問題
１０．映像ソフトの保護
１１．ゲームの保護
１２．技術的手段を回避する方法
１３．ツールの流通

とになるとすると、一冊の本が譲渡される度に PDF 化さ
れてしまいます。幾ら個人的に複製されたとしてもこうい
った行為は著作権侵害にはならないといえるでしょうか。
このように著作権侵害で検討すべき問題は色んな場
面で登場します。ただし、著作権保護はただ強めればそ
れでよいという問題ではありません。皆さん聞いたことあ
るでしょうけども、クリエイティブ・コモンズの運動とか、あ
るいはオープン・ソースなどといって、ただ囲い込むだけ
でなく皆で知恵を出し合って改良していった方がよりよい
成果が得られるという考え方もあるのです。知的財産権
においては権利の保護と利用のバランスをとることがとて
も大切です。また、無体財産というだけあって、その保護
範囲も明確ではないですし、侵害された場合の賠償額の
認定にも困難が伴います。また、それぞれの論点におい
て定説がない場合も多く、A と言う人がいれば、B と言う
人もいるわけですから、自分なりに考えることがとても大
事な分野ということができます。この講義はオムニバス形
式であり、それぞれの講義には学者や実務家の方々が
登場して、各々の立場からのご意見が拝聴できるでしょう
から、皆さんも是非積極的に参加して、自分の頭で考え
てみてください。
ということで今日の講義では多少なりとも知的財産法が
面白そうな分野だなと思って貰えたら目的は達せられた
ということになります。それでは今日の講義はこれで終わ
ります。

１４．技術的手段の回避による被害
１５．被害の実態（ゲーム）
１６．参考 ―任天堂による訴訟
１７．ディスカッション

１．はじめに
平嶋： それでは著作権法特殊講義を開始します。第二
回ということで、筑波大学の平嶋が担当します。
本日はゲストスピーカーとして、このテーマに関しては
第一人者、この分野はあまりに専門性が高いものですか
ら、専門家が非常に少ない中で大変貴重な方に来てい
ただきました。コンピュータソフトウェア著作権協会（以下、
ACCS）の中川文憲様です。
中川様は ACCS の法務担当マネージャーということで、
いわゆるソフトウエアの著作権保護のうち、とりわけ技術
的保護手段等に関する専門家です。後に説明しますよう
に、著作権法の改正と不正競争防止法の改正が今般予
定されていますが、その審議会メンバーでもあられ、非
常に技術面に詳しく、なおかつ法律の専門家でもあると
いうことで、具体的で興味深いお話が伺えると思います。
中川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
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中川： コンピュータソフトウェア著作権協会の中川です。
皆様のお役に立てるのかどうかわかりませんけれども、
精一杯説明をさせていただきますので、何かご質問あれ
ば後で説明させていただきます。
２．知的財産法と技術的保護手段 ―情報財保護の視
点から
平嶋： 本日のテーマは、技術的保護手段回避と著作権
法ということです。全般の話としては、大体資料行き渡っ
ていると思いますが、私の方ではパワーポイントは使わ
ず、従来型の紙を配布する形で話をしますけれども、概
略だけざっと説明しようと思います。大体 40 分ぐらいで、
現在の法制度はどうなっているのかという話と、元々どう
いう性質の話であるのか、先ほどちょっと申しましたように、
立法動向の話をしまして、一応こういう問題があるのでは
ないのかという、こういう問題点が残っているので気を付
けるべきではないかといったことだけ、簡単にご説明しま
して、具体的な技術としてはどういうものなのか、技術的
保護手段というけれども、今一つイメージがよくわかない
ということもあろうかと思いますので、そういう具体的な内
容、実際にはどのような問題が起こっているのかというよ
うなことにつきましては、中川様の方からお話をいただく
ということにしたいと思います。
あと、残った時間がもしあれば、ディスカッションという
か質疑応答のようなことも行いたいと考えております。そ
れでは、まず私の方の資料ということですけれども、初め
に、まず技術的保護手段と言っているけれども、これは
知的財産法とどのような関係があるのかということを一応
整理しておこうということです。
技術的保護手段とは、とりあえず、具体的にどのような
ものなのかというのは、後ほど中川様の方から詳しくお話
しいただけますので、そこについては、とりあえずブラッ
クボックスにしておいて、まずはごく簡単なイメージとして、
技術的保護手段というのは、何かコンピュータソフトウェ
アのようなものを使って、それで著作物のようなものを保
護する手段であるという風に、大雑把に考えていただい
てよいのだろうと思うのです。
その中身が具体的にどのようなものであるのかというこ
とはともかくブラックボックスということにして、それを使う
ことで保護されている著作物があって、その著作物を利
用するためには、その技術的保護手段について、カギの
ようなものを使って解除することが必要なのですが、正式
なカギを使うことなしに技術的保護手段を解除して著作
物を勝手に利用するという、そういう行為をもって技術的
保護手段の回避行為だということで捉えておけばよいと
いうことです。
そういう前提を踏まえて、それでは知的財産法とどのよ
うな関係があるのかということをもう一回考え直そうという
のがその２番目のところです。知的財産法とは何かという
話については、もう今更ここで話すまでもなく、多分ロー
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スクールの講義等でさんざん聞かされている話でしょう
から、ここで今さらどうこうということはないと思うのですけ
れども、一応確認しておきますと、この最初のページにも
書きましたように、いわゆる情報財の保護という話です。
これももう折りに触れて耳にする話だと思うのですが、要
するに財産的価値を持った情報を保護する法制度であ
るという話、そういう仕組みが知的財産法であるということ
で、ではどうやって保護するのかというと、独占的にその
情報財の利用を行う権利というものが、とりあえず特定の
者、いわゆる権利者という立場の者に対して与えられ、そ
の権利者が独占的に当該情報財を使うことで、第三者が
使えなくなるということで、いわゆる排他的な効果を生じ
るということで、結果的に、その情報財の財産的価値が保
護されるという、ごくざっくりとした説明をするとそういうこ
とになるだろうということです。
恐らくここでいう、財産的価値を持った情報という部分
に、例えば、発明が当てはまると特許法になりますし、そ
れから著作物が当てはまると著作権法という仕組みにな
ってくるということになりますし、財産的価値を持った情報
が具体的に何かということによって、いろいろ知的財産法
のバリエーションが生まれてくるという、そういうことになる
ですが、基本的な構造は、どれも財産的価値を持った情
報の独占的な利用の権利を与えることで保護するという、
そういう話ということになるわけです。
それでは、さらに、そもそも論で、なぜに保護する必要
があるのかという話が出てくるわけです。ロースクールな
どでは、元々そういう法律があるという前提で、それでは
どう解釈するのかということを日々勉強しているので、どう
してそんなものを保護する必要があるのかということを、
わざわざ考えていては勉強が進まないかと思いますの
で、あまりそのようなことは意識しない方がよいのかもし
れませんけれども、ただ、よくよく考えるとなぜ保護する
必要があるのかという疑問は生じるわけです。
恐らくよく聞く話としては、例えば、保護されないと創作
をするインセンティブがなくなるからであるとか、それか
ら、著作物ですと著作者の人格がその表現に流出してい
る。要するに人格の表れ、発露であるから、とかそういっ
た話だから保護しなくてはならないのだとか、そういう説
明がいろいろあるだろうというかと思います。
ただ、そういう説明の仕方もあるのですが、結局、情報
とは、財産的価値を持っているか否かということにかかわ
らずということですが、共有可能と占有困難という性質を
持っているということです。
具体的に考えると、この二つの関係は表裏一体の関係
でして、要するに情報はいくらでも複製が基本的にでき
ると。複製ができるというよりも、むしろ情報が伝播してそ
れが受け取られることが可能な限りにおいては、それは
幾らでも多くの人がそれを共有して、その情報の有する
価値を受容することができるという話であります。言い換
えると、有体物と違う、一番の違いは物理的な占有が
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元々できない、できないというより、元々占有する必要が
ないということです。例として挙げたのは、いわゆる椅子
なんかですと、講義があるので座っていって、満室で椅
子がなくなってしまったら、あとは後ろで立つか床に座る
しかないという形で、ある椅子を誰かが占有してしまえば、
それを共有ということはなかなか難しい、もちろん詰めて
座るということも可能なのかもしれませんけれども、当然
それにも一定の限界があるということです。
ところが情報というのは、我々が存在している物理的な
空間を占めているものではありませんから、基本的に、
その情報が伝播することが可能な限りにおいては、そこ
の範囲にいくら多くの人がいたとしても、その情報の価値
を共有することができるということです。
先ほどの椅子の例でいうと、例えばここの椅子が全部
取り払ってギッチリ詰めるとか、あるいはみんな立ち見に
するとかすれば、別に人数がふえるだけで、少なくともこ
のマイクを使った音が聞こえている限りは、同じ内容の話
が伝わるという意味では共有はいくらでも可能ということ
です。もちろん物理的には限界がありますけれども、情
報という意味では人数が幾ら増えても内容を共有するこ
とは可能ということになる話ですから、結局、情報自体が
そういった性質を元々有しているということです。
すごくラフな言い方をすれば、いくら使っても減らない
というのが情報財の一つの特徴であると、そうすると、そ
れと裏腹の関係になるのですけど、つまり使っても減らな
いということになると、これは逆に言うと独り占めもできな
いという、そういう話が占有困難性ということです。要する
に無限に共有可能ということになりますと、特定の人だけ
がそれを占有するということを情報について行うことは、
すごく難しいということです。
一つの例で考えると、ちょうど今の時節に向いていると
いうことで挙げた例ですけれども、どこか景観の素晴らし
い場所ところがあったと。そこには、すごくいい枝ぶりの
木が生えていて、満開の花が咲いているというときに、そ
の木の持ち主がこの花と景色を自分だけで楽しみたい、
通りすがりの人が何の対価も払わずにそれを見て楽しむ
のはすごくけしからんという、意地悪というか、すごく度量
の狭い人がいて、その目的を実現するためにはどうした
らいいのかということです。もちろん、そんな意地悪に手
助けする必要はないという考え方もあるでしょうけれども、
放っておいた状態ですと、木に満開の花が咲いていて、
その花が見えさえする所であれば、その木が生えている
敷地でなくてもどこからでも見て楽しむことができるという
話になるのですけれども、それを見せないという目的を
実現するには、結局その木の周りに例えばテントか何か
で木をすっぽり覆うとか、それから建屋を作って外から見
えないようにするとかいう、何か余計なコストをかけて手
当てをしないと、満開の花や枝ぶりといった情報の占有
はできないということです。
結局そうなると、占有困難性というのは、それなりにコ

ストをかければ占有することが可能になって克服すること
ができるかもしれないということもいえます。
例えば、本講義の中川さんのお話は、外部の講演会
で聞こうとしたら大変高い参加料がかかるような価値のあ
るお話ですから、いわば中川さんのお話は高い経済的
価値を持った情報ということになります。その話がこの教
室の中だけで聞こえるということだったら、入り口で料金
を取って聞かせると、お金払わない人は教室に入れない
よということで、一応経済的価値を有する情報について
の占有状態は維持できるかもしれません。けれども、例
えば廊下までお話が聞こえてしまうということですと、教
室に入らないで廊下の壁のあたりに立っていてもお話が
聞こえるということで、実質的にはちょっと音が聞こえにく
くなるけれども、内容はわかってしまうということですから、
お金を払わないで中川さんのお話が聞けてしまうというこ
とになってしまうので、結局その情報を占有することは困
難ということになるわけです。
それでは、というので、廊下にいて話を聞いている人
は料金を払わないのだからお話を聞かせるわけにはい
かないということをすべからく実現するためには、例えば、
ここに防音壁か何かを建てて、無理やり外に音が出て行
かないようにしなくてはならないというわけで、余計なこと
をする必要が生じる、余計なコストがかかるということです
ので、結局情報というのは占有することは困難という性質
を有しているけれども、このことは、逆を言うと、先ほどの
見方のように共有することは極めて容易だよと、つまり、
廊下にいる人も聞こえるし、教室の中にいても聞こえると
いう意味で共有も可能ということです。
それでは、こういう性質を情報が持っていると、具体的
にどういう違いが出てくるのか、具体的な現象の連鎖み
たいなものとして見てゆくとどうかという話です。
情報財が先ほど言ったような特徴があるということにな
りますと、例えば、各事業者が切磋琢磨して競争している
ような市場がある所で、どこか一つの事業者が、従来世
の中に存在していなかった財産的価値が高い情報ある
いはそれを含む製品を市場に売り出しましたということに
なりますと、瞬く間のうちに、その情報が共有可能となっ
て、いっていみれば競業者によって複製がされてしまう
可能性が生じます。
要するに情報財が誰にでも利用がなされてしまうという
ことになりまして、結局、いわゆるフリーライダーが出現
する可能性が高くなります。つまり、その情報財を作るの
に最初に投資をして、いわば元手をかけて作った人と、
全く何の関係も寄与もしていない人が、その情報財をそ
のまま利用して市場で商売することによって、しかも、元
手がかかってない分だけ最初に作った人が売る値段より
も安く提供できることになります。
そうなりますとこれは、市場でそういう同じ種類の情報
財を購入しようという立場から見ると、どうせ中身は同じな
のだから安い方がいいだろうというのは、これはむしろ当
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然の考え方ですので。そうするとわざわざ最初に開発し
た人から買わなくてはならないという ―もちろん敢えて
そういう選択をする人もいるでしょうけれども― 恐らく経
済的合理性だけを考えるのであれば、同じ中身なら安い
方が安いほどいいという発想に立って、フリーライダーか
らその情報財を購入する者が増えるであろうという話にな
るわけです。
すると、最初にその情報財を作り出した人は投資の回
収ができなくなってしまうことになるので、せっかく情報財
を最初に開発しても投資の回収ができないということにも
なってくる、先ほど言った共有可能性とか占有困難性と
いった性質があるためです。それでは、フリーライダー
が参入できないようにするためには、余計なコストをかけ
る必要があるわけですから、そうすると、さらに、その情
報財の開発以上に余計なコストがかかることになりますの
で、結果的には、そのような開発への投資が減少する方
向に傾いてきてしまうかもしれないでしょう。
もっとも、これは絶対にそうなるのかというとそうではな
く、実験をした結果ではないわけですから、一般的な理
論的な観点から考えたら、おそらくはこうなるだろうという
話です。ですから、もちろん現実に、本当にこの通りにな
るのかという実証がされているわけではありませんが、か
なりの可能性で恐らくこのような方向の流れに行くだろう
ということです。
いずれにせよ、そんな流れで新しい情報財開発への
投資が減少しますと、結果的に、市場に対して様々な新
しい情報財が提供されなくなっていって、最終的に市場
自体の停滞が起こるという、いわゆる負の連鎖ですが、
そういう問題が発生することが懸念される、そういう前提
があるということを踏まえたときに、それでは、どうしようか
というところで出てくるのが、知的財産法や本日のテーマ
である技術的保護手段のような考え方でして、今までの
話は、仮に情報財を保護する法制度も何もないような社
会で情報財がつくり出されて、それがいわゆる市場に置
かれて取引されているという状態を前提として考えると、
そのまま放っておくと今申したみたいなことが起こる可能
性がありますよという話だったわけです。
そうすると、やはり放置しておくこともあまりよろしくない
のではないのかということで、具体的に何か手立てを考
えようということで、差し当たり三つぐらいあるということで
す。一つは先ほど言ったように、情報財に共有可能性と
か占有困難という性質があるのはしょうがないのだから、
先ほどの負の連鎖で出てきたときのように、フリーライダ
ーが出てきてもやむを得ないではないかと。フリーライダ
ーが出てきてもいいけれども、その結果最初に投資をし
て情報財を創り出した人に対して、その投資の回収がで
きなくなる事態だけを避ければそれでいいじゃないかと
いう考えですね。そうすると具体的な方法としてはいわゆ
る補助金が考えられます。まさに国の公共事業みたいな
形で補助金を与えるような発想で、「こういう発明をした人
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には国から補助金を差し上げますよ」とか、それから「こう
いう素晴らしい音楽を創った人は国から補助金を与えま
すので、どんどん創ったら国に対して届出してください」
みたいな制度を作って、それで投資の回収を確保しよう
というやり方でしょうか。こんな形で、要するに、知的財産
法制度は一切なしとするということもあり得るわけです。
もちろんこのやり方がうまくいけば、知的財産法がなく
ても、例えば、社会的にはすごく重要な医薬品をつくる
のに、国が陣頭指揮をとって開発させて、それを誰にで
も使わせるようにすれば、ひょっとすると特許権で保護す
るという仕組みより、ある意味はあまねくその優れた発明
のご利益をみんなが享受できる可能性もありますので、
必ずしも悪い考えではないかもしれないということです。
ただ、そうはいっても、補助金を始め、一般的に、この
手のものは適正な配分が極めて難しいわけです。現在
でも、国の色々な補助金もそうですし、災害の義捐金も
そうでしょうけれども、結局本当に必要としている人にど
のような方法で公平に配分するのかというときになると、
すごく難しい問題に直面するわけです。こっちも要る、あ
っちも要るというときに、では、どちらにウェイトをかける
べきかという判断が難しくて、そこに政治的判断みたいな
ものが付け入って来てしまいますと、結果的にフェアな
配分ができるのかという問題が生じて気きてしまいます。
そういう問題が出てきますので、それでは、「子ども手当」
みたいに一律に配分するというようなことになると、それ
はただのバラマキじゃないかということになってしまって、
適正な配分ができないということです。 しかもその配分
作業をする事務自体にもコストがかかるではないかという
点でも問題が生じるわけです。
それでは、二番目にどういう手段があるのかということ
で出てくるのが、いわゆる知的財産法です。これは結局、
先ほど申した性質、共有可能性であるとか、占有困難性
といった性質を制度的に補正してしまおうという考え方に
なるわけです。要するに、情報財とは元々は共有可能で
あるし、占有が困難という性質を実は有しているのである
けれども、それに対して知的財産法という法制度によっ
て権利者だけにその情報財を使うことのできる権原を与
えてしまうということです。そういう権利を与えることによっ
て、情報の性質としては本来的に備えているものを法制
度によって修正をして、権利者しか使えない、権原がな
い者が使った場合は差し止めを食らうとか、あるいは罰
則の対象となるとか、そういった仕組みで人工的に排他
性をつくってしまおうというのが、知的財産法の考え方と
いうことになるわけです。
本日の話とちょっとずれますが、制度的にこのような権
利を与えてしまうことによって、逆にそういう権利を振りか
ざして、今度は市場を独り占めしようとする者が現れてく
るとか、いろいろな問題が生じてくるので、どのように対
応策を考えればよいのかということを研究するのが知的
財産法という分野という話です。

第２回 技術的保護手段と著作権法

三つ目に出てくる、手当てとして何かあるかというのが
やっと出てきたわけですが、これこそが、本日のテーマ
である技術的保護手段というものです。結局今まで挙げ
た仕組みというのは、いわゆる投資の回収の問題を解消
しようというのが一つ目、二つ目は制度的に排他性を作り
出して、情報財が本来的に有している性質を補正しようと
いうやり方であったわけです。三つ目はかなりストレート
に、とにかくもう情報財がこういう性質を持っているという
のはやむを得ないのだから、それをごり押しで、いわば
物理的に修正してしまって共有可能性とか占有困難性の
ような性質を無理やり押さえ込んでしまえという発想が技
術的保護手段に位置づけられるのだろうということです。
具体的なものとしては、例えば暗号をかける、先ほど
ブラックボックスという風に言ったのですけれども、いわ
ゆる技術的な手段で、一定の条件を充たした人、例えば
料金を払った人しかこの情報財へアクセスすることはで
きなくするとかいう形で暗号かけるといったことがあるわ
けです。衛星放送などでスクランブルをかけているもの
があるでしょうし、それから何回もコピーすることができな
いようにしてしまうといったような形もあるでしょうし、総称
して DRM、デジタル・ライツ・マネージメントというふうに
も呼ばれていますけれども、いろいろな技術があるという
ことです。後ほど詳しいお話があると思うのですけども、
要はそういった技術的手段を用いることで、いわば腕づ
くで、情報財の共有可能性とか占有困難性という性質を
押さえ込んでしまおうというやり方です。もちろんこういう
やり方を、全ての種類の情報財について適用できれば、
第一、第二の手段よりも、このような技術的保護手段を活
用する方がむしろ望ましいのかもしれませんが、情報財
の種類によっては、このような技術的手段を必ずしも利
用できるとは限らないわけです。例えば、著作物は、技
術的保護手段を非常にうまく使える情報財といえるので
すけれども、発明なんかについては難しいわけです。発
明という情報財が製品に乗っかって流通してしまう、例え
ばパソコンの中のチップなんかに乗っかって製品として
流通しますから、その中を分解して、発明の内容である
技術的思想という情報を抽出してしまえば、技術的保護
手段を用いた保護のしようがないということですので、あ
らゆる情報財について、この手法をとることはできないと
いうことであります。
それから、もう一つ、技術的保護手段による保護をバッ
クアップする仕組みとして、たとえ技術的保護手段をかけ
ておいても、世の中必ずああやればこうやるという人が
出てきて、技術的保護手段がかかっているのであれば、
それを外してしまえばいいではないのかということを考え
る人が当然出てくるわけですので、そういう回避行為を
することについては、法的な規制をしてしまえば、情報財
を法制度で直接に保護するわけではないけれども、回避
手段を法的に規制するという間接的なやり方をもって結
果的に技術的保護手段を使った情報財の保護に実効性

を持たせることが可能になるだろうということですので、
そこで出てくるのが本日のテーマである技術的保護手段
の回避の法的規制という話です。
ただこのやり方は、効果的ではあるかもしれませんけ
れども、物理的に情報財の利用態様に対して修正をかけ
るわけですから、逆に情報財の利用に対する制約が強
過ぎるという可能性も出てきてしまうわけです。
つまり、技術的保護手段でプロテクトをかけたときに、
それを外す行為を全部法的に規制するという話になりま
すと、保護が行き過ぎてしまう可能性があって、本来自由
に使えるはずの情報であるにもかかわらず、技術的保護
手段をかけておくことで利用できなくなり、敢えてそれを
回避しようとする行為を行おうとすると全て法的に規制さ
れるということになりますと、これは社会における情報の
利用に大きな規制がかかってしまうことになるわけです。
例えば、表現の自由のように憲法上の保障されるべき価
値と抵触してしまうという可能性もありますので、その点
はすごく重要かつ慎重であるべき点ということになるわけ
です。
３．現行法の下での技術的保護手段回避行為に対する
法的規制
平嶋： 大体そういう話がベースにあって、では具体的に
どういうものが技術的保護手段としてその回避行為が法
的規制の対象となってくるのかという話ですが、ざっくり
二つに分けて、一つはアクセスコントロールという形です。
ここではごく大雑把に情報財という言葉をコンテンツとい
うものと同じ意味で捉えていただいてもよいのですが、そ
れを暗号化等の処理をしておくことによって、まず情報財
にアクセスすること自体を法的に規制するという形です。
もう一つは、アクセスのレベルで規制するやり方に対して、
アクセスまでは誰に対しても許すのだけれども、そのコン
テンツ、情報財についての複製が作り出されるという過
程のところで制約をかけるという、いわゆるコピーコントロ
ールという形があります。もっとも両者を含む、アクセスコ
ントロールをしつつコピーコントロールもするという二段
構えも当然考えられるようですので、両者は重複する概
念ではあるのですけれども、大まかに分けると二つの手
法があるだろうという風に考えられています。
そういう前提を踏まえたところに、今どういう仕組みに
なっているのかざっと見ていきます。まず基本になるの
は条約です。元々は 1996 年に批准されて、日本は 2000
年に締結ということですけれども、ワイポ（WIPO）、世界
知的所有権機関というのがありますけれども、そこを中心
にして著作権条約というのが作り出されまして、その著作
権条約の中で、技術的保護手段を使うときにその著作者
がそういう手段を使っていて、それをいわゆる回避すると
いう行為に対して法的保護あるいは法的救済を定めるよ
うにしましょうということを条約上規定したわけです。従っ
て、条約上の制約は実はすごく緩くて、要はそういう技術

13

＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業

的手段みたいなものがあったときに、それを回避する行
為を何らかの形で適切な法的規制をしましょうということ
を条約上は盛り込んでいますが、その枠の中でかなりい
ろんなバリエーションをもって、各国が立法をすることは
できるという、そういうことがあるわけです。これが現行の
技術的保護手段回避行為規制に対するベースになる条
約です。それから最近の流れとしては、いわゆるアクタ
（ACTA）と呼ばれている、模倣品の拡散が非常に今世
界的に顕著であることから、それを規制しようという条約
が現在策定されています。この ACTA、模倣品・海賊版
拡散防止条約でも、技術的保護手段の回避規制というも
のを規定するという形になっていて、とりわけ ACTA の方
では、アクセスコントロールの方にウェイトを置いていま
す。それでは具体的に、日本法ではどういう手当てがし
てあるのですかというのが次の話でして、大きく分けて二
つあるということです。
一つは、本日の著作権法の話と別になってしまいます
が、不正競争防止法という法律で、技術的制限手段を営
業上に用いているという状態であるときに、その技術的
制限手段を無効化するような機器やプログラムを提供す
るという行為を不正競争行為とするということで、当該行
為を差し止めるとか損害賠償といった形で法的救済を受
けられるという、そういう仕組みがあります。こちらの方で
一番典型的なものは、衛星放送のスクランブルのようなも
のです。正式なデコーダーをちゃんと入手しないと当該
衛星放送のスクランブルを解除できないはずなのに、実
は正式のものではないデコーダーをどこかで手に入れ
て、スクランブルを解除し視聴していたというような形に
なりますと、そのようなデコーダーを作って売っている事
業者の行為、要するにそういう機器を提供する行為、こ
れが不正競争行為に該当するということです。これは著
作物に関する技術的制限手段であるのかどうかということ
にかかわらず、とにかく営業上そういう技術的制限手段を
使って、ちゃんと対価を払った人しか見せませんよという
システムをとっているときに、対価を払うことなく、それを
みられるようにする道具を提供している人を不正競争行
為で規制しますよという発想が、アクセスコントロールとい
う、いわゆる技術的制限手段の回避行為の法的規制であ
るわけです。
一方、著作権法の方も、やはり不正競争防止法の技術
的制限手段の回避行為の規制と同時に導入されたので
すけれども、こちらの方は技術的保護手段という言葉を
使っています。
ちょっと言葉の定義が違いますけれども、特徴としては
やはり技術的な手段によって、要は著作物が権利者の意
図しない形で使われることを阻止しようという、そういう手
段ということです。ただ注意すべき点は、基本的には、著
作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられてい
るものであることを要するので、あくまで著作権者として
は、自らそういう技術的保護手段を使いますよということ
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について反意を持ってない、そのような手段は使わない
という明確な意思は有していないということが前提になっ
ています。従って、そういう手段を用いる意思を持ってな
いということが明確であるにもかかわらず、第三者が勝手
に技術的保護手段をかけて保護していたという場合には、
ここでいう技術的保護手段には入ってこないという点に
ついては、ちょっと注意する点であるわけです。
いずれにしても、そのような技術的保護手段がかけて
あるという前提のときに、それを勝手に回避してしまった
場合には、どういう法的規制のあり方があるのかということ
が問題となります。例えば、勝手に複製ができなくしてあ
るプロテクションを外して、著作物を勝手にコピーして友
達にばら撒いてしまったというような場合、さらに、その友
達はそのコピーがプロテクションを外したことで作られた
ということを知っていて、さらにそれを基に自分が使う目
的で孫コピーを作ってしまったというような場合です。こう
いう場合については、たとえ自分で使う目的でのコピーと
いうことで私的使用目的の複製だからといっても、それは
著作権法でいう権利制限の対象にはなりませんよという、
ということです。著作権法 30 条の私的使用目的の複製に
ついてのお話は、著作権法の話では非常に重要な事項
であるということを多分聞いているかとは思いますが、複
製行為には原則複製権が及ぶということですので、著作
権者の許諾がなければ勝手にできないのが前提として
あるわけですけれども、私的使用目的であれば原則そ
れを自由にできますよということが30 条１項で規定されて
いるわけです。
ところが、技術的保護手段が最初にかかっているにも
かかわらず、それを勝手に回避してしたということがあっ
て、それに由来して複製がなされているということがわか
っている場合は、先ほど言った私的使用目的の複製とい
うことでの権利制限の対象にならない。ややこしいです
が権利制限の例外の対象になってしまいます。そうする
と原則的に複製権の効力が及ぶ可能性が出てくるという
ことです。同様に翻案についても同じような話で、要する
に権利制限の対象にならないという問題があります。
それからもう一つは、これはより直接的な規制で、技術
的保護手段の回避装置に対するものです。先ほどの不
正競争防止法にもありましたけれども、そういう回避装置
みたいな機器とか、プログラムのような物を提供する行為
については、これは罰則の対象ということにしているとい
うことです。従って、こういう機器の提供行為については、
著作権法上の著作権侵害行為を構成するのかどうかとい
うことは別として、罰則の対象とするという形で規制を加
えているということです。
４．従来の法制度の限界と今回の立法動向
平嶋： もっともこれらの規定にも限界があることは認識さ
れておりました。例えば、不正競争防止法の下では、先
ほどの技術的制限手段回避行為ということで、従来は無
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効化の効力のみを有する機器等を作って売っている場
合だけが規制対象になっていたのですが、最近では多
機能型の製品がほとんどであるので、要するに無効化の
機能以外の機能を併せ持っているということで、無効化
の機能のみ以外も有しているから不正競争防止法上の
規制対象じゃなくなるということで、ほとんど法的な実効
性がなくなってしまうという問題が認識されておりました。
一番顕著なのはいわゆるマジック・コンピューター、マ
ジコンという、ご存知の方もあるかと思うのですけれども、
これを巡る問題です。任天堂のDSやソニーのプレステと
いったようなゲーム機がありますけれども、ああいうゲー
ムのソフトのうち、要するにネット上でゲームソフトの違法
コピー品が出回っているときでも、元々それは使えない
ようになっているわけです。つまり、違法なゲームソフトを
ダウンロードしても使えない、まさに技術的制限手段がか
けてあるので使えないわけでけど、それがマジコンを間
に噛まして利用すると使えるようになってしまうということ
なのです。
それでは、マジコンは技術的制限手段の無効化機能
を持った装置なのかという話になるわけですけど、マジ
コンというものは、実は多機能を有する機器であるという
ことなので、「のみ品」ではなく、先の法規制の対象には
入ってこないのではないのかということが問題になった
のです。
解釈論としては、最近の裁判例14が示したように、のみ
の解釈を広めに行うことで、「のみ品」とは、別に無効化
機能以外の機能を有していないというものでもなく、多少
幅を持って解釈し得るとして、マジコンなんかも不正競争
防止法の規制対象になるという判断を示したものもありま
す。ただ、のみ要件自体が厳格過ぎるのではないのかと
いう限界が最近認識されてきたわけです。それから、罰
則については不競法の場合は従来なかったので、そう
いった製品を作って売っている業者のようなものに対し
て抑止力がないということもあわせて一般的に認識され
ていたようです。さらに、関税法上の水際差止ができな
いという問題もあったわけです。
他方、著作権法上の規制は、どちらかというとコピーコ
ントロールの方に限定し、要するにアクセスコントロール
の方は入らないという構造だったわけです。あくまで技
術的保護手段の回避をして、著作権法上の複製行為を
容易化するような行為を対象に規制対象とするという前
提があったわけですから、その意味でも元々限界がある、
いわゆるアクセスコントロールの回避行為のようなものに
対しては、著作権法上の規制は及ばないという限界があ
るということです。そこで、もうちょっと規制対象を広めに
すべきではないのかということで検討がなされ始めたわ
けです。それで 2011 年 1 月に文化審議会の報告書が出
てきまして、著作権法の方の回避行為規制の対象も法改
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正をするということで、規制対象となる技術的保護手段の
幅を若干広げるという方向性の検討がなされています。
このような結論を踏まえて法改正がなされる予定ですが、
まだ法改正の成立までは至っていません15。ついでなが
ら、先ほど言った不正競争防止法も同様に、のみ要件を
もうちょっと緩和するとか、罰則を導入しようとか、そういっ
た形の法改正が予定されているということです16。今後も
こういった流れで法改正が行われていく可能性はもちろ
んありますし、条約の影響を受けて変わっていく可能性
もあるということですけれども。一般的にいって、こういっ
た技術的保護手段回避の法的規制のような手法でのコ
ンテンツ保護の問題点としてはどういうものが考えられる
のかということです。
５．技術的保護手段回避規制によるコンテンツ保護の
可能性と課題 －著作権法制と代替的なのか？
平嶋： 細かい制度内容は、先にもみたようにどんどん変
わっていきますので、あくまで基本的な考え方だけ捉え
ておけばよいということですけれども、要するに先ほど最
初のところで検討しましたように、技術的保護手段の回避
の法的規制自体は、これは先ほど言った情報財の性質
を補正するという流れで見ると、知的財産法の本体その
ものではないわけです。
要するに情報財を制度的に補正することで、いわゆる
希少性をつくり出して、情報財が生来持っている共有可
能性とか占有困難性みたいな性質を修正してやろうとい
う、制度的に修正してやろうという発想が、知的財産法で
あったのですけれども、技術的保護手段の回避の法的
規制というのはそうではなくて、技術的保護手段という、
いわば腕づくで情報財生来の性質を弱めてやろうとする
仕組みがあったときに、技術的保護手段みたいなものを
外したり無効にしたりしようという人が出てきたときに、そ
れを法的に規制して抑止しようというやり方です。
ですから、どちらかというと、知的財産法本体の制度で
はなく、どちらかというと支援型というべきでしょうか、知的
財産法を本体とすると、それに対する外付け的な支援型
法制としての性質がむしろ強いものであるということがあ
15

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキン
グチーム報告書及び文化審議会著作権分科会法制問題小委員会での議
論（「文化審議会著作権分科会報告書（平成 23 年 1 月）」）の検討を踏まえ
て、その後、従来の「技術的保護手段」として、非暗号型である信号（コピ
ーコントロール信号、エラー信号）付加による方式だけが対象となってい
たところ、DVD やゲームソフト、地上波デジタル放送等において広く用い
られている暗号型による方式についても規制対象とすることが適当である
という結論が示され、平成 24 年著作権法改正によって、「技術的保護手
段」を定義する方式に加えて「当該機器が特定の変換を必要とするよう著
作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像
を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式」が追加された。（平
成 24 年 10 月 1 日より施行） 。
16
その後、産業構造審議会知的財産政策部会技術的制限手段に係る規制
の在り方に関する小委員会では、不正競争防止法2 条1 項10 号・11 号の
見直しを向けて検討を行って、2011 年 2 月、「のみ要件」の緩和、刑事罰
の導入、水際措置の導入等を提言する報告書を取り纏めた。これを受け、
2011 年 5 月に上記内容を反映した改正不正競争防止法（平成 23 年改正
法）が成立した。
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るといえます。
とはいっても、法体系全体の枠組みの中から見ると、
不正競争防止法であるとか著作権法といった、いわゆる
知的財産法の体系の下、傘の下に入っているのですけ
ど、どちらかというと、本体の性質とは違った性質をもった
法制度が著作権法の傘の下にぶら下がっているというイ
メージで、まずはそういった性質があるということに注意
する必要があるということです。
従って、そういう観点からいうと、技術的保護手段の回
避規制みたいな法的規制をどんどん広めていけば、例
えば著作権法のような法律はもういらなくなるのではない
のか、テクノロジーによるプロテクションを中心にやって
いって、その回避行為だけを法的に規制すればいいの
ではないかという発想ができるのではないかということで
す。もちろん、将来的には技術的保護手段が知的財産
法制度に代替する領域も実務的にはかなり出てくるのか
もしれませんし、理論上の問題としては代替し得るところ
かもしれませんけれども、制度的な観点から考えると、や
はりちょっと性質が違うものであるといえます。
だから、結論的には、両者が代替性のある仕組みであ
るとする捉え方は採り難いように考えられるのですけれど
も、両者の役割分担のバランスの問題、要するに本体と
支援型との間でうまく役割分担をしていかないと、例えば、
著作権法という枠の中だけでみれば本来誰でも自由に
利用できるはずであるという部分を、実質的には技術的
保護手段で保護することで回避行為が規制されてしまう
ことで事実上権利者が独占してしまう状態になって、パブ
リックドメインが侵食されてしまうといった問題が出てきま
すので、非常に難しい問題が出てくる可能性があるとい
うことです。
具体的な問題としては、例えば著作権の保護期間は
一般的に長いですけれども、一応有限ではあるわけで
す。要するに保護期間が切れれば誰でも自由に利用で
きるはずである、というのが当然の前提ですけども、そこ
に技術的保護手段みたいなものがありますと、著作権切
れの表現についてプロテクションを技術的にかけておく
ことによって、事実上は誰でも自由に使えなくなってしま
う、加えて技術的保護手段の回避規制みたいなものが法
制度としてあれば、本来自由に利用できる表現のはずだ
というので、その技術的保護手段を回避して使う人がい
たときに、今度はそのような技術的保護手段回避行為自
体が法的規制の対象になってしまうということもあり得る
わけです。結局、そういった形で、実質的には本当は自
由に利用できるものが使えなくなってしまうことへと繋が
るのではないのかという、そういう問題です。こういう問題
については非常に注意する必要があると思います。
ただ、そうはいっても技術的保護手段というのは、情報
財の適正な利用を確保する仕組みとしては他方で大変
に有効なものということでもあるわけです。とりわけ、事業
としてビジネスとしてコンテンツ等を提供している立場か
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らすると、コンテンツの提供を受けたい人には提供しま
すがお代はちゃんと払ってねという、そういう関係のビジ
ネスを確立したいために技術的保護手段を使っていると
いう場合の方が多いでしょうから、そういう観点で捉えると、
技術的保護手段の回避行為規制について現行法では不
正競争防止法と著作権法の両者に跨る形で制度がつく
られていますけども、どちらかというと専らビジネスに関
する問題、市場における適正な事業運営の確保に係る
話の方にウェイトが大きくかかっているのではないかとい
う気もしますので、色々な考え方があるでしょうが、不正
競争防止法の下での法的規制を中心軸に一元化するよ
うな発想というのもできるのではないのかと思います。
そういったことから、著作権法における技術的保護手
段の回避規制について一番懸念されるところは、著作権
の本体との関係性をどう捉えるのかということになると考
えられるのです。とりわけ、例えば、技術的保護手段の回
避行為があることを前提とすると、現行法の下では先ほど
申したように、原則全て 30 条1 項の私的使用目的の複製
の制限対象にはならないということになるので、一旦回避
行為がなされてしまったら、即原則論に立ち戻って著作
権者の許諾を得ない限り著作権の侵害行為ということに
なってしまいそうなのですけれども、技術的保護手段の
回避行為があることを前提としたとしても、一定の行為に
ついてはフェア・ユースと評価されるべきであって結果
的には許諾がなくとも著作権侵害とは評価すべきではな
いという場面も恐らくあるのではないのかということです。
現行法の解釈としては、そのような解釈をなし得る余地
は全くないようにも読めますが、ただ、根本的に考えてみ
ると、別に技術的保護手段を回避したという状態にあるこ
とと、著作権法上誰でも自由に利用できる領域があるとい
う話は元来は実は全く別の話であって、両者が連動して
いるものとして考えるというのは、果たして妥当なのかと
いう疑問が残るところですが、そういう点が今後の課題と
して認識できるということです。
ちょっと私の方がだいぶんしゃべり過ぎまして、時間が
なくってしまいました。実はこの辺の問題というのは知財
法の研究分野の中でも、あまりにマニアックというか、重
要ではあると考えられるのですけれども議論が十分にな
されてないテーマですので、もし実務とか研究をやろうと
いうことを考える人が出てきたら、今後是非この辺のテー
マにも関心をもって取り組んでいただければということで
紹介をしました。今までの話は空理空論みたいな話でし
たが、ようやっと中川様の実体的なお話をいただければ
と思います。それでは、中川様よろしくお願いします。
６.デジタルコンテンツの保護
中川： コンピュータソフトウェア著作権協会の中川です。
今日はデジタルコンテンツの保護という話を、平嶋先生
からご依頼を受けてお話しさせていただこうと思っていま
す。法律の話ばっかりだったので、ちょっと頭の体操とい
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うか、皆さんにアンケートをします、簡単に。怒りませんの
で適当に当てはまる事には手を挙げてください。
映画見る人？みんなそうだね。DVD レンタルしたこと
ある人？借りて来た DVD を家で他の DVD にダビングし
たことある人？怒らないから大丈夫、自信持ってやってく
ださいね。それからゲームやる人？ゲーム結構やるね。
ゲーム機持っている人？さっきちょっと話題に出てました
けど、マジコン持っている人います？怒らないからいい
よ。いないか、そうか。
あとインターネットは皆さんやりますよね？ファイル共
有ソフトとか触ったことあるっていう人います？触ったこと
は？今日はそんな感じでコンテンツの保護の話をするわ
けですが、うちの協会、コンピュータソフトウェア著作権
協会という協会の名前です。
コンピュータソフトウェアはかれこれ 30 年ぐらい前から
しかプログラムとしては認められていません。ですので、
そもそもこれが著作物だっていうこと自体が、あんまり世
の中の人に知られてない。ですから、私どもの協会のと
ころが、コンピュータソフトウェア、コンピューター・プログ
ラムに著作権がありますよ、それは大事なので皆守って
くださいねということを広く伝えているという段階です。そ
れ以外のことはウェブでも見てください。
先ほどのお話の中でも少しありました、情報財、情報と
いうものは、そもそも占有できないんだと。共有はできる
けれども、占有しづらいものだというようなお話がありまし
てけど、デジタルになってよりそれが進みました。
７.デジタル化・ネットワーク化の特徴
中川： おさらい的にデジタル情報とは、簡単にコピーそ
れから改変、変更することができる。また、使ったところで、
そのコンテンツのデジタルの情報そのものの劣化はない。
多分わかんないだろうな、カセットテープとか知っている
人いますか？カセットテープって長く使っていると伸び
伸びになっちゃうんです。音がどんどん悪くなる。
こういう物質的劣化はある媒体がアナログだったけれ
ども、デジタルになってから物質的劣化は一切ないです。
もちろん、がわ、例えば CD だったら CD の盤面だとかパ
ッケージそのもの、もちろんこれは劣化します。でもその
中に入っている情報自体は劣化しません。同じ音質のも
のがコピーしよう、何回コピーしても同じ音質のものがで
きる。これがデジタル情報の特徴。
もう一つ、ネットワーク化。最近インターネットなんて
100 メガだ 1 ギガだなんて話がいっぱい出ていますけど、
それによって何が起こったか。こういった簡単にコピーで
きる情報を、誰でも瞬時、世界中に送ることができる。つ
まり、世界中にコピーがいっぱいできちゃうと。自分が発
信者になれるということなのです。これまで発信っていう
行為、これは放送局だとかレコード会社だとか、どちらか
というとプロしかできなかったのだけど、誰でもできるよう
になったのがこのネットワーク化の進展によるもの。

８.デジタル化・ネットワーク化の影響
中川： その結果、誰もが著作物を扱う、情報発信できる
社会になってしまった。これは是々非々だと思うし、いい
ところもあるし、悪いところもあるというふうに思います。一
方、これは悪い人は悪いことするわけです。権利侵害が
簡単に行われる社会になっちゃった。つまり誰でもコピ
ーできるし誰でも発信できるのだから、非常に簡単に権
利侵害が行われるようになった。
また、その被害っていうのも一部分に止まらない。例え
ば僕がコピーをして友達にあげる程度だったら何ていう
ことはない。僕が例えば一万人の知合いがいるかって言
われたら、それはいないので。いるかもしれないけど、一
万人に CD あげられるほど仲がいい人はいないわけだ
から。そうすると少ない人も 10 人、20 人が精いっぱいで
すよ。そのぐらいだとあんまりコンテンツ産業そのものに
おいてみれば、侵害としてのサイズは小さい。だけど、イ
ンターネットにどーんと送られちゃう。そうすると日本だけ
でも 8,000 万人、世界中だと数十億といわれているインタ
ーネット人口全員に送れるような状態ができる。これが非
常に問題になってくる。というのがそのデータがネットワ
ークへの影響の悪い点。
これを回避するためのポイントというのが、先ほどから
お話があった技術的手段とか技術的保護手段っていう問
題。または技術的制限手段っていう問題なのです。ゲー
ムソフトとか DVD の映像コンテンツ、こういったものって
いうのはデジタルコンテンツです。アナログ化されている
ように思えるのですが、データそのものは実はデジタル
です。デジタルだということは、複製が簡単、コピーが簡
単です。また同じものが出来上がります。
９．コンテンツの問題
中川： そのためデジタルでの複製、つまり全く同じもの
を作るという複製、著作権法上の複製は全く同じものがで
きる必要はなくって、単に再生ができればいいんだけれ
ど、というのは皆さんご存知だと思いますけど、このデジ
タルで全く同じものを作る、要はデュプリケートするって
いうことができないようにする。また、これができたとして
もそれを見ることができない、使うことができないようにす
るという技術的手段を施す必要っていうのが最近になっ
て出てきた。これが技術的制限手段とか技術的保護手段
と呼ばれるものです。
具体的にどういうものがあるかということについてこれ
から話をしていくのですけれども、実は私もコンピュータ
ー・プログラム、コンピュータソフトウェア著作権協会なの
で、コンピューターの話がメインです。だから今日はゲー
ムの話を中心にします。ただ、このデジタルコンテンツの
問題で、デジタルで技術的保護手段をかけようとしてい
るのは、このコンピュータソフトウェアの業界か、もしくは
映像の業界のどちらかです。
音楽の業界は、実は一回失敗しています。CCCD、聞
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いたことありますか？コピーコントロールCDというのが昔
あって、これは一回失敗しているのです。それ以外、実
はこういった技術的手段そのものにはあまり力を入れて
ない。ただ、最近デジタル配信が多いですから、何をや
ってケアをしているかというと、さっき言っていた DRM と
いう、要はそのコンテンツそのものがどういう形で使うこと
を許諾されているか。また、どういうコピーだったら許され
ているかということを、そのコンテンツそのものに信号とし
て記憶させておいてコントロールするという技術です。
こんなことはあんまり詳しく知らなくてもいいけども、使
うことには何ら影響がないのです。例えば携帯電話に着
メロを落としています。これをほかの携帯に移すことは実
はできないです。これが DRM です。物理的にできない
のです。こういうことをやっているのです。だけど実は、
媒体として配られている CD とかには技術的手段というの
はかかってないです。
もう一つ、電子書籍、これも今話題になっていて、これ
からこういった技術的手段の話が出てくるかもしれないけ
ども、パッケージとして売られることは、まずは考えられな
い、考えられにくいコンテンツなので、やはりこちらも
DRM が中心になって議論がされていくのだろうという風
に思います。
10．映像ソフトの保護
中川： ということで、今日は映像とゲームコンテンツの方
の話をしようかなと思っています。なぜ映像、映像ソフト、
DVD でさっき言いましたけど、実は DVD ってこういう
CSS、コンテンツ・スクランブル・システムっていうシステ
ムがかかっています。これが技術的手段なのです。CSS
っていうのは、実はたった一つの技術でできているわけ
じゃない。
いろいろなコンテンツを保護するための技術を、いろ
んな要素を組み合わせて出来上がっています。全部で
七つとか八つとかあります。全部説明するとそれだけで、
多分一時間ぐらいかかっちゃうのと、皆さんに理解しても
らう言葉にしてしゃべるのにすごく大変なので止めてお
きますが、これは DVD CCA っていう DVD の団体があ
るのです、ワールドワイドの。コピーコントロールをしよう
という団体があるのですけど、そこがライセンスしている
コンテンツの保護方式です。
CSS という技術があるわけじゃなくて、CSS という技術
の全体のやり方、保護方式があって、その方式を使って
いるというだけなのです。どんな技術があるのかというの
で、まず一番大きいのはコンテンツを暗号化すること。つ
まり DVD に入っているコンテンツは暗号化しておいて、
それを解くための鍵は DVD を再生する機器側で持たせ
る。そうすると、機器側でこの暗号化できるための鍵を開
けないと DVD が見られないという状態が作れる。
それらから二つ目。CGMS、コピー・ジェネレーション、
マネジメント・システムというのがあります。これはどっち
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かというと DRM 寄りで、これがオリジナル、買ってそのま
まのパッケージなのか、一回コピーされたものなのか二
回コピーされたものなのかということを、全部信号フラグと
して持っているものなのです。こういうシステムを持って
いる。これが例えば一回目だったらもうコピーできません
といったら、一回しかコピーできない。だからコピーワン
スとかライトワンスだとか言われるわけです。それが 10 回
だとダビング 10 といったものになるのです。このフラグの
立て方によって、マネジメントが変わってくる。こういった
技術があります。
もう一つ、擬似シンクパルス信号、これはアナログの昔
から使われている技術で、これは例えばビデオデッキ二
台つないでですね、片方に DVD の再生機器を一台と、
もう片方に DVD の複製機器を一台置いて繋いで、両方
に DVD を入れます。片方の DVD から再生して、コピー
しようとしてコピー側の DVD 機の録画ボタン押すと、実
はそのフレームというか画面がちゃんと安定しないで、要
は横線がいっぱいヒビのように入ってしまって、コピーさ
れてもちゃんと見えないようになってしまうのです。そう
いう技術、これを擬似シンクパルスというんだけど、そうい
う信号が入っているのです。
こういったことを組み合わせて DVD はコピーができな
い、もしくはコピーされても見られないようにしている、と
いうのが CSS です。これが DVD。ちなみにブルーレイも
同じようなことをやっています。ブルーレイはもう少し進
化しているので、その要素技術はもっとたくさんあります
けど、まあ似たようなことをやっているということです。
11．ゲームの保護
中川： 一方、ゲームはどうなのか。ゲーム業界は業界と
して歴史が浅いものですから、そういう格好いい名前が
ないんです。格好いい名前がないので、とりあえず、先
ほどと同様にソフトと機器で分けて説明しますが、まずゲ
ームソフト側の汎用媒体に使っているもの、例えば PSP、
これは UMD っていう汎用媒体を使っています。
それから PS3、これはブルーレイを使っています。PS2
だと DVD を使っています。こういった汎用媒体を使って
いるゲームソフトの場合は、これは映像 DVD だとかブル
ーレイと同じような保護の技術を使っています。それこそ
CSS じゃないけど、それに近いような暗号化をしたり、そ
れからコピー・マネジメント・システムを使ったりしてやっ
ています。それから専用媒体、問題はこっちの方です。
専用媒体というと思いつくのは皆さん多分 DS だと思うの
ですよ。DS というのは、こんなにちっちゃい画像の、今
日はちょっとここに DS は持って来ているのだけども、こう
いう小っちゃい画像です。見たことあると思うけど。
こういう専用媒体のものというのは、ソフトそのものには
実は技術的手段なんてかかってないんです。中にはデ
ータがそのまま入っています、普通に。これは何故かっ
ていうと、この ROM にアクセスするためのインターフェイ
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スが違うんです。つまり汎用媒体であれば、汎用の再生
機か汎用の機器、例えばパソコンの CD－ROM を DVD
ドライブに突っ込めば、それなりに動くわけだし、見える
わけです。コピーもできるし、しようとすればできるわけで
すけれども、こいつはここの部分を読み取るためのインタ
ーフェイスを作らなきゃいけない、用意しなきゃいけない
わけです。
だからどういう技術的手段をかけたらよいのかというの
が、これが製品として出始めたときにはわからないので
す。つまりは技術的手段を、どういう形で破ってくるのか
が見えないわけです。そういうわけなので一旦はまず、
技術的保護はかけられてない状態で市場に流通します。
こういうような違いです、大きな違いです。ゲーム機器側
基本的には先ほどと同じです。違法にコピーされたゲー
ムのソフトを動かさないようにしているというものです。
だから例えば、PS でも PSP でもいいですけど、UMD
からコピーして何かゲーム動かそうかなと思って、ゲーム
動かそうとすると、「このゲームは動きませんよ」といって
怒られるようにつくられています。それは実は、オリジナ
ルの方のUMDに、これ本物ですよっていうフラグが立っ
ているのです。機器側はそのフラグがないと起動させな
いようにしているのです。そこで止まるように作ってある。
だから、コピーはできるけど動かすことができない。こ
っちの機器側からいえば、違法にコピーされたものは使
わせないようにしているだけなので、ここはアクセスコント
ロールつまり技術的制限手段の範囲になるということにな
ります。
12．技術的手段を回避する方法
中川： これを回避する手段、無効化だとか回避だとかい
ろいろありますけど、回避する手段としては映像ソフトと
かゲームソフトの一部、さっき言った汎用媒体を使ってい
るようなものについては、こういう CSS を介して規制する
ためのプログラムで CSSとソフトを使うことによってやる場
合がほとんどだと思われます。多分まあデュプリケータ
ーそのまま買って来てそのままやってらっしゃるとかいう
方はいらっしゃらないけど、さっき言っていたレンタルで
DVD 借りて来て DVD コピーしたことがあるっていった方
は、多分そういうソフトを使ってやってらっしゃるでしょう。
そういう行為があります。
もう一つ。ゲーム機の場合はまあマジコン、それからカ
スタムファームウエア、それから Mod チップというものが
あります。それぞれちょっと違うのですけれども、マジコ
ンという、これです、ここにあるのがこれマジコンです。見
たことないかもしれないけど。ここにマイクロ SD が入って
いるのです。実はゲームソフトがここに入っています。こ
れを、このマジコンと呼ばれる側に差し込んであげてそ
のままゲーム機に突っ込むと、そうするとゲームソフトが
起動するというものです。これはこのソフトそのもの、この
汎用媒体であるマイクロ SD 側じゃなくって、このマジコン

の側にさっき言っていたような本物ですよっていうフラグ
が立っているのです。だますためのフラグが。それを使
ってやっているというものです。これが一つ。
それから、カスタムファームウェア、これも最近ちょっと
ブームになっていて、聞いたことがあるかもしれない。一
番被害として大きいのはPSPです。PSPのファームウェア、
つまりハードウェアを、ハードウェアの動作をチェックした
り、動かしたりするためのソフトがあるんですけど、そのソ
フトウェアを書き換えちゃう。書き換えちゃうと何ができる
かっていうと、ファームウェアはハードウェアの動作を制
御しているので、Ａボタン、丸ボタンをずーっと長押しし
ていると連射もするとか、そういうことは幾らでもできるよう
になるのですけどそこが問題じゃなくって、ハードウェア
にかかっているプロテクトの部分を読みに行かないという
ことをするんです。ソフトウェアにおける手続として。
つまり本来であればUMDの盤面もしくは「ソニー・コン
ピュータエンタテインメント」がちゃんとダウンロードで売
っているソフトじゃないと動かないものなのだけども、そう
でないものであってもそこのところをプログラム上は見に
行きませんので、セキュリティを回避して動かすことがで
きるようになる。というのがカスタムファームウェアってい
うものです。PSP だけじゃなくて最近だと PS3、それから
Wii、こういったものもカスタムファームウェアによって中
のソフトを書きかえられて、そういうセキュリティを回避す
るという行為が最近では流行っているのです。
それから最後に Mod チップ。Mod チップは昔流行っ
たのですけども、基板にそのセキュリティを回避する部分
を通らないようにするチップを付けて、そこを回避すると
いう本当に物理的媒体です。それでも最近は流行ってな
いです。
13．ツールの流通
中川： 以上申し上げた、こういうツールはどのようにして
流通しているのかというと、まずソフトはわかりやすいで
す。プログラムはまあ雑誌だとかムック本、こういったもの
から入手することができます。もちろんソフトですのでイ
ンターネットで流通していることもたくさんあります。それ
からマジコン。マジコン、こいつは最近ようやくインターネ
ットショップだとかオークションで売られなくなりましたが、
ちょっと前まですごくたくさん売っていました。それからこ
れも、ほとんどは中国とか香港から日本に輸入されてい
るもので、日本で製作されているものはないです。それ
なのでハードウェアが壊れるとかいうようなのもいろいろ
あるようですが、そういった事態があります。それから三
つ目。カスタムファームウェア、これもプログラムですの
で、インターネット上で流通しているものなのですけど、
さすがに素人が自分のハードウェアの中に入っているソ
フトを書き換えようと思う人はあんまりいないし、素人だと
さすがに難しいのです。別に難しいといったって、インタ
ーネットでそれのやり方が書いてあって、その手順通り
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にやれば大体間違いなくできます。だからといってやら
ないでください、お願いします。そうなのですけれども、
できます。けれども、やっぱり難しいところはありますの
で、導入するためだけの代行業者が出てきます。つまり
カスタムファームウェアに改造してあげますよっていう業
者さんです。こういった方が少しずつ出てきているという
ような状態にある。
14．技術的手段の回避による被害
中川： この技術的手段の回避による被害というのは、実
は、いわゆる不正競争防止法における被害とは若干違
います。不正競争防止法は類似品を売られたりして、自
分のものが売れなくなるという本音があったり、営業秘密
を漏らされて自分のところの評価が下がるだとか、売上
げが下がるだとか、そういう話が主として問題となるので
すけれども、実はこの技術的手段の問題についてだけ
は、類似の正規製品が販売できなくなるという問題となる。
つまり類似のマジコンが出回ることで任天堂の正規製品
が売れなくなる。それを使うことによって、ゲームソフトの
違法コピーが蔓延してしまって、著作権侵害が実体化し
てくる、実害化してくること、これが問題になっているとい
うことです。
15．被害の実態（ゲーム）
中川： 実際に被害がどんなものなのかというのを、私ど
もの兄弟団体になるところですけど、「コンピュータエンタ
ーテインメント協会」って、CESE、ゲームショーとかをや
っている団体ですけれども、ここの団体が調査していま
す。違法なダウンロードサイト 114 サイトのうち、ダウンロ
ード・カウンター、カウンターが置いてあるサイトで DS と
それから PSP のゲームを数えたものです。これを、この
中の累計販売タイトル、日本の累計販売タイトルトップ 20、
2004 年から 2009 年の 6 年間のトップ 20 のゲームのダウ
ンロード数をカウントしたというものです。任天堂の DS ソ
フトだと、販売タイトルトップ 20 のダウンロード数の桁がよ
くわからないのだけども 1,900 万回。1,900 万もダウンロー
ドされているという恐怖の事態なんですけど。
それから、PSP だと 2,300 万です。被害額としては合わ
せて 9500 億ぐらい。6 年間で 9,500 億なので、1 年間に
すると 1,600 から 1,700 億ぐらいですけども、1,600 億とい
うのは結構すごい金額ですけれども、ピンとこないです、
きっと。世界全体で推計すると 3 兆8,000 万、8,000 億とい
う数字が出ています。これぐらいの被害が累計 6 年間で
出ている。3 兆円とか 9,000 億とかっていうと、日本の予算
の中でも多分１％を越えてくるはずなので、結構大変な
金額だというふうにご理解いただければと思います。
ちなみにこれは参考情報なのですけれども、そのとき
にサーバーをどこに置いてあるのかということと、サイト
へアクセスしているのは誰なのかということをドメインレベ
ルで調べてみたものなのですけど、サーバーを置いて

20

ある中で一番多いのはアメリカなのです。次に中国で、
その次がタイ。ざっと見てもらって、下にも日本はありま
せん。日本にゲームソフトのダウンロードができるような
サイトは実は存在しないのです。にもかかわらず二位で
す、日本人がダウンロードしているのは。これでいかに
酷い状況なのかということを皆さんはご認識をいただける
とダウンロードはやらないだろうなと私は信じています。
ゲームソフトは結構早いうちから日本のサイトについて
はうちの協会の調査もやっていて、早い段階から刑事事
件とかをやったのです。インターネットに上がっているゲ
ームソフトについて。そうしたら海外に逃げちゃって、今
では手も足も出せない状態になっていて、つらい目に遭
っているのですが。そんなこともあって、一応日本にはサ
ーバー自体はないです。だけどそれを享受しているの
は日本人だっていうことは胸に留めといていただかない
と、これからの対策は非常に問題になってくる。
さっきちょっとファイル共有ソフトの話について聞きまし
たけれども、ファイル共有ソフトの中でどのぐらい流れて
いるのかということも、実は調査をしています。ちょっと古
いデータですけど、Winny っていうネットワークの中で流
通している任天堂 DS ソフトが、大体一日 24 時間です、
185 万本、被害相当額としては 60 億円。これだけのゲー
ムソフトが取り放題になっているということです。それから
Share、同じような流通測定ですけど、その中で流通して
いるもの、これも一年後ぐらいに調べたものですけれども、
本数としては 90 万本ぐらい、半分ぐらいです。金額として
も 38 億というあまり大した金額じゃないですけれども、ま
あ大体こういう結果が出ている。つまり、185 万本とか 90
万本というゲームソフトが、このファイル共有ソフトの中で
いつでも取れる状態にあるということです。どれだけゲー
ムソフトが売れなくなるのかということは、こういうマジコン
等が流行ることによって顕著になるのかということは想像
に難くないことだと思います。こういうインターネット上で
のウェブサイトでの被害を合わせると、被害がどれぐらい
になるのかというのは相当想像もつかないというような規
模にきているというような状況です。
ちなみにゲームソフト全体だとどうなのかというのが、
2009 年に調べたのですけれども、そうすると 185 万本分
ぐらいのゲームソフトが流れていまして、流れているゲー
ムソフトの中でアーケードゲームを含んで PS3 以外の全
てのハードウェアのゲームソフトがあります。昔のハード
を知っている方がどれぐらいいるかは知りませんが、ファ
ミコンから始まって、もっと前から言うとセガのマークⅡぐ
らいから始まって、ずっとゲームソフト、ゲームのハード
がずっと綿々と連なっているわけですが、それらがアー
ケードを含んで全部あります。PS3 だけはありませんでし
た。なぜか？PS3 のサイズがデカ過ぎるのです。PS3 の
ゲームって、例えばファイナルファンタジーの13 だと、39
ギガあります。ファイル共有システム Share の頭打ちが 32
ギガなので、Share では流せないです。そういうレベルの
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ものなので、ハードウェアのサイズがでかいという理由だ
けだと思います。それ以外の理由では、流れなくならな
い。例えばXbox360のバイオハザードが8 ギガなのです
けど、普通に流れています。そのぐらいの状況にある。
つまりこれらは全て、さっき言った技術的手段というのが
ちゃんと機能すれば、被害としては実害化しないのです。
けれども、これがそういった技術的手段を回避する方法
が一般的になり、かつ普通にできるようになってしまった
ことによって、これらが全て被害として実害化していくとい
うのが現状にあるということです。
16．参考 ―任天堂による訴訟
中川： ちなみに、参考情報ですけれども、任天堂それ
からその他のゲームメーカーも黙っていませんで、いい
かげんにしろやということでマジコン、きょう持って来た物
とは違うんですけど、R4 というマジコンの輸入販売をして
いた業者を、まず 2008 年に差止の訴訟をやりました。そ
うしましたら、マジコンは不正競争防止法の規制対象に
係る機器なので輸入販売しちゃいかんという判決が出ま
した。これは先ほど平嶋先生がおっしゃっていたように、
そういった解釈もあり得るという部分の一つでもあります。
それにも懲りずまだまだやっている業者さんもいらっし
ゃいます。現在も損害賠償と差止を求める訴訟をやって
いるという状態にあります。最初に言ったとおり、実は技
術的手段っていうのは、それさえちゃんと機能すれば、
こういった問題は基本的には起こり得ない。仮にインター
ネットに流れたとしても、別にそれによって遊べる人がい
なければ問題はないのですけれども、結局それを遊べ
るようにすることができるし、また、それを遊ぶためにマ
ジコン等を購入する人がたくさんいるっていうことが私た
ちの業界としては、非常に大きな問題として捉えていると
いうような状況にあります。以上でございます。
17．ディスカッション
平嶋： ありがとうございました。それではまだ時間がちょ
っとありますので、ディスカッションというか質疑というか、
行いたいと思います、私の方で、先ほど課題っていうこと
で、今制度的には不競法と著作権法という二つの方法に
分けて技術的保護手段の回避規制を行っているというこ
とですが、実はこれはむしろ何か方向性としては一本化
するべき話なのかなという風にも考えておったのですが、
今お話を伺っていると、むしろそれはちょっと性質の違う
部分が著作権法の方にはあるというご印象を持たれてい
らっしゃいますでしょうか、実務的な観点からしますと。
中川： 実務的なレベルからいうと、実は著作権法の中で
どこまでできるかということと、不正競争防止法の中でど
こまでできるかっていうことは、多分違うのです。もちろん
マジコン等の販売によって起こる被害っていうのは、さっ
きも言ったとおり著作権侵害が問題になるわけで、いわ
ゆる本当の意味での不正競争防止法的な被害ではない

わけです。
そういうことを考えると、実は著作権法の方に寄せてい
った方が話しやすいのではなかろうかというのが一部分
ではあります。また一方で、ごめんなさい ACCS中川さん
の意見じゃないので、一般の人の意見だと思ってくださ
い。不正競争防止法はあくまでも業法です、事業者をと
めるための法律ですが著作権法はそうではない、いわゆ
るコンテンツを守るための法律であるということから考え
ると、今問題になっていませんが個人の方が例えばこう
いった DS 等を使って、DS マジコン等を使ってゲームを
すること、つまり回避行為を行うことについてそれは規制
の対象になっていません。でもこれを規制の対象にする
べきだという考え方の人はたくさんいらっしゃいます。そ
の規制の対象とするときに当たっては、著作物を利用す
るということが前提になりますので、不正競争防止法より
は著作権法の方が寄せやすいのではないかという観点
があって、やはり両建てで今議論が進んでいると考える
のが普通だと思います。
平嶋： そうですか。
中川： はい。
平嶋： 確かに、現行著作権法の技術的保護手段の回避
行為に対する規制というのは、先ほど説明しましたように、
何かいきなり装置とか機器の販売に対して罰則をかける
っていう話と、あとはいわゆる私的使用目的複製の部分
のところの権利制限がなくなっちゃうよという、なんかいき
なりそっちに飛んでしまっていて、お話を伺っていますと、
著作権法上の規制をするのであれば、むしろ、インター
ネット上で流せば公衆送信権の侵害とか、あるいは送信
可能化権の侵害とか、そういった著作権の本体の侵害行
為が生じているのであって、それに対する、何というか幇
助っていうのですか、周辺的な侵害行為という位置付け
として見てゆくのであれば、それは何かかつて中古ゲー
ムソフトの譲渡権がなかった時代に、無理やり譲渡って
いうのに引き寄せて解釈した上で、結局最終的には譲渡
権が支分権化されたっていう話ですけれども、むしろあ
あいう形で支分権一つとして、何か技術的な回避手段と
いうものをかけているという前提で、別の支分権の侵害
例えば複製とか翻案の侵害を行うためにプロテクション
外すということ自体をもって支分権侵害行為として捉えて
しまうほうがわかりやすいという気もしてきますが……。
中川： そっちの方がクリアだと思っていて、今後は、今
ある支分権、著作権法上での支分権に当てはまる行為を
なしにもコンテンツを使う、コンテンツを触るっていう行為
が普通になってきます。ですので、例えばお金を払った
人にしか見せられませんっていうコンテンツが多分今後
たくさん出てくるでしょうし、また、そういうサービスを使う
ことっていうことに対してもお金を払うっていうのが、今後
普通になってくるかもしれない。
そういった場合にそのお金を払うだとか、この技術的
手段、これを回避、この壁を超えないと使うことができな
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いっていう技術的手段をかけたものについては、それを
使わせないようにするための権利っていう、アクセス権っ
ていうと語弊があるけど、本当は技術的制限手段の回避
を排除する権みたいな権利なのですけど、そういう権利
みたいなものを付与したほうがよいのではないのかって
いう議論は少しずつ高まっているようです。
平嶋： 確かに、むしろその方がフェア・ユースとの関係
でいうと、今だと技術的保護手段を破っちゃたらそれ以
降はもうフェア・ユースのような権利制限的な考え方の適
用は一切なしという前提が何かあるようにも解せるのです
が、実はそうではなくて、支分権化してしまえばそこは確
かに正面から支分権侵害ととらえられる部分もあるけど、
事と場合によってはフェア・ユースのように権利制限の対
象となるものも残ってくるから、むしろその方が一網打尽
にプロテクション外したら全部押さえるということにはなり
にくいようにも思えてきました……。
中川： おっしゃるとおり、不正競争防止法には除外行為
が入っていて、その除外行為の中には例えば研究目的
だとかそういうためであれば除外して、回避しても構わな
いと書いてあるわけです。それなので、そういった行為
については現時点では問題視されてないのと同様に、
著作権の中でもそういった、こういう場合は構わないのだ
という、例えばさっきほど言ったような、その技術的手段
回避排除権みたいなものの支分権が与えられたとしても、
そういった行為についてはやっても構わないというように
することはしやすくなるかもしれません。
平嶋： 被害の実態を見て、日本には実はサーバーがな
かったというのは非常に面白い話だと思うのですが。
中川： 面白いでしょう、これ。
平嶋： 逆に言うと、やっぱりそうすると、この逆にアクセ

スは日本が多いということは、例えばタイとかスペインと
かこの辺のサーバーのかなりの部分っていうのは、実は
日本のユーザーのアクセス向けということでしょうか？
中川： そうです、例えばアメリカのサーバーでも日本語
版のゲームがいっぱい置いてますし、どちらかというとワ
ールドワイドに展開しているサーバーがほとんどです。
日本人も普通に使われています。
平嶋： せっかくですので、もし質問とかありましたら。非
常におもしろいデータを提示いただきましたし、プロテク
ション側の機械の技術的なものについても、すごく詳細
に説明いただいたものですから、ご関心のある方あれば、
せっかくの機会ですので質問とかありましたらと思います
が。どうでしょうか、
質問者： アクタ（ACTA）で対象となっている模倣品の中
にゲームは入ってくるのですか？
中川： 一応 ACTA で規定しているのはあくまでも著作
物、著作隣接権に関するもので、その中にゲームソフト
が当たるか当たらないかっていう場合、ゲームソフトは著
作物でもありますし、またプログラムは著作物でもありま
すのでもちろん対象になってくるという風に考えるのがい
いのかもしれません。
質問者： ありがとうございます。
平嶋： それでは他には、大体よろしいですか？はい、じ
ゃあ時間が 5 分ぐらい過ぎましたので、今日は ACCS の
中川様に現実に何が起きているのかという大変貴重なお
話をいただき、非常に勉強になりました。
ありがとうございました。
これで著作権特殊講義の第二回を終わりということで、
本日は終わりということです。

【レジュメ】
2011 年度 早稲田大学著作権法特殊講義(JASRAC 寄附講座)
第２回 技術的保護手段回避と著作権法
平嶋 竜太（筑波大学）
1．はじめに
2．知的財産法と技術的保護手段－情報財保護の視点から
3．現行法の下での技術的保護手段回避行為に対する法的規制
4．従来の法制度の限界と今回の立法動向
5．技術的保護手段回避規制によるコンテンツ保護の可能性と課題 －著作権法制と代替しうるのか？
1．はじめに
情報財保護にとって技術的保護手段の果たす役割を確認。
技術的保護手段回避行為の著作権法上の規制と不正競争防止法の規制の現状を検討し、従来の法制度の限界と今回の
立法動向について概観する。これらを踏まえて、技術的保護手段回避規制という手法によるコンテンツ保護の将来的可能
性と課題とについて展望する。
2.知的財産法と技術的保護手段－情報財保護の視点から
知的財産法（Intellectual Property Law）とは？
今日ではその外延自体が拡大し、統一的かつ明確な定義が必ずしも存在しているとはいえない。
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ただし、財産的価値を有する情報を保護の客体としていることは共通しているといえる。
⇔もっとも逆に、財産的価値を有する情報であれば必ず知的財産法（あるいは何らかの法）による保護が受けられる
べきものとはいえない点には注意！）
そこで、さしあたり、
「財産的価値を有する情報について、特定の主体（者）に対して、一定範囲の独占的利用を行う権利（排他的権利）を認
めることによって、当該情報が任意の第三者によって模倣（的利用）されることを禁じ、その財産的価値を保護する法」
と定義できる。
財産的価値を有する情報―経済学的には「情報財(Information Products,Information Goods)」と呼ばれる。
知的財産法－情報財（≒財産的価値を有する情報）を保護する法制度
しかしながら･････
どうして情報の経済的価値を法で保護する必要があるのか？
一つの説明の仕方
情報財とは、通常の有体物からなる財と比較すると、明確な特徴を有している。
その特徴として、共有可能性、占有困難性が挙げられる。
共有可能性－情報財とは理論的にはコストゼロで無制限に複製できるということ。例えば、有体物の財である机やい
す、ペンなどは誰かが使っていれば、他の人は利用できない。この点、有限であり、希少性があるという
言い方がなされる場合もある。しかし、ラジオから流れてくる音楽を、ある人がそれを聴いて楽しんでいる
ときに、また別の人が近くにやってきて、脇でその音楽を聴き始めたとしても、前から聴いていた人が聴こ
えなくなるということはない。もちろん、ラジオの音声が届かない位離れている人は、この音楽を聴くことは
できないし、ラジオも音量を上げる度に余計な電力を必要とすることから、現実にはコストゼロで無制限に
複製がはできないが、有体物の財を複製することにくらべて、相対的には極めて安価に大量の複製を作
成可能である。いうなれば、「使っても減るものではない」というところが「情報」の大きな特徴といえるので
ある。
占有困難性－情報財とは有体物の財に比べて特定の者によって占有されることが著しく困難であるということ。あるい
は情報財について占有を行うには相応のコストを伴うということである。例えば、パソコンを占有するという
状態は、自分の家の机の上に置いておけば、容易に実現できるが、自分の家の庭に咲いている見事な
枝振りの満開の桜の花を自分だけで楽しみたいとしても、そのためには、高い垣根を立てたり、大きなテ
ントで桜を囲ったりと却ってコストがかかる。ここで、桜の花自体は有体物であるものの、経済的価値を有
しうる情報とは、あくまでも「人間の視覚で認識される桜色の多数の花びらの色や形の視覚情報」というこ
とになる。このような情報を春になって得るために、桜の木の所有者は、日頃から丹精して、それなりの費
用もかけているが、花の季節になると、必ずしも木の所有者でなく、何らのコストを支払わない通りすがり
の者でも、花を満喫、すなわち、その情報の価値を事実上享受できてしまうことになる。このような性質
は、公共財(Public Goods)と呼ばれる財のもつ特徴とも類似している。公共財の典型例としては、公園や道
路が挙げられるが、これらについてもお金を払った人だけに利用させるためには、入場券売り場や料金
所、料金徴収人の雇用など様々なコストが却ってかかってしまう反面、利用者が一人増えたからといっ
て、公園や道路維持のコストはほとんどかわらない。
ところで、情報財は以上のような特徴を有していることから、その取引に際して法的に何らの保護も与えないとすれ
ば、せっかくある者が社会的に有益な経済的価値のある情報を生み出して市場に売り出した（例えば、不老長寿の方法
を書いたメモ）としても、その情報をタダ同然でコピーして、元の値段よりもはるかに安く売る者が出現してしまえば、本
来、その情報を生み出した者には、その対価が還流しないことになる。経済学的には、このようなフリーライダーが多数
表れている状態は外部不経済が生じているともいわれるが、ともかく、このような状態が放置されると、やがては、この種
の財、すなわち情報財が十分に市場に供給されなくなる（生成と公開という二面で）ことが予想される。
いってみれば、
情報財→（競争の存在する市場に提供）→（フリーライダーの出現）→（最初に投資して情報財を作り出した人―損失発
生）→（情報財への投資減少）→（市場への供給減少）→市場経済自体の停滞？
という負のサイクルが生じることが懸念される。
（インセンティブ論によれば、このサイクルが発生すると情報財の創作者にとって情報財作成のインセンティブが低減
するということになる。）
いずれにせよ、このような懸念を解消するためには、何らかの方策が必要となるわけであるが、具体的には、差し当たり３
つの手段が考えられるであろう。
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第一に、国家の公共事業のような公的補助を行うことで、経済活動に必要なあらゆる情報財の過少供給に対処するとい
う対応が考えられる。
⇔配分が難しい。いわゆるバラマキに陥る可能性。配分自体のコストもかかる。
第二に、情報財が本質的に有するこのような特徴を、制度的手段によって補正することで、あたかも有体物の財と同じよ
うに振舞わせるという対応が考えられる。この制度的手段こそが、まさに知的財産権であるといえるのであって、そのような
権利を裏付ける法制度が知的財産法である。
知的財産法では、情報財に対して、一定の排他性を持った権利を付与することによって、その利用に対して人工的な制
限を加え、有体物の財のような希少性や占有可能性を創設し、有体物の経済財と同列に取り扱えるような機能を果たして
いるといえる。そして、このような役割を果たすことを通じて、情報財の特徴に伴って損なわれうるインセンティブの補完や
産業政策に寄与するものといえる。
⇔これにもいろいろな課題がある。それを探求し解消するのが知的財産法学。
第三に、情報財が本質的に有するこのような特徴を、物理的に（なかば腕ずくで！）修正してしまい、事実上、有体物と
同様の希少性を創出しようとする試みが挙げられる。今日では一般的になってきた暗号技術、コピープロテクション技術、
不正利用防止技術、広汎にＤＲＭと呼ばれることも多いが・・・これらの技術的手段を用いることが、この手法に相当するで
あろう。⇒しかしながら、腕ずくで修正しても、腕ずくでその修正を解除して、情報財の本来の特徴を戻そうとすることを試
みる者が必然的に出現することが想定される。そこで、このような物理的な修正を施すこと自体を法的に保護する必要性
が生じてくる。⇒これが、技術的保護手段回避行為の法的規制（今回のテーマ！）である！！
⇔あらゆる情報財に対して、この手法を採ることができるとは限らない。情報財がどのような利用形態をとることによっ
て、その経済的価値が導き出されるのかという態様による。
また、物理的な修正をかけすぎると却って情報財の利用に過度の制約がかかりすぎてしまうし、さらにそのような修正を
回避する行為に対して必要以上に法的規制を課することは、場合によっては、憲法上保障されるべき価値（例えば表現の
自由）とも抵触しかねないという点で注意を要する。
◎技術的保護手段の類型
・アクセスコントロール
保護対象となるコンテンツを暗号化して特定人以外の者が当該コンテンツにアクセス（視聴等）できないようにする形式
・コピーコントロール
保護対象となるコンテンツの複製行為自体に対して一定の制約を課して自由にコンテンツの複製等ができないようにす
る形式
もっとも、実用されている技術上は、上記概念のように明確に切り分けられるものでもなく、概念上は重複しうる。
3.現行法の下での技術的保護手段回避行為に対する法的規制
基本的には条約上の要請がある。
☆WIPO（世界知的所有権機関）著作権条約（WCT）
☆実演及びレコードに関する WIPO 条約（WPPT）
1,996 年採択（日本－WCT は 2000 年締結、WPPT は 2002 年締結）
WCT11 条、WPPT18 条
技術的手段の保護義務に関する規定
「技術的手段（technological measures）」
「締約国は、著作者によつて許諾されておらず、かつ、法令で許容されていない行為がその著作物について実行され
ることを抑制するための効果的な技術的手段であつて、この条約又はベルヌ条約に基づく権利の行使に関連して当該
著作者が用いるものに関し、そのような技術的手段の回避（circumvention）を防ぐための適当な法的保護及び効果的
な法的救済について定める（provide adequate legal protection and effective legal remedies）」
⇔条約上の制約は緩い。各国によってヴァリエーションがある。
☆模倣品・海賊版拡散防止条約（Anti-Counterfeiting Trade Agreement、ACTA）－2010 年秋に大筋合意の方向。策定中。
効果的な技術的手段の回避への措置について規定。
特に、アクセスコントロール回避規制をより強化する方向で進行中。
◎不正競争防止法の下での技術的保護手段回避行為に対する規制
技術的制限手段（不正競争防止法第 2 条第 7 項）を定義。
・電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。）により影像若
しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段
・視聴等機器（影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いら
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れる機器をいう。以下同じ。）が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若し
くは送信する方式、
又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送
信する方式によるもの
という各要件充足を要する。
（法的規制１）
営業上の利益の確保を目的として用いられている技術的制限手段についての無効化機能のみを有する機器やプログ
ラムを提供する行為（第 2 条第 1 項第 10 号）を不正競争行為とする、
（法的救済２）
営業上の利益を確保するための（コンテンツ提供についての）契約関係等の正当な権原を有する者以外に対して施さ
れている技術的制限手段についての無効化機能のみを有する機器やプログラムの提供行為（第2 条第1 項第11 号）を不
正競争行為とする、
⇒それぞれの不正競争行為によって営業上の利益を侵害された者あるいは侵害されるおそれのある者は、当該行為
者に対して差止請求をすることができる（不正競争防止法第 3 条第 1 項）ほか、損害賠償請求等の民事上の法的救済
を受けられる。
罰則はなし。
基本的にはアクセスコントロール中心。（ただし視聴等の際に複製が不可避的に生じるということからコピーコントロール
も実質的には包含する。）
◎著作権法の下での技術的保護手段回避行為に対する規制
平成 11 年法改正で導入。
「技術的保護手段」（著作権法第 2 条 1 項 20 号）を定義。
・電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により著作権・著作者人格権、著
作隣接権、実演家人格権を侵害する行為の防止又は抑止をする手段であること、
・著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものでないこと、
・著作物等の利用に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物等とともに記録媒体に記録・送信す
る方式によるものであること、
という各要件充足を要する。
（法的規制１）
当該技術的保護手段の回避により可能となった複製を、その事実を知りながら行う場合について私的使用目的の複製
に係る著作権の制限の適用対象外とすること（法第 30 条第 1 項第 2 号）、
⇒技術的保護手段を回避した上で複製物を作成あるいは元の著作物を一部改変するような行為は、たとえ法30 条1
項に該当する私的使用目的でなされるものであったとしても、そのような行為自体は複製権や翻案権を侵害する行
為として評価されうるということ。
（法的規制２）
技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置やプログラムの複製物の譲渡等について罰則を適用（法
第 120 条の 2 第 1 号）
（法的規制３）
業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行う行為について罰則を適用（法第 120 条の 2 第 2 号）
という 3 つの形で法的規制を加えて技術的保護手段利用に対する保護を与えている。
コピーコントロール回避行為規制に限定。
4．従来の法制度の限界と今回の立法動向
◎現行不正競争防止法の下での技術的保護手段回避規制の限界
・「のみ」要件
技術的保護機能無効化機能のみを有する機器等に規制対象が限定されている。多機能を有する機器の場合、規制
対象外！典型的な例として、マジコン（マジックコンピュータ）の例。
解釈論による拡張的な対応もある程度可能ではある（東京地判平成21年2月27日・平成20年(ﾜ)20886号、35745号）
「不正競争防止法2 条1 項10 号の「のみ」は，必要最小限の規制という観点から，規制の対象となる機器等を，管理技
術の無効化を専らその機能とするものとして提供されたものに限定し，別の目的で製造され提供されている装置等が
偶然「妨げる機能」を有している場合を除外していると解釈することができ，これを具体的機器等で説明すると，MOD
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チップは「のみ」要件を満たし，パソコンのような汎用機器等及び無反応機器は「のみ」要件を満たさないと解釈するこ
とができる。」
（注）MOD チップ：ソニー製の家庭用ゲーム機であるプレイステーション等に対応する無効化機器プレイステーション
等に対応するゲームソフトは，パソコンでは複製できない特殊な信号を付して，コンパクトディスクに格納されてお
り,ゲーム機は，この特殊な信号を探知してゲームのプログラムを実行するという技術的手段を用いていたところ,パ
ソコン等でゲームソフトを複製しても，複製されたコンパクトディスクは特殊な信号を欠いているため，ゲーム機で実
行することができなかった。MOD チップは，これをゲーム機に装着することにより，上記の特殊な信号を欠くため
にゲーム機で実行できないはずのパソコン等で複製したプレイステーション等用のゲームソフトだけでなく，自主
制作ソフト等も，プレイステーション等で実行することができて、このことことは，平成 11 年法改正当時に具体例とし
ても広く認識されていた。
・罰則がない。
民事上の救済手段だけでは実効性に欠ける。
・関税法上、水際差止めの対象に入っていない。
◎現行著作権法の下での技術的保護手段回避規制の限界
・技術的保護手段の進歩によって、アクセスコントロールとコピーコントロールという技術概念が相対化し、視聴を妨げる
と同時に複製を制限するものとして評価しうる技術（典型的なものとして暗号型保護技術）も幅広く利用されていること
から、その実態に即して考えると著作物保護のための技術的保護手段と評価しうるものが、規制対象としてカバーさ
れていない。ゲーム機、ゲームソフト用の保護技術についても、同様に評価されるものが存在している。
（法改正の動向）
◎産業構造審議会知的財産政策部会の技術的制限手段に係る規制に関する小委員会報告書「技術的制限手段に係
る不正競争防止法の見直しの方向性について」（2011 年 2 月）
規制対象機器等の拡大（「のみ」要件の緩和）、機器等の提供行為に対する刑事罰の導入等。法改正へ
◎文化審議会著作権分科会報告書（2011 年 1 月）
現行著作権法で保護されていない「アクセスコントロール技術」のうち、実質的にはコピーコントロール技術といえる暗
号型の保護技術（複製権その他の支分権侵害を抑止する機能を併せ持つもの）、ゲームソフトの複製や違法配信サイ
ト上のアップロード・ダウンロード行為を抑制する意図をもって用いられているゲーム機、ゲームソフト用の保護技術を
「技術的保護手段」と評価し、保護の対象とする改正を施すことが適当。法改正へ
5．技術的保護手段回避規制によるコンテンツ保護の可能性と課題 －著作権法制と代替的なのか？
技術的保護手段回避規制―本来的には、知的財産法本体ではなく、知的財産法支援型法制としての性質を有するもの
と考えられる。
←最初の検討から
したがって、著作権法制と代替する制度ではないと考えられるが、著作物の保護と適正な利用を確保するという意味で
は、両者は、常に絶妙なバランスを取るべく、fine-tuning されていなくてはならない。
←とりわけ技術的発展やコンテンツ流通形態の実態に応じて
技術的にプロテクトされているコンテンツが常に著作物であるとは限らない、保護期間切れの著作物も混在しうる、等々
から保護手段回避行為に対する法規制をむやみに拡張することは、知的財産法本体で保護され（るべきで）ない（＝万
人が自由に利用しうる）情報財についてまで技術的手段を用いて事実上囲い込むことを許容することにつながる。要注
意！
一方、現行法制度が採っているように不正競争防止法・著作権法の法的枠組みに捉われず、より統一的な視点から技
術的保護手段回避規制の法制度を検討してみる必要性があるのではないか？
技術的保護手段が最大の意義をもつのは産業としてのコンテンツ流通や利用という側面であると考えられることから、不
正競争防止法的な規制を主軸に考えていく方が合理的か？
著作権法の下では、必ずしも「産業的」でない著作物利用に対してまでも著作権による保護を付与する領域が存してい
ることから、回避規制を拡大することによって、技術的保護手段を介した「自衛的保護」が事実上強化され、結果的に、著
作権法本体による保護以上の過保護・利用の制約という状態を招来しないように制度設計には留意する必要があろう。
⇒あらゆる技術的保護手段回避行為をすべて法的に規制する合理的根拠があるとは限らない。
⇔フェアユース法理との対応関係
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第３回 間接侵害
ゲスト講師：奥邨 弘司（神奈川大学准教授）
講師：上野 達弘（立教大学教授）

Ⅰ 概論（上野達弘）
１ 問題の所在
(1) 侵害主体に対する差止請求
２ 若干のコメント
(1) まとめ
(2) 今後の展望
Ⅱ 著作権法における間接侵害（奥邨弘司）
１ 間接侵害に関する基本的な立場
２ 米国における関連事例
３ まねきＴＶ・ロクラクⅡ事件最判
Ⅲ 質疑応答

Ⅰ 概論
１ 問題の所在
上野： 皆さんどうもこんにちは。私は立教大学で知的財
産法を担当している上野と申します。どうぞよろしくお願
いいたします。
さて、本日のゲストは神奈川大学の奥邨弘司先生です。
どうぞよろしくお願いいたします。
今日お話をするテーマは著作権法における間接侵害
というものです。これはどういう問題かといいますと、著作
権侵害があった場合に、誰に対して差止請求できるかと
いう問題が中心になります。従来ですと、こういうことはあ
まり問題にならなかったんですけれども、最近は、誰が
侵害者なのか、誰に対して差止請求できるのかということ
が非常に大きな難しい問題となっています。
これはやはりインターネットなどの発達によりまして、
必ずしも誰が送信行為を行っているのかわからないとか、
あるいは複製行為を行っているのかがはっきりとしない、
そういった事情から生じてきたと考えられます。
例えば、インターネットで誰かがホームページを開い
ているとか、掲示板に何者かが書き込んでいるといった
ときに、そのサービス・プロバイダーあるいは掲示板の管
理者も侵害行為を行っていると評価できるのかどうか、と
いった形で問題となってきたわけであります。
特に最近日本では、テレビ番組を外国で見られるよう
にするようなサービスを巡って大きな訴訟になっておりま
した。この過程で裁判例がたくさん蓄積されてまいりまし
たけれども、2011 年 1 月に最高裁は二つの事件につい
て判決を出したことから、非常に大きな論点として今議論
されているわけであります。まさに来週の土曜日にも今
年の著作権法学会がこのテーマを元にシンポジウムを開

くことになっているわけであります。
本日はこの問題について大変お詳しく、またクラウド・
サービスへの影響についてアメリカの裁判例などとの比
較を含めて、近時極めて精力的にご発言されている奥邨
先生をお呼びしたわけであります。奥邨先生は大変お忙
しくて、四月、五月はほぼ毎週講演をなさっているのを私
は知っております。
さて、まずは問題の所在を明らかにしておきたいと思
います。手掛かりとなる条文は一つしかありません。著作
権法 112 条という差止請求の条文であります。この条文
によりますと、侵害があったら差止めできると書かれてい
るわけです。ただこの条文をよく見ますと、「侵害する者
又は侵害するおそれがある者に対し」て、差止請求でき
ると書かれているだけであります。
この「おそれがある」というのは、いろいろ読み方があ
りそうですけれども、今にも侵害行為を行いそうな者とい
うことになりますので、どちらにしても侵害行為をしている
か、しようとしている人にしか差止めできないということに
なります。すなわち（直接の）侵害主体にしか差止めでき
ない。少なくとも侵害主体以外に対する差止請求を定め
た明文の規定はない、ということになるわけであります。
その上で、まとめると次のようになります。
(1) 侵害主体に対する差止請求
上野： まず、侵害主体に対しては 112 条に基づいて差
止請求ができます。他方、侵害主体といえないものに対
しては規定がないということになるわけです。そのような
中、たとえ侵害主体に当たらない幇助者であっても、一
定の者であれば差止めできるというような見解もあります。
過去の裁判例におきましても、幇助者に対する一定の差
止請求を、著作権法 112 条の適用または類推適用により
肯定した判決もありますが、侵害者でない者には差止請
求できないと考えるのが一般的と言えます。
そうしますと、じゃあ侵害主体とはいったい何かという
ことが問題となります。もちろん普通に考えると、侵害主
体というのは物理的に侵害行為を行っているのだという
ことになりますので、送信行為を行っている者だとか、複
製行為を自ら物理的に行っている者が侵害主体というこ
とになると考えられます。ただそれだけですと不十分な
のではないかということで、最近の裁判例ではこの侵害
主体を規範的に広く解釈していくということが続けられて
きたわけであります。この規範的な侵害行為主体というも
のの是非を議論するというのが、本日の中心的なポイント
となります。
① 物理的な利用行為主体
上野： ただ、その前提として、物理的な侵害行為者とい
うのも、実は必ずしもはっきりしません。例えば、コピー機
を実際に操作している人が複製主体なのかということが
問題になります。
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過去の裁判例では、掲示板の管理者である「２ちゃん
ねる」のひろゆき氏が送信主体だと認定されたものがあり
ます。どういう事件かと申しますと、「罪に濡れたふたり」と
いう漫画を書いた漫画家さんと小学館の人が対談をして
いる対談記事を、とある掲示板のスレッドに書き込んだ人
がいるんです。書き込みによると、「ファンブックの対談と
かうぷしてほしいという人が多ければうぷしますよ」と書
いたのに対して、このように「うぷきぼんぬ」とか反応がな
されていますよね。このあと、ものすごく長い分量を打ち
込んでいます。このように打ち込んだ人は明白に著作権
侵害です。複製権侵害でもあり、そして公衆送信権の侵
害だということになります。
ただ、「２ちゃんねる」においては、書き込んだ人が誰
だかわかりませんし、書き込んだ人自らも削除できない
んですね。そこで、被害者である北川みゆきさんが管理
者のひろゆき氏に対して削除依頼をした。しかし、これに
応じなかったため、このことを考慮して、管理者であるひ
ろゆき氏は物理的な意味での侵害行為主体に当たると
認定されたわけです。
地裁判決は、管理者が放置したとはいえないとしたん
ですけど、高裁判決はことさらに侵害状態を放置したと認
めて、管理者が送信行為を自ら行ったと評価したわけで
あります。結論は違いますけれども、地裁も高裁も、放置
をすることによって送信行為を行ったと評価できるという
点では共通しているわけであります。
つまり、自分で書き込んでなくても、サーバー管理して
侵害状態を放置したということによって、物理的な送信行
為を行ったと評価できる場合もあるというわけです。
② 規範的な利用行為主体
上野： ただ、たとえそのように物理的な送信侵害行為を
行ったと評価できない場合であっても、さらに規範的に
見て侵害主体と同一視できるという解釈が展開されてき
ました。
一つは手足論、もう一つがカラオケ法理というものであ
ります。
例えば、キャバレーがフリーの楽団に演奏させている
という場合です。これは雇用関係等の支配関係を通じて
演奏という物理的な行為をさせている、つまり手足となっ
て利用行為をさせているというふうに見ることができます
ので、そのキャバレーを演奏の主体だというふうに評価
できるというわけであります。
このように強い支配関係があれば手足と見ることがで
きるわけですけれども、支配というほど強い関係がなく、
管理といったような低い関与であっても、さらに利益性が
あるというような場合には、カラオケ法理と呼ばれる考え
方によって、侵害主体であることが認められてきました。
それがクラブ・キャッツアイ事件であります。当時はちょっ
と特殊な状況にありまして、カラオケスナックでカラオケ
を歌わせるわけですけれども、録音テープを再生すると
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いうことに対しては権利が及ばなかったというようなことも
あって、JASRAC はカラオケスナックに対して訴訟をする
ためには、少し理屈を考えなければならなかった。
といいますのも、客が歌唱行為を行っているとしても、
お店がお客さんに強制的に歌わせているというわけでは
ありませんので、支配関係はないんですけれども、しか
し客というのはお店と無関係に歌ってるわけじゃない。お
店が用意した楽曲の範囲中で、お店の従業員が機械を
操作したりして、客が歌唱していると。しかもその客の歌
唱によって、お店というのは営業上の利益を得ていると。
そういうことから、カラオケスナックを歌唱の主体と同視で
きるのだという風に述べたのがこの最高裁判例でありま
す。つまり管理支配性―この判決では支配とまでは言っ
てないんですけど―管理性、それと営業上の利益という
二つの要素に鑑みまして、物理的に見れば利用主体と
言いがたいものに対して規範的に見て、それを利用の行
為主体と評価するという考え方であります。
これがいつの頃からか“カラオケ法理”と呼ばれること
になります。誰が最初にそう呼んだのかという点をめぐっ
ても、いろいろ言われているわけですけれども、クラブ･
キャッツアイ事件の判決は当初、この事件に限定された
事例判決だったというふうに言われておりましたけれども、
このような考え方自体が、その後様々な事件に適用され
ていくことになります。
例えば P2P ファイル交換が問題となったファイルロー
グ事件であります。P2P のファイル交換といいますと、
WinMX とか Winny とかいろいろなものがあるんですけ
れども、ここで問題となったファイルローグというのは中
央サーバーを介するタイプであります。コンテンツ自体を
サーバーにアップロードするわけではないけれども、サ
ーバーに所在情報だけをアップロードしておくと。そうす
るとほかの人は、このサーバーにアクセスしてデータベ
ースを検索することによって、誰がどのファイルを持って
いるということがわかる。わかればあとは直接送ってもらう
ということでありまして、これが続くとファイルがどんどん
広まっていくわけです。これがファイル・シェアリングとい
うものです。
これを使うと、コンテンツが収録されているのは個々の
パソコンの中なわけですけれども、あるフォルダが共有
フォルダに設定されることによって、そのファイルがどん
どん広まっていってしまうというわけであります。
このときユーザーはどう評価されるかというと、これは
明白に違法なんです。いくら自分が持っているパソコン
の中にしかコンテンツがないとしても、そのコンテンツを
他者がダウンロード可能なように設定したということによっ
て、ユーザーが公衆送信権侵害行為を行ったというふう
に評価できるわけであります。
そうすると問題となるのは、このサーバーを提供してい
るサービス提供者がどうなのかということであります。考え
てみれば、ファイルローグというサービスをいくら提供し
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たって、自分でファイルを提供するわけではないので、
物理的に見ると送信行為を自ら行っているとは評価でき
そうにないわけであります。
しかしこのサーバーを提供しなければ、そもそもこうい
うファイル・シェアリングはできないということもまた確かで
あります。そこで東京地方裁判所は、このサービス提供
者もまた違法だという判断を下しました。その理由は、サ
ービス提供者もまた送信の主体なのだと言ったわけであ
ります。
そのときに示したのが、やはり先ほどのカラオケ法理
のような考え方なわけであります。そこでは三つの要素
が掲げられていまして、「行為の性質」、「支配・管理」、そ
れから「営業上の利益」というものであります。行為の性
質という要素が加わっている点は、飯村判事が少し工夫
をされた点だという風に言われております。それから二
番目に、支配・管理という要素で、サービス提供者はサ
ーバーを提供するということによって、その複製や送信
に対して支配または管理しているというわけであります。
三番目に、利益を得ているというわけです。このファイル
ローグはそれ自体無料のサービスでありましたけれども、
一時広告を掲載していたという事情があったようでありま
して、三番目の要素もある程度満たされるということであり
ます。こうして P2P ファイル交換提供者が侵害の主体だと
認定されたわけであります。
また、録画ネット事件もあります。これは外国にいても
日本のテレビ番組を見られるというサービスを提供して
いるという事件であります。
私も三月まで一年半ドイツにおりましたけれども、やは
り日本のテレビを見たいというときがあります。年末年始と
かあるいはサッカーの試合とか、そういうときに見たくなる
わけです。そういうニーズというのは特に日本人の場合
高いのです。といいますのも、仕事で外国に出張する本
人はまだよいのですけれども、家族と一緒に行ったりしま
すと、一緒に行った家族がホームシックになったりしてし
まうということもあるようで、外国にいる日本人が日本の番
組を見たいというニーズは非常に高いようであります。
そこで、例えばアメリカにいて日本のテレビ番組見た
いということになるわけですが、この録画ネットの場合は
パソコンを使います。実際には、こうした番組表みたいな
ものを開いて、そこで予約設定するんです。そうしますと
録画がなされますので、それをダウンロードして見るとい
うことになります。確かに、パソコンにテレビチューナー
が付いているものがありますので、アンテナさえつけれ
ばパソコンでテレビ見られるのですね。そのパソコンを
預かるというのがこのサービスなんです。
ですから、操作をしてるのはユーザーなので、複製も
送信もユーザーがやっているというふうに言えるんじゃ
ないのか、サービス提供者はそういう環境を提供してい
るだけじゃないかというふうにも言えるわけであります。し
かもこの事件では、パソコンの所有権は客にあるというこ

とで、そのように主張されています。
ですので、ユーザーが自分のパソコンに外国からアク
セスして複製をし、それをダウンロードしているだけだか
ら、これはユーザーによる適法行為であり、サービス提
供者はパソコンを預かっているだけ。こういうふうにも評
価できるんじゃないかというわけであります。
ところが、訴訟になり、このサービス提供者は結局負け
るということになるわけであります。その理由がカラオケ
法理的でありまして、管理・支配の程度や利益性を考慮
するとされています。
では、今回最高裁判決が出たロクラクⅡ事件を見てみ
たいと思います。この事件はさっきと同じように、外国に
行っても日本のテレビ番組見られるというサービスを提供
したという事件なんですが、使っているのはパソコンでは
ありませんで、ロクラクⅡという機器なんです。これは親
機と子機に分かれています。
親機の方は日本国内に置いておく、そして子機を外国
に持って行った上で、子機から親機を操作して、親機の
中に番組を録画してそのデータを外国に送って後で見
るということになるわけであります。この親機の方はサー
ビス提供者が貸していると。そして少なくとも当初はサー
ビス提供者の事務所の管理されていたらしいんですけ
れども、今は日本のどこかにあるということのようです。
このサービスは、外国にいてテレビが見られるというこ
とで、録画ネットと同じじゃないかということで、地裁はこ
れを違法と判断いたしました。そこでも、判決は「クラブキ
ャッツアイ事件最高裁判決等を踏まえ、問題とされる行為
（提供されるサービス）の性質に基づき、支配管理性、利
益の帰属等の諸点を総合考慮して判断すべきである」な
どと述べています。
ところが高裁では、驚いたことに判断が覆ることになり
ます。知財高裁は、「本件サービスにおける録画行為の
実施主体は、利用者自身が親機ロクラクを自己管理する
場合と何ら異ならず、Y が提供する本件サービスは、利
用者の自由な意思に基づいて行われる適法な複製行為
の実施を容易ならしめるための環境、条件等を提供して
いるにすぎないものというべきである」などと述べたわけ
であります。
ロクラクⅡ事件というのは、地裁判決が出た時点では
ほとんど注目されてなかったのです。それは、要するに
録画ネットと同じではないかということで、何でこんなの訴
訟するんだろうなと思ったくらいだったのです。ところが、
高裁でひっくり返ってしまったので急に注目を浴びるよう
になったわけであります。
ただその後、最高裁ではまたその判断が覆りまして、
破棄差戻ということになりました。最高裁判決がどこまで
のことを述べたのというのは問題になるところでありまし
て、これについては後ほど奥邨先生からもお話しいただ
けると思いますけれども、要するに、複製の主体というの
は物理的にだけ見るわけではなくて、諸事情を考慮して
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判断するということです。
そして、このような番組を外国で見られるようにするサ
ービスにおきまして、そのサービス提供者は複製の主体
であるとされました。この判決の中で、「管理、支配下に
おいて」という言葉が出てきますので、この判決は久しぶ
りにカラオケ法理を最高裁レベルで承認したものかという
風に言われることがありますが、そうとも言い切れないと
も考えられます。少なくとも利益性という要素が明示的に
考慮されていないところも気になるところであります。
いずれにしましても、外国でテレビ番組を視聴できるよ
うに複製機器を支配、管理することが、複製の主体に当
たるということを述べたわけでありまして、現在高裁に戻り
まして、このサービス提供者が実際にどういう管理を行っ
ていたのかということを確定するという審理が行われてお
ります。
さて、これと似ている「まねきＴＶ」という事件について
も最高裁判決が出たので、これを見ておく必要がありま
す。これと先ほどとの違いは、録画しないという点にあり
ます。よく言われますように、録画しといて後で見るという
のがタイムシフティングなんですけれども、まねきＴＶの
場合はテレビをリアルタイムで見るしかありません。これ
はスペースシフティングなどと呼ばれるわけであります。
外国にいると時差がありますから、リアルタイムで見ら
れるっていうんじゃ困るじゃないかとも考えられますけれ
ども、私が外国にいた印象ですとやっぱりテレビってリア
ルタイムで見たいものなんです。
それを可能にしているのが、この事件ではロケーショ
ンフリーというソニーの製品であります。これを日本に設
置しておけば外国からアクセスしてインターネット経由で
日本のテレビ番組が見られるという機械なんであります。
被告はそのロケーションフリーをユーザーから預かって
いるということです。
先ほどの録画ネット事件ではパソコンの所有権がどこ
にあるのかといったことが問題にされましたので、このま
ねきＴＶでは、ちゃんと小売店等からユーザーがこれを
買って、それをまねきＴＶのサービス提供者に郵送して
いるところに送るというふうにして、その所有権が明らか
にユーザーにあるようにしていたように思います。
ですので、これは録画がなされないということになりま
す。そして、送信主体はユーザーなのではないかという
ことになりますと、要するに自分から自分に送ってるだけ
ということになります。東京地裁も知財高裁も、結局この
事件では原告敗訴、つまりサービス提供者が送信の主
体とはいえないと述べていたわけであります。
しかしながら、最高裁判決によるとこちらの方も侵害主
体に当たると判断されたわけであります。こちらの方は送
信行為が問題となっていることからカラオケ法理うんぬん
というよりは、誰が送信行為を行ったかということが問題
になりました。
もちろん、どの番組を見るかということを決定している
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のはユーザーなんですけれども、しかしユーザーがそう
いう番組を見られるように装置を設定したのは被告なん
です。被告が自分のその領域内にその装置を設置しイ
ンターネットにつないで、最後アンテナをその装置につ
ないだ瞬間に放送されている番組が入力されて、ユーザ
ーのもとに届き得る状態になるわけですので、これをもっ
てしてサービス提供者が送信可能化という行為の主体な
んだという風に判示されたわけであります。
従いまして、こちらの方も高裁に戻すことになったわけ
ですけれども、こちらの方は高裁であと何を議論すれば
いいのかと、一部には損害額を議論するしかないんじゃ
ないかなどとも言われていますけれども、こういうサービ
スが現行法上の侵害行為に当たるということ自体は、この
最高裁判決が出たことによって大筋が見えたのかなとい
うふうに考えられているところであります。
あと幾つかカラオケ法理関連事件があるんですけれど
も、あまり時間もありません。しかし後ほど奥邨先生のお
話の中でもそれを前提としているところもあるので、簡単
にだけお話しをしておきます。
一つは選撮見録事件、これはマンションの中で大きな
サーバーを一個置いとくんですね、そうすると住人がい
つでも過去一週間分のテレビ番組を見られるというサー
ビスなんです。各家庭に大きなハードディスクを置いて
おけば一週間分の全てのチャンネルの放送を全部録画
しておくことができ、見逃したというときでも後で見られる
わけです。
しかし、少なくとも当時はそんな大きなサーバーを家
庭内に置いておくことは難しかった。そこで、マンション
に一個だけ大きなサーバーを、例えば一階の管理室と
かに置いておくと。で、そこに住民がみんなアクセスでき
るようにしておけばいいんじゃないかというわけなんです。
そういう機械を選撮見録サーバーっていうのをシステムと
して売っていたのがこの被告なわけであります。
これは微妙なところもあるわけなんですけれども、控訴
審は結局、支配・利益などを考慮して侵害主体となるとい
っています。ですからこれもやはりカラオケ法理的な考
え方に基づいて、侵害主体性を肯定したというものだと
いうふうに言うことができます。
さらに MYUTA 事件というのがあります。この MYUTA
っていうサービスは、いつでもどこでも自分の持っている
CD の曲が携帯で聞けるものです。
少なくとも当時は携帯電話の中に自分が持っている
CD の音源をたくさん入れておくということがなかなかで
きなかったようで、どこかストレージ・サーバーにアップロ
ードしておくわけです。そこにどんどん自分が持ってい
る CD をアップロードしていくわけですが、この段階では
私的複製じゃないかという気もします。
それを自分の携帯電話にダウンロードして聞く。こうす
れば、携帯電話の記憶容量が小さくても、好きな曲だけ
ダウンロードして聞けばいいわけなんです。ですから、こ
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れは複製についてもユーザーが私的複製をしているだ
けだし、送信についても自分が自分に送っているわけだ
から送信ではあっても公衆送信ではないと、こういうこと
で適法じゃないかという気もするわけであります。
こういう MYUTA というサービスを提供しようとしていた
会社が、あらかじめJASRACに対して差止請求不存在確
認請求をしたというのがこの事件であります。これが認め
られなかったので、ちょっとびっくりしたというわけなんで
あります。
裁判所の判断を見ますと、複製の主体も送信の主体も
ユーザーではなくサービス提供者であるとされています。
サービス提供者は業者ですから、私的複製とは言えない
ので複製権侵害になると。しかも送信行為があるというこ
とになりますと、サービス提供者から不特定であるユーザ
ーに対する送信だということになりますから、公衆送信行
為ということになります。従って、著作権侵害だということ
になってしまうんです。
こうして、最近では、このようなものまで著作権侵害と
すべきなのかというようなことが議論されているわけであ
ります。カラオケ法理によって侵害主体を拡大するという
のはいいかもしれないけど、ここまで広げていいのかと
いうことで、カラオケ法理に対する批判が強まってきたわ
けであります。
先ほど見たロクラクⅡ事件の高裁判決は、まさにこうし
たカラオケ法理に対する批判を受けて、侵害主体性を否
定したのではないかとも考えられます。しかし、その最高
裁判決によって、また元に戻ってしまったということで、こ
れをどう変えるべきなのが問題となるわけであります。

の影響などをめぐって、大きな議論が巻き起こっていると
ころであります。
(2) 今後の展望
上野： 今後の展望といたしましては、まず解釈論として
知財高裁がどういう判断をするのか注目されます。この
差戻審は二つとも飯村判事が担当することになったよう
です。二つとも飯村判事に当るというのは十六分の一くら
いの確率なのだそうです。偶然にそうなったというのです
けれども、飯村判事がどういう判断をなさるか注目される
ところであります。
ただ、こういった問題は解釈論で全て解決できるのか
というとこも問題となるところであります。あまりにも侵害主
体が広がってしまうと、これから便利なサービスが生まれ
てこないのではないか、さまざまなクラウド・コンピューテ
ィング技術を利用した新しいサービスをどう考えるべきか
ということが問題となっております。
そこで、文化審議会の中に司法救済ワーキングチーム
というのがありまして、間接侵害に関する立法論をずっと
行っております。これは平成 16 年に設置されて私も設置
段階からメンバーなんですけれども、ほとんど研究会み
たいになっておりまして、なかなか具体的な進まないん
ですけれども、先日行われた審議会でも司法救済ワーキ
ングチームでもう一度議論を再開することになった次第
であります。
私のほうからは以上であります。それでは奥邨先生お
願いいたします。
Ⅱ 著作権法における間接侵害

２ 若干のコメント
(1) まとめ
上野： 最後に若干のコメントをしておきます。つまり纏め
ますと、わが国著作権法において、差止請求は侵害主体
にのみしか規定されておりません。すなわち、単に他人
の侵害行為を幇助しているだけの者につきましては、明
示的には差止請求が定められておりません。ですから、
非侵害主体に対する差止請求は認められないと考える
のがどちらかというと一般的です。そのため、これまで判
例はカラオケ法理という規範的判断によって侵害主体を
拡大してきたんです。しかし、番組視聴サービスや
MYUTA のようなストレージ・サービスに関して侵害が認
められるに至って、カラオケ法理は侵害主体を過剰に拡
大するものではないかと批判されてきました。そこで、知
財高裁は、ロクラクⅡとまねきＴＶという二つの番組視聴
サービスを適法としてきたわけです。ところが今年、最高
裁は、この二つの知財高裁判決を破棄しました。いま差
戻審を行っておりますけれども、最高裁の考え方に基づ
くと、どうやら差止請求が肯定される可能性が高いと考え
られます。
従いまして、その是非や、こうした判決がもたらす今後

奥邨： すみません、では私の方からお話をさせていた
だこうと思います。
あまり自己紹介などに時間を取ってもしかたないので
すけれど、私は、普段は神奈川大学の経営学部で教え
ております。経営学部ですので、普段の授業はそんなに
法律、法律って感じではありません。私、元々が企業法
務出身でありますので、会社の中でのいろいろな法務課
題を中心に教えております。
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３ まねきＴＶ・ロクラクⅡ事件最判
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先ほど、上野先生から、私は、この間接侵害の問題を
一生懸命やっているんだ、というようにご紹介いただいた
んですけれども、なぜ関心を持っているかというと、前職
と関係があります。私、もともとパナソニックにおりまして
著作権問題を担当しておりました。基本的に何をやって
いたかというと、DVD やデジタルテレビのコピー・プロテ
クションの開発を、法律面からサポートするという仕事を
やってきました。一部の人には「あんなものを付けてけし
からん」というふうに蛇蝎のように嫌われているコピー・プ
ロテクションでありますけど、メーカーの方ではいろいろ
と頑張ってやっているわけです。
ちょっと余談になりますけれども、この中でも将来弁護
士さん等々になった後、企業で働く人もいるのではない
かと思いますけれども、企業の中の法務の仕事っていう
のは大きく分けると普通三つになります。
一つは消火法務、すなわちトラブルが起こったら火を
消すという法務です。それから二つ目が契約法務、これ
は契約書を作るっていう仕事です。もちろん、交渉も行い
ます。それから三つ目が予防法務です。トラブルを起こさ
ないようにする、今はやりのコンプライアンスです。
この三つが基本ですけど、最近、四つ目の企画法務っ
て言ったり、政策法務って言ったりする類型が注目され
ています。具体的には、事業を作り出すための積極的な
アイデアを、法務の立場で提案するという仕事です。
私も前職では、消火活動もいっぱいやりました。契約も
作りました。予防もやりました。ただ、もう一つ、十何年間
ずっとやってきたのが、DVD を出すため、B‐CAS を出
すために、どうやって著作権者に納得してもらう仕組み
作りをするかという、企画法務、製作法務の仕事でした。
この、企画法務、制作法務の仕事は、別に、メーカー
だけじゃなくて銀行へ行っても、エンタメ系へいっても、
どこに行ってもあるわけです。今、企業内の法務部門に
は、そういう、火を消す、契約をつくる、予防をするだけじ
ゃなくて、新しいビジネスを作るためにどうするかってい
う法務があるわけです。面白い分野だと思います。実は、
弁護士事務所に所属したのではできない仕事といえま
す。企業に入らないとできない仕事、といってもよいかも
しれません。
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少し余談なことでしたけれども、お話しさせて頂きまし
た。詳しくは、また別の機会にお話ししたいと思います。
ということで、今日のテーマである間接侵害論は、前職の
ころから少し関心を持っていた分野であります。
私の今日の話ですけれども、中心的なところは、上野
先生からお話しありましたので、私の方からは思い切っ
て私見も交えてというか、私見みっちりでお話したいと思
います。私一人で講義をするときに、それをやると皆さん
にご迷惑かけてしまうわけですけれど、今日はその辺は、
上野先生が修正していただけると思いますので、思い切
ってはっきり言わせて頂いた方がおもしろいと思います
ので、そうさせていただきたいと思います。
大きくは三つお話しします。
１ 間接侵害に関する基本的な立場
奥邨： まず、間接侵害に関する私の基本的な立場をお
話しします。皆さんの手元のスライドの三枚目です。著作
物を物理的に利用する者を A としましょう。A のことを直
接利用者とここでは呼びたいと思います。ただこの直接
利用とか間接利用とかいう言葉も、まだきっちり決まって
いるわけではありません。
とりあえず、今日ここでの整理のための用語法です。
著作物を直接使う人が A さんで、この人を直接利用者と
言います。例えばこれは、カラオケスナックで実際に歌っ
ているお客さんですとか、それから P2P のファイル交換
サービスで実際にファイル交換しているユーザー、まね
きＴＶやロクラクだったらそれ使っているユーザー、これ
らの人を直接利用者と呼ぶことにします。
一方、このAさんに何らかの形で関与している人、この
人を B さんということにします。この人を、利用行為に間
接的に関与しているということで、間接利用者と呼ぶこと
とします。先ほどの例で言えば、カラオケスナックの店主
であるとか、P2P サービスの提供者とか、まねきＴＶ、ロク
ラクのサービスの提供者とかがこれに当たるわけです。
ただ関与者なんですけれど、関与したら何でもこの間
接利用者になるのかというと、それを言い出すとキリがな
いわけです。例えばカラオケスナックに電気を供給して、
カラオケ装置やマイクを利用可能にする何とか電力も間
◆１ 間接侵害に関する基本的な立場
著作物
利用

関与

物理的な著作
（A）の利用行為に何ら
物利用者 （A）
かの関与をする者 （B）
＝
＝
直接利用者
間接利用者
（カラオケスナックの客） ・・・・・・ （カラオケスナックの店主）
（P2Pサービスのユーザ） ・・・・・・ （P2Pサービス提供者）
（まねきTV・ロクラクⅡの ・・・・・・ （まねきTV・ロクラクⅡの
サービスのユーザ）
サービス業者）
＜従属性説＞ （A）が侵害者である場合のみ（B）も侵害者と考える
＜独立性説＞ （A）が侵害者であるかどうかとは独立して（B）が侵害者に

当たるかどうかを考える
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接利用者になってしまうとか、カラオケスナックに店舗を
貸している大家も間接利用者になるということになると、こ
れは話が広がりすぎてしまうわけで、そういう際限のない
話しをしているわけではありません。あくまでも一定の範
囲の関与です。じゃあどんな関与なんだと、それが間接
侵害の肝なわけなんです。ところで、ここまで私は直接
利用、間接利用という「利用者」の話しをして「侵害者」と
いう言葉をつかっておりません。ここから「侵害者」の話
になります。
スライド、ちょっと飛びますけれども、従属性説と独立
性説と書いていますが、ここが今日お話ししたいポイント
の一つ目でして、間接利用者が間接侵害者となるかどう
かを判断する際に、重要なポイントとして直接侵害者の
存在を求めるか求めないかというところで、二つの立場
がある。実際は三つあるっていう言い方もあるんですけ
れども、まあ二つあると。一つは従属説とか従属性説とか
呼ばれるものであって、直接侵害する人がいる場合に限
って、すなわち A さんの行為が侵害である場合に限って、
B さんも侵害だという風に考えるわけです。
直接利用者 A に対して、間接利用者と考えられるよう
な一定の関与を B が行ったとして、当然B は間接利用者
なんですけれども、その B が侵害者となるためには A さ
んが侵害者でないとダメだと。A さんが権利制限規定の
おかげとか、それとも権利者から許諾を得ているなど理
由で、侵害者にならないということになると、ほかの要件
がどれだけ揃っていたとしても、B さんは侵害者にならな
い。間接侵害者にならないという考え方を、ここでは従属
性説と言っておきたいと思います。
一方、独立性説の場合は、A さんが侵害者になるかど
うかは関係ないと。B さんの行為だけとらえて、B さんが
ある要件を満たせば、それでもう間接侵害者になるという
考え方であります。この従属性説と独立性説ですけど、こ
れだけ言ってもよくわかんないので、どういう差を生むか、
具体例で考えたいと思います。
P2P ファイル交換サービスの場合を考えてください。ユ
ーザーが A さん、サービス提供者が B さんです。この場
合には従属性説でも独立性説でも差はありません。とい
うのも、サービスを使ってユーザーがファイルを送るのは
全部侵害行為ですから、独立性説だけでなく従属性説
でも、関与したサービス提供者を侵害者とできるわけで
す。しかし、カラオケスナックだと話が変わるんです。カラ
オケスナックで客が歌うっていうのは侵害になりません。
というのも、客は非営利、無償、無報酬で歌っているわけ
ですから、38 条1 項の権利制限規定に該当して、客が歌
うのは合法になるわけです。従って、従属性説の場合は、
直接利用者である客は侵害者になりませんから、関与者
であるお店を侵害者とすることもできない、ということにな
るわけです。これと同じことは、さっきのロクラクとかでも
いえて、ユーザーが録画する行為は、皆さんが家でテレ
ビ番組を録画しているように、私的複製に該当するので

◆１ 間接侵害に関する基本的な立場
従属性説と独立性説の差
・P2Pサービスのユーザと提供者の場合
ユーザによるファイルの公衆送信は侵害行為
この場合、従属性説でも独立性説でも、提供者を侵害者とできる
・カラオケスナックやロクラクⅡの場合
客の歌唱は適法（38条1項） ユーザの録画は適法（30条1項）★注意
この場合、従属性説では店や業者を侵害者とはできない
・ カラオケ法理は、このような場合でも、管理支配性と利益性に着
目して、店や業者を侵害者とする （ビルトイン独立性説）
カラオケ法理のメリット ： 間接侵害者に差止めが可能
カラオケ法理のデメリット ： 権利制限規定の空洞化
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あれば合法、ユーザーが合法であれば、それを手伝っ
ても合法ということで、従属性説の場合はサービス提供
者は間接侵害にならないということになります。
ただ、レジュメには星印をつけているんですけれども、
実は 30 条 1 項には、1 号というのがありまして、公衆の使
用に供するために設置されている自動複製機器を使っ
て、複製すると私的複製になりませんよという特別条項が
ありまして、ロクラクのサーバーなどはこれに当たるんじ
ゃないかっていう議論もあります。従って、従属性説の場
合も、ロクラクが百パーセント安全かどうかはちょっとわか
りません。今日は、この点、細かい点には深入りしません
が、そういう話があります。
先ほど上野先生からお話のあったカラオケ法理の場
合は、管理・支配性と利益に注目して、直接利用者でな
い店を間接利用者であるお店が公衆に対して歌ってい
ると考えます。お店が歌うのは、営利目的ですから、先ほ
どの権利制限規定に当たらないから、店は違法になっち
ゃうということです。
つまりカラオケ法理の場合、お客さんが歌っているの
は非侵害で問題がないのに、店は侵害者になっちゃう。
つまりカラオケ法理はいわば独立性説だといえるわけで
す。ただ、カラオケ法理の場合、独立性説か従属性説か
という難しいことは言わずに、自然と独立性説を実現して
しまうわけです。そこで、東大の大渕先生は、ビルト・イ
ン・独立性説だというようにおっしゃっておられます。や
やこしいこと考えなくても、お客がどうであろうと店がアウ
トだというふうにさらっと言ってしまえる、これがカラオケ
法理の一つのポイントになっているわけであります。
それからもう一つカラオケ法理のポイントがあります。
私は、今まで、間接利用者とか間接侵害者という言葉を
使ってきましたが、カラオケ法理の場合、その間接利用
者を規範的な利用主体と置き換えて理解するわけです。
まあ、置き換えるというか、どちらかというと、そちらの方
が正しくて、私が勝手に間接利用者っていう言葉を使っ
ているわけですけれども、とにかく、ここでいう間接利用
者を規範的な利用主体とか、規範的な侵害者と捉えるわ
けです。
そうするとさっき上野先生がおっしゃったように、差止
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請求の対象になるという結論を持ってこれるわけです。
すわなち、通常だったら侵害主体でない人を、規範的な
侵害主体と捉えることによって、差止めができるようにな
ると。すなわち間接利用者に対する差止めが可能になる
わけです。
著作権の世界の主流的な考え方では、差止請求の対
象に間接的な人は入らないという考え方があるわけです
が、それを乗り越えちゃう、さらっと乗り越えちゃうというメ
リットもあるわけです。
このように見てくると、カラオケ法理は、一見すると非常
にいい法理じゃないかということになるんですが、さっき
上野先生からも、拡大し過ぎる問題があるとご指摘があり
ましたけれども、色々問題があるわけです。
中でも一つポイントになってくるのは、権利制限規定
の位置づけです。さっき、お客さんが店で歌うのは 38 条
1 項で問題ないって言いました。お客さんがカラオケスナ
ックで歌うのは、お客さんには問題ないんだけど、カラオ
ケ法理によれば、お客さんに歌われると店にとって問題
になるんです。結果、カラオケスナックがやれないという
ことになると、お客さんは歌いたくても歌えないとなるわ
けです。とすると、お客がカラオケスナックで歌っても構
わないよという権利制限規定があっても、意味がなくなっ
ちゃう、骨抜きになっちゃうという問題がある。レジュメに
は空洞化と書いておきました。つまり、個人である直接利
用者の行為が、権利制限規定に該当するので適法であ
る、でも間接利用者の行為として捉えると、権利制限規定
の適用がない。従って違法になるということになると、間
接利用者は、直接利用者の行為に関与してくれなくなっ
て、直接利用者も利用行為ができなくなり、権利制限規
定の意味がなくなるわけです。権利制限規定が空洞化
するという問題が、カラオケ法理にはあるということです。
この先は私見ですが、私自身は間接侵害っていうのは
従属性説であるべきだと思っていす。なぜかというと、一
つはさっき言った空洞化がなくなるってのがあります。も
う一つは、これはもう考え方として自然だからです。難し
いこと考えると別かもしれませんが、簡単に考えてくださ
い。悪い事している人に関与したら悪いと言われるのは
納得がいく。しかし、悪くない事をしていない人を手伝っ
◆１ 間接侵害に関する基本的な立場
〔私見〕
・従属性説であるべき
適法な行為をする者に関与した者も適法 （自然な感覚）
権利制限規定の空洞化防止
・立法的対応が望ましい
予測可能性の向上
権利制限規定の見直し （必要な場合、直接利用行為を侵害に）
・立法的対応が済むまで･･･
カラオケ法理を修正して対応 → 差止めを認めるため
修正内容（従属性説）・・・管理支配性と利益性だけではなくて、直
接利用者が侵害者であることも考慮する

【5】
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ても悪くなるかもしれないと言われて、すっと納得がいく
かというと、なかなか難しい問題があるのではないかと思
うのです。著作物っていうのは今誰でも自由に使える。
いろいろな形でみんなが使う時代に、一般の人がすっと
理解できない理屈を出しても、これは理解が得られない。
もっとわかりやすい理屈で、整理すべきではないかとい
うのが私個人の基本的な発想であります。これを実現す
るために私は、やっぱり法律でちゃんとやるべきだと思
っています。解釈だけっていうのはなかなか難しい。法
律でちゃんと間接利用者を差止めたい場合は差止めて
いいという法律整備をすべきだと思っています。それに
よって法的な予測可能性が高まるわけです。
ただ、そうすると直接利用者であるユーザーが、権利
制限規定によって適法になると間接利用者も侵害とはな
らない。直接利用者が OK だと間接利用者もOK になると
いうことになると、権利者にとってはツライという場合も出
てくるでしょう。
そういう場合は、速やかに権利制限規定を改正して、
そういう直接利用行為を違法だという風にハッキリすれば
良いと思うのです。権利制限規定を狭めてユーザーを違
法にすれば、直接利用者が違法ですから、従属性説で
も間接利用者を違法とすることはできるわけです。でも、
これは権利制限規定の見直しですから、立法でやらない
と仕方がないという風に思います。
間接侵害についての、立法的な対応が済むまで時間
がかかります。その間、間接利用者に対する差止請求が
難しいということであればどうするのか。私は一案として、
やむを得ずですが、カラオケ法理を修正して使ったらど
うかという風に思っています。具体的には管理支配性と
利益だけで判断するのではなくて、そこに従属性説的に
直接利用者が侵害だということを判断要素として考慮に
入れるべきだと思っています。
そうするとカラオケスナックの件はどうなるか。客は非
侵害ですから、修正カラオケ法理なら店は非侵害となり
ます。結果、差止めはできない。じゃファイル交換のとき
はどうなのか。ファイル交換の場合、ユーザーは違法で
すから、この場合は従属性説に立つ修正カラオケ法理で
もサービス提供者を違法とでき、差止めもできる。このよう
な整理をしたらどうかと思っています。
ただこれに対しては「いや、カラオケでお客が歌って
いて、それで儲けているお店を放っておくわけにはいけ
ない」というご批判があるかと思います。であれば、カラ
オケスナックでユーザーが歌うことは違法だというように
権利制限規定を変えればいい、と思います。そうすれば
悪い事を手伝えば悪いという、わかりやすい理屈が成り
立つんではないかというように思っています。
この辺は、アメリカかぶれと言われるかもしれない私見
なのですが、上野先生は別のお考えをお持ちだと思い
ますので、もし時間があればお伺いしたいと思います。

第３回 間接侵害

２ 米国における関連事例
奥邨： 次はちょっとアメリカの関連事例を簡単にお話し
します。アメリカといってもいろいろありまして全部お話し
で きま せんので 、 きょうは まねきＴＶと かロク ラ ク、
MYUTA に近いものだけ取り上げます。時間ありません
ので詳しくは説明できませんが、今度出るジュリストに詳
しく書きましたので、そちらを読んでください。1
次のスライドは皆さんの手元にないスライドです。慌て
て、配付資料に入れるのを忘れてしまいました。アメリカ
の基本的なことですが、アメリカにおいて間接侵害は基
本的に従属説です。直接侵害者が居て初めて間接侵害
者がいるという整理になっています。間接侵害には、三
つパターンがあるんですけど、これは時間がないので省
略します。
それからアメリカでは、日本のように規範的利用主体な
どというややこしいことをいわなくても、悪い事を手伝っ
た人に対して差止請求できます。つまり、間接利用者に
も簡単に差止請求ができます。以上二つは、アメリカの
基本ということで触れておきます。
次に、関連事案として、ケーブルビジョン事件です。皆
さん、家にハードディスク・レコーダーをお持ちだと思い
ます。この事件で問題となったのは、RS‐DVR、リモート・
ストレージ・デジタルビデオ・レコーダー・システムという
ものでして、家にあるのはただの受信装置なんです。
録画するときはどうするかというと、家の機械にはハー
ドディスク入っていないので、家でボタンを押すとネット
で繋がった先のサーバーにある、自分専用の領域に番
組を録画してくれるというシステムになります。家から録
画指示をすると、ケーブルビジョンという会社の中にある
Arroyo サーバー上のハードディスクの自分専用の領域
に録画してくれる、つまり、リモート・ストレージです。
複数のユーザーが同じ番組を録画すると、ユーザー
の数だけ複製物ができます。録画したものを再生できる
のは、録画したユーザーだけです。自分専用の領域で
すから。さっきのロクラクⅡとか録画ネットの親機何十台
を一台のサーバーにまとめたというようなイメージです。
こういったシステムをユーザーに利用させて、料金を取
ろうとしたケーブルビジョンが訴えられたんです。
普段アメリカでは、こういうサービスは、間接侵害の問
題として扱われるんですけれども、理由はよくわからない
のですが、この事件では、当事者間の取り決めで、ケー
ブル事業者による直接利用、すなわち直接侵害があっ
たかどうかという形で裁判が行われました。
いろいろ論点あるんですが、今日の話に一番関係の
あるところだけ取り上げますと、業者はユーザーにハード
ディスクを使わせているわけです。ハードディスクを使わ
せていて、ユーザーの指示でサーバーが番組をハード

1

「米国における関連事例の紹介―番組リモート録画サービスとロッカー
サービスの場合」ジュリスト 1423 号 25 頁

◆２ 米国における関連事例
リモート番組録画サービス
Cartoon Network v. CSC Holdings, 536 F.3d 121 （2d Cir. 2008）
〔Cablevision Systems事件とも呼ばれる〕
サービス的には録画ネット・ロクラクⅡ・選撮見録事件と似ている。
ミュージック・ロッカーサービス

EMI v. MP3Tunes.com
サービス的にはオンライン・ストレージの一種。MYUTAと似ている。
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RS-DVRシステムイメージ

Cablevision Systems事件の場合
通常放送データ
（暗号化済み）

BMR

Arroyo
ADS

Vitria
初期入力バッファ
(録画指示なく)

ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク

ノード

録画指示
STB
OPRD

2次入力バッファ
（番組全部）

再生指示
ストリーミング
バッファ

eSRM

・Arroyoは96人分処理
・初期入力バッファは全番組分存在
・2次入力バッファは全顧客分存在
・ハードディスクも全顧客分存在

Cinea

暗号化済み

・ 録画・再生を指示したユー
ザのみ視聴可能
【7】

◆地裁判決と控訴裁判決
・ 米国では、従属性説で考える。また（間接侵害者を規範的利用主体と捉
えなくても）間接侵害者を相手方とする差止めが可能
・ しかしながらこの事件では、当事者間の取り決めで業者が直接利用者か
否かだけが争われた

自動的バッファリング

地裁判決

控訴裁判決

業者による複製

そもそも複製ではない

番組設定、装置の所有・ 複製に向けた意思ある
ユーザ指示による HDD 維持、ユーザとの間の継 行為＝ユーザの録画指
への複製
続的関係
示行為
→業者による複製
→ユーザによる複製
公衆への送信

公衆送信に当たる

公衆送信ではない

・ 仮に間接侵害として争われた場合は、ユーザの行為がフェア・ユース（権
利制限規定）に該当して適法か否かが最大のポイントとなった
【8】

ディスクに記録することになるわけです。これは誰による
複製行為か、すなわち被告であるケーブルビジョンによ
る複製行為かどうかということが問題になったわけです。
これに対して地裁は何て言ったかっていうと、どの番
組を録画できるかという設定をするとか、それから装置を
所有しているとか、それからユーザーとの間でいろいろ
なやりとりをしているとか、そういうことを全部ひっくるめて
考えると、これは業者が複製しているのだという判断を下
しました。
ところが控訴裁が、地裁の結論をまるっきりひっくり返
しまして、複製を誰が行っているかを判断する上で、一
番重要なのは複製に向けた意思ある行為だ、というわけ
です。意思ある行為として、裁判所は、どの番組を記録
するかということこそ一番重要な行為なのだという風に着
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目しまして、ユーザーが複製をしたんだというように判断
したわけであります。この事件、最高裁への上訴は認め
られませんでしたので、控訴裁の判断で確定しました。
つまりロクラクⅡみたいなサービスが、少なくともこのア
メリカの事件では合法という判断で確定したわけでありま
す。ただ、誤解していただきたくないんですが、さっき言
ったように、何か当事者で特殊な取り決めをして、直接侵
害だけ争いましょうといって進めた裁判なので、先例とし
てどれだけの価値があるのかというのはクエスチョンで
す。この控訴裁判決の考え方をアメリカで一般的な考え
方だと言っていいのかどうかというのは評価が分かれま
す。私はネガティブに思っております。
この事件、じゃあ通常の間接侵害として扱われたときど
うなるのかということですが、この場合アメリカは従属性説
ですから、ユーザーがこういう機械を使って録画すること
が、適法か違法かがそもそも問題となります。
日本だったら私的使用ですけど、アメリカにはそういう
規定がありませんので、フェアユースかどうかということが
判断されることになります。当然個人が番組を録画する
のなんか適法だろうと皆さん思うかもしれませんが、そう
は問屋が卸しません。アメリカの場合、わかりません。家
で、VTR で録画するのは OK という最高裁の判決はあり
ますが、これはタイムシフトといって、時間をずらして見る
ことを OK としただけの判決です。
ライブラリー的に、何十時間分も記録しておいもよいと
いう判決ではありません。そもそも先に紹介した最高裁
判決自体、二十数年前の判決ですから、今の状況に当
てはめるとどうなのかわかりません。現状の私的複製を、
フェアユース規定に当てはめて考えた場合、適法になる
のかどうか、正直ハッキリとはわかりません。
さて次はミュージック・ロッカーサービスについて考え
ましょう。これは、さっきお話のあった MYUTA 事件のサ
ービスと一緒です。CD の音楽をリッピングしたものをイン
ターネット経由で、サーバーの自分専用の記録エリアに
記録する。そうすると、どこからでもデータを引き出して
音楽を聞くことができるというサービスです。音楽を自分
のロッカーに入れて保存するという感じですので、ミュー
ジック・ロッカーサービスと呼ばれています。
先日グーグルがクラウドを利用したミュージック・サー
ビスを発表しました。かなりアメリカでも話題になっていま
す。アマゾンも四月に同様のサービスを発表しました。ア
ップルも、もうじき発表するんじゃないかと言われていま
す。アメリカでは、これからの時代は、クラウドだ、クラウド
を利用した音楽サービスだ、デジタル・ロッカーだと、言
われています。
クラウドについて簡単に言えば、この教室にもアンドロ
イドの携帯を持っている人がいると思いますけれども、ア
ンドロイドの携帯を持っていると知らないうちに、携帯上
のデータは全部、グーグルのアカウントに同期してくれる
わけです。ですので、アンドロイドの携帯をなくしたら、別
36

ミュージック・ロッカーサービス

MP3tunesの場合（EMI v. MP3tunes）

MP3tunes.com （≒MYUTAサービス）

Sideload.com
http://www
http://www
http://www

リンク集

サイドロード

専用記録エリア
インターネット

・・・・・
ネット上に公開されている音楽
リッピング
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◇参考 クラウド・コンピューティングの定義： NIST
Cloud computing is a model for enabling convenient, ondemand network access to a shared pool of configurable
computing resources (e.g., networks, servers, storage,
applications, and services) that can be rapidly
provisioned and released with minimal management
effort or service provider interaction.
The NIST Definition of Cloud Computing[2009]
〔http://www.nist.gov/itl/cloud/upload/cloud-def-v15.pdf〕

〔私訳〕 クラウド・コンピューティングとは、最小限度の、管理
努力またはサービス提供者とのやりとりによって、迅速な提
供や解放が可能であり、かつ構成の変更が可能な共同利用
コンピュータ資源（例：ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプ
リケーションその他のサービス）への簡便かつオンデマンド
のネットワークアクセスを可能とするモデルのことである。
【10】

◇参考 クラウド・コンピューティングの概念図
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー

アプリ
プラットフォーム

インフラ

エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ

SaaS

アプリケーションレベル

PaaS

プラットフォーム（OS、DBMなど）レベル

IaaS (HaaS)

インフラ（サーバ、ネットワーク、ストレージ）レベル
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◇参考 ユーザから見たクラウド
キーワード： 同期 + スマートフォン
Google Apps
（例：カレンダー）

ユーザにとっての最大のメリットは、端末（場所）を意識することなくデータを
利用できること。これを可能とするのが、クラウドによるデータの蓄積と、端
末向けの処理（例：Webブラウザで利用できるように処理）。
ユーザ目線では、①端末を問わずデータが同期している、②スマートフォン
のような非力な端末でもOK、③モバイル利用が広がる。
【12】

の携帯を買ってきて、グーグルのアカウントを入力すれ
ば、全てのデータがダウンロードされて、自動的に同期

第３回 間接侵害

音
楽

CD

電子配信

着うた

動
画

地デジ
DVD/BD

地デジ
動画配信

ワンセグ
動画配信・SD

小
説

書籍

電子配信

電子配信
SD

コンテンツの世界では、CE系、IT系、モバイル系の間で同期がとれる環境が
整備されていない
ユーザの不満
「自炊」（自分でデジタル化）
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同期

クラウドによる「同期」を利用すれば、ユーザは、一度あるメディアに記録さ
れた（配信された）コンテンツを購入すれば、端末（≒メディア）を問わず、場
所を問わずコンテンツを楽しむことができるようになる。
誰がイニシアチブをとるか？
・権利者 → Keychest（ディズニー）、UltraViolet（DECE）等
コンテンツ・オーナーシップ
・権利者以外 → 自炊 〔ユーザ主導〕
→ ロッカーサービス 〔業者主導〕
【14】

され、元の携帯と同じ状態になるわけです。
ロッカー・サービスも、アンドロイドと同じで音楽を同期
できるわけです。いつでもどこでも、どんな端末でも、音
楽を聞けるようになるわけです。さっきもあったように、
MYUTA は日本では違法なサービスとなってしまったわ
けですが、アメリカではこういう風にどんどんサービスを
進めている。ということは、アメリカでは著作権法上問題
はないのかという風な疑問が湧くと思いますが、実はアメ
リカでも何ら問題がないというわけではありません。
現に MP3tunes という会社が、ロッカー・サービスを提
供して訴えられているんです。ただこの MP3tunes という
会社は、ロッカーだけを提供しているのではなしに、同
時に Sideload.com というサービスも提供しているんです。
スライドの右側です。この Sideload.com というのは何かと
いうと、インターネット上の無料でダウンロードできる音楽
へのリンク集なんです。
このリンクをクリックすると、当然音楽が聞けますけれど
も、それだけじゃなくてそこに SL っていうアイコンがあっ
て、そのアイコンをピッって押すとインターネットの別のウ
ェブサイトにある音楽が自分のロッカーにサイドロードで
きるんです。サイドロードってあんまり聞かないと思いま
すけれども、アップロードやダウンロードの仲間です。自
分のパソコンからインターネットへアップロード、インター
ネットから自分のパソコンへダウンロード。これが普通で
すが、サイドロードというのは、ウェブからウェブへサイド、
横にデータを動かす、ロードするとういうことです。つまり、

このサービスの場合、サイドロードを使うことで、インター
ネット上のデータをロッカーに簡単に取り入れられるわけ
です。ただ、インターネット上にある音楽っていうのは、
合法のものもあれば違法のものもありますし、下手をする
と違法のものが多かったりする状況ですから、権利者か
ら見れば、ロッカーとの組み合わせで、違法のものを集
めさせているのではないか、ということで問題になってい
るわけであります。
今まだ裁判していますのでよくわかりません。ただ、こ
の裁判の判決で、ロッカー・サービスについて裁判所が
何て言うかによっては、もしかしたらアマゾンもグーグル
もサービスができなくなるかもわかんないし、どんどんで
きるようになるかもしれないし、そこはアメリカもこれからと
いうことです。
だからこういうサービスについて、誰がコピーをしてい
るのか、誰に責任を取ってもらうべきなのか、権利者の権
利が及ぶのか及ばないのかは、日本でも議論百出です
が、アメリカでも全く同じ状況なんです。むしろ、日本の
方がMYUTAなど、先に結論が出ているものがいっぱい
あるような状況なのに対して、アメリカは判決もこれからと
いう状況です。
３ まねきＴＶ・ロクラクⅡ事件最判
奥邨： さあ、時間がなくなってしまうのでとりあえず先に
まねきとロクラクについて少しお話をしておきたいと思い
ます。まねきのシステムについては上野先生からお話が
ありました。ロクラクについてもお話がありました。
基本的には親機を自分の家に置いといて、番組をイン
ターネットに飛ばす、単なる転送か、もしくは録画したも
のをインターネット経由で見るという録画転送か、という違
いはありますが、それ以外の部分はよく似ているのがま
ねきとロクラクのシステムです。で、海外に行くときには、
親機を実家に預けて行ったらよいわけなんです。ただ、
実家には機械に詳しくないおじいちゃんとかおばあちゃ
んしか居ない場合、電気が停電したらもう後スイッチ元へ
入れられないとか、高度な家電製品になると、実家に預
けたのでは、果たしていつまで有効に機能するかわから
ないという不安があるわけです。それと今、核家族です
◆３ まねきTV・ロクラクⅡ事件最判 ： 事実関係（機器）
ロケーションフリーBS（まねきＴＶ事件の機器。訴外ソニーが開発販売）
テレビ番組をデジタル変換してネットワーク経由で転送できる装置。親
機と子機からなり、親機子機間はネットワーク経由で通信する。子機か
ら親機を操作して子機に番組を転送し、子機で再生視聴。親機子機間
は紐付けされている
ＢＳ＝転送のみ

インターネット

外
出
先
等

ロクラク＝録画転送

ロクラクⅡ
テレビ番組のハードディスクレコーダー。親機と子機からなり、親機子
機間はネットワーク経由で通信する。子機から親機を操作して親機に
番組を記録。記録した番組を子機に転送し、子機で再生視聴。親機子
機間は紐付けされている。
【15】
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◆３ まねきTV・ロクラクⅡ事件最判 ： 事実関係（サービス）
まねきＴＶ事件
親機をユーザ（海外在住者等）から預かるサービスを提供している業者
が、テレビ局から、著作隣接権および著作権（送信可能化権および公衆
送信権）侵害で訴えられた
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
者

・
・
・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

・
・
・

利
用
者

ロクラクⅡ事件
ロクラクⅡの製造販売業者が、親機・子機をユーザ（海外在住者等）に
レンタルした上で、親機を預かるサービスを提供しているとして、テレビ
局から、著作権および著作隣接権侵害（複製権侵害）で訴えられた
【16】

から預かってもらう実家がないというような話もあります。
そういう場合にどうするか、ということで登場してきたのが、
このシステムなわけです。実家の代わりに、業者が預か
ってあげますよっていうのが基本的な発想なわけです。
ただ、もちろんそれにバリエーションがいろいろあって、
ユーザーが購入した機器を預かるとか、代わりに買って
あげるとか、レンタルしてあげるとかいろいろなバリエー
ションがあるわけですけれども、基本は、実家の代わりに
親機を預かりますよということなわけです。
説明の順があるのでロクラクの方からお話しします。ス
ライドは、最高裁の判決の下線を引いているところを全部
コピーしてきました。長いですけど真ん中、「すなわち」
あたりで前後に分かれます。結論的な部分はこうです。
「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサー
◆ロクラクⅡ事件最高裁判決 （下線部）
「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて，
サービスを提供する者（以下「サービス提供者」という。）が，その管理，
支配下において，テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有す
る機器（以下「複製機器」という。）に入力していて，当該複製機器に録
画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には，
その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても，サー
ビス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。すなわ
ち，複製の主体の判断に当たっては，複製の対象，方法，複製への関
与の内容，程度等の諸要素を考慮して，誰が当該著作物の複製をし
ているといえるかを判断するのが相当であるところ，上記の場合，サー
ビス提供者は，単に複製を容易にするための環境等を整備しているに
とどまらず，その管理，支配下において，放送を受信して複製機器に
対して放送番組等に係る情報を入力するという，複製機器を用いた放
送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており，複製時におけ
るサービス提供者の上記各行為がなければ，当該サービスの利用者
が録画の指示をしても，放送番組等の複製をすることはおよそ不可能
なのであり，サービス提供者を複製の主体というに十分であるからで
ある。」
【17】

ロクラクⅡ事件最高裁判決のポイント
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービス〔の〕･･･提供
者･･･が，その管理，支配下において，テレビアンテナで受信した放送を複
製の機能を有する機器･･･に入力していて，当該複製機器に録画の指示が
されると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には，その録画の指
示を当該サービスの利用者がするものであっても，サービス提供者はその
複製の主体であると解するのが相当である。
① 複製の主体を判断する際には、複製の対象、方法、複製への関
与の内容、程度等の諸要素を考慮すべき
で
あ
る
か
ら

② サービス提供者の行為は次の様に分析できる
(a) 複製を容易にするための環境等の整備
(b) 自身の管理・支配下で、放送を受信して録画する機器（ロクラ
ク親機）に対して放送番組を入力
③ ②(b)は、複製機器を用いた放送番組の複製を実現する上で枢要
な行為
④ ②(a)(b)の行為がなければ、ユーザが録画の指示をしても、放送
番組の複製をすることはおよそ不可能
⑤ サービス提供者を複製の主体というに十分
【18】
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ビスの提供者は，その管理、支配下において、テレビア
ンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入
力して、当該複製機器に録画の指示がなされると、放送
番組等の複製が自動的に行われる場合には、その録画
の指示を当該サービスの利用者がするものであっても、
サービス提供者はその複製の主体であると解するのが
相当」と。
では、なぜこういうことが言えるかなんですが、分析的
に見ていくと、複製の主体を判断するにはまず①で、対
象、方法、関与の内容、程度などの諸要素を考慮すべき
としています。続いて、②で、サービス提供者の行為を
次の様に分析します。(a) 複製を容易にするための環境
等の整備、(b) 自己の支配・管理下で放送を受信して機
器に入力する行為の二つです。そして、③で最高裁は、
この②(b)の行為を、放送番組を用いた複製を実現する
に枢要な行為と呼ぶわけです。さらに④で、②(a)、②(b)
の行為がなければ、ユーザーが録画の指示をしても、放
送番組の複製をすることはおよそ不可能、だから⑤でサ
ービス提供者を複製の主体というに十分という説明をし
ていくわけであります。
この判決、この下線の部分だけが判例だということだと、
放送番組の複製物を取得することを可能にするサービス
だけについて判断したものということなので、非常に狭い
射程ということになり、大したことのない判決ということに
なるかもしれません。他には影響がないわけですから。
つまり、先述のようなサービスさえやらなければ、影響は
受けないということになるかもしれません。主体論の話と
しても非常に狭い。放送番組について、先述のようなサ
ービスを提供するときの主体論に過ぎないと考えることが
できるかもしれません。
ただ、ちょっと気になるのはこのスライドの①のところ
です。①では、複製の主体を判断するには対象、方法、
複製の内容程度を考慮すべき、と言っています。これだ
けを一般論として読むと、挙げられている要素も具体的
な基準が不明確で月並みですから、複製全般に広がる
んじゃないかという風に心配する声もあるわけです。
これについての私見ですけれども、私はこの①の基準
自体は一般的ですけれども、そこから先、さっき②、③、
④と見たところですけれども、①の具体的な説明をして
いるところは、非常に細かく書いてある。これが極めてハ
ードルが高いという風に思っております。
特にこの複製の実現に枢要な行為とされている、②(b)
の番組を複製機器に入力する行為ですけれども、なぜこ
れが枢要だって言われたのかっていうと、サービス提供
者は複製機器を設置、管理するだけじゃなくて、アンテ
ナから放送を入力することで、ユーザーが、複製すること
ができるものに枠をはめているわけです。
これしか複製できませんよ、と言う枠をはめてしまって
いる。しかもこの枠の中は全部他人のものだという状況を
作り出してしまっている。こういう状況を作り出すと複製権

第３回 間接侵害

◆まねきＴＶ事件 最高裁判決（下線部）

◇私見

「自動公衆送信は，公衆送信の一態様であり（同項９号の４），公衆送信は，
送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をい
う（同項７号の２）ところ，著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為とし
て規定した趣旨，目的は，公衆送信のうち，公衆からの求めに応じ自動的に
行う送信（後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの）が既に規制の
対象とされていた状況の下で，現に自動公衆送信が行われるに至る前の準
備段階の行為を規制することにある。このことからすれば，公衆の用に供さ
れている電気通信回線に接続することにより，当該装置に入力される情報を
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装置は，これがあ
（α） らかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっ
ても，当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは，
自動公衆送信装置に当たるというべきである。

・ 柴田調査官解説 ： 「設定事例判決」 → 狭い「射程」
・ 問題は①の部分が今後重視・活用されていくか
（放送に限らず複製一般に関連し、かつ具体的な基準不明確）
・ ②～④は、①の具体的展開
②(b)（複製機器に番組入力） ＝ 「複製実現に枢要な行為」
・ ユーザにはロクラクⅡを使って、具体的にどの番組を録画するかを指示
する自由はあった。しかし、業者は以下のような状況を生み出していた
（ア）複製対象物には枠（＝放送番組）が設定されている
（イ）複製対象物は全て他人の著作物である

そして，自動公衆送信が，当該装置に入力される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装置の使用を前提としていることに鑑
みると，その主体は，当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に
（β） 送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり，
当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており，これに継
続的に情報が入力されている場合には，当該装置に情報を入力する者が送
信の主体であると解するのが相当である。」

つまり、ユーザが具体的にどの番組を録画するかという点 は、「複製権
（侵害）」との関係では捨象されてしまい、他人の著作物を複製対象とし
て提供している、という部分が重視される ← 最高裁の論理
・ 一般的なサーバの管理者が（ア）（イ）を満たす可能性はあるか？
【19】

侵害との関係では、録画の指示をしたのがユーザーとい
う事実は捨象されるわけです。ユーザーの録画指示はも
はや大したことではない。むしろ、一番決定的なことをし
たのは入力した人だという風になってしまったのではな
いかと思うのです。
そういう意味で考えると、一般的なサーバーの管理者
がこの（ア）と（イ）を満たすというようなことは滅多にない
わけですから、今回のケースが他のものに広がるというこ
とは、私はないのではないかというように思っております。
これはまたいろいろご議論あるところかと思いますが、一
つの考え方です。
もう一つ今度はまねきＴＶの方も見ておきます。これも
最高裁の判決をそのまま引用してきております。αとβと
あって、αのところも興味深いんですけれども、今日は、
βのところだけ注目します。βのところを分解すると実は
二つのことを言っているんです。
まず、(1)本件では装置に入力される情報を受信者か
らの求めに応じて自動的に送信する装置を用いた自動
公衆送信を考える。これは実は本件の場合、送信可能化
と自動公衆送信は基本的に一緒ですよっていうことを言
っているということになります。細かいことは省きます。
ここで主体論です。(2)自動公衆送信の主体について
は次のように考えるんだと。すなわち、(x)そういう Z 装置、
自動的に送信する装置が受信者からの求めに応じ、情
報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為
を行う者、(y) Z 装置がインターネットに接続されており、Z
装置に継続的に情報が入力される場合は情報を入力す
る者というように、二つのポイントが書いてあるわけです。
まねきＴＶ事件最高裁判決について、特に関心を集めて
いるのは、この(2)の(x)と(y)のとこでして、(x)と(y)はどん
な関係にあるのかとか、(x)の文言だけ読むとインターネ
ット上にサーバーを立てると、情報を自動的に送信する
ことができる状態を作り出しているということで、それだけ
でもう公衆送信の主体って言われるんじゃないかと、心
配されているわけです。そうするとプロバイダはみんな、
公衆送信の主体になるんじゃないかとか、クラウド・サー
ビスを提供している人全部そうじゃないかとか、そういう
具合に懸念されているわけです。あと、この(y)のところに

【20】

第２段落（β）の部分を大きく分解すると･･･
（１）本件では、装置に入力される情報を受信者からの求めに応じて
自動的に送信する装置（Z装置）を用いた自動公衆送信を考える
（２）自動公衆送信の主体については次の様に考えるべき
(x) Ｚ装置が受信者からの求めに応じて、情報を自動的に送信す
ることができる状態を作り出す行為を行う者
(y) Ｚ装置がインターネットに接続されており、Ｚ装置に継続的に
情報が入力される場合は、情報を入力する者

この内、特に関心を集めているのが（２）（x）と（y）の部分
・ （２）（x）は一般的規範で、（２）（y）はより具体的な規範か？
・ （２）（x）に照らせば、一般的なネット上のサーバを設置・管理すると自
動公衆送信の主体と捉えられてしまうのでは？
・ （２）（y）にいう「継続的に入力」とは何を指し、どの程度のことか？
【21】

継続的に入力って書いてあるわけですが、どれぐらい連
続したら継続的なのか、いろんな議論があるわけです。
特にこの(2)の(x)のところは、メールサーバーにしても、
ストレージのサーバーにしても、その類いのもの設置し
たら全部、主体になってしまうんじゃないかっていう批判
があるんですが、私はそうではないと思っています。
ここからは奥邨の私見です。最高裁の言葉遣いに注
目したいと思うんです。最高裁は、「状態する者」とか「状
態に置く者」じゃなしに、「状態を作り出す行為を行う者」
って言ってるんですね。どうでしょう、日本語で滅多に見
ない表現だと思うんです。普通だったら「状態を作り出
す」でいいはずなんです。何でわざわざ、「状態を作り出
す行為を行う」なんて言っているのかです。例えば法律
用語辞典を見ますと、作為というのは「行為を行うこと」と
◇私見
（２）自動公衆送信の主体については次の様に考えるべき
(x) Ｚ装置が受信者からの求めに応じて、情報を自動的に送信す
ることができる状態を作り出す行為を行う者
(y) 略
（２）（x）については、メールやオンラインストレージのサーバを設置・管理する
者＝自動公衆送信の主体、となるのではとの批判がある・・・
「状態にする者」や「状態に置く者」ではなくて「状態を作り出す行為を
行う者」であることに注目すべき
「行為を行うことを作為という」（法律用語辞典）とあるように「状態を作
り出す行為を行う」は、より積極的・能動的な行為を求めている

送信可能化権についての加戸・逐条解説には、通信の中継の
ためのサーバの管理運営者や、依頼を受けて機械的にネット
ワークへの接続を行うプロバイダーなどは、送信可能化を行っ
ているとはいえないとの解釈が示されている
むしろサーバ等の単なる設置者は、通常は自動公衆送信の主体から除外
されるとする説示だと理解すべきでは
〔参考：ＷＣＴ8条合意声明〕
【22】
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◇私見

著作権法2条1項９の５号・・・

（２）自動公衆送信の主体については次の様に考えるべき
(x) 略
(y) Ｚ装置がインターネットに接続されており、Ｚ装置に継続的に
情報が入力される場合は、情報を入力する者

イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装
置の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒
体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しく
は情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用
記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること

（２）（y）は 「状態を作り出す行為を行う」とは何を指すのかの一例を示す

記録媒体型送信可能化の３類型

ここにいう「入力」は著作権法２条１項９号の５ （入力型送信可能化）の「入力」
と同義のはず。同号では、クラウドなどのサーバへのinputは、公衆送信用記
録媒体への「記録」として表現されている。
少なくともこの判決は、「記録」の場合（＝クラウド等のサーバの場
合）の自動公衆送信については触れていないといえるのでは？

自動公衆送信装置

付加

記録
♪
インターネット
公衆送信用記録媒体

ロクラクⅡを参酌して「複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸
要素を考慮」し、「記録」主体を判断できるか？

♪

変換
♪

・ ただし「記録の実現に枢要な行為」を行っている者に限られる（単なる
サーバの設置・管理者には「枢要な行為」は認められないだろう）【20】

♪
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書いてあるんですね。一方、不作為とは「行うべき行為を
行わないこと」だそうです。
つまり「状態を作り出す行為を行う」というのは、作為を
求めているのではないかと私は思うんです。少しややこ
しいのですが、「状態を作り出す」だけなら作為による場
合も不作為による場合もあると思います。例えば「知り合
いに毒を盛って、生命が危険な状態を作り出す」、これは
作為による作り出しです。ところがそうではなくて、「病気
の子供を医者に見せず看病もせず放置して生命が危険
な状態を作り出す」、これは不作為による作り出しです。
「作り出す」だけだったら、作為も不作為もある。しかし、
最高裁が言っているのは、「状態を作り出す行為を行う」
なんです。どうでしょう、「不作為で状態を作り出す行為を
行う」と言えるでしょうか？例えば先ほどの例で言えば、
「病気の子供を医者に見せず、看病もせず放置して生命
が危険な状態を作り出す行為を行った」と言うのかです。
私は、普通は言わないのではないかと思うんです。「状
態を作り出す」とか「状態に置く」とかいうのと比べて、「作
り出す行為を行う」というのは積極的、能動的、作為的な
行為を念頭に置いているのだと思うのです。じゃあその
差は何を意味するのかというと、この点こそまさに、単に
サーバーを設置しただけのものは、主体にならないとい
うことを意味しているんだと思うのです。
一旦サーバーを設置したら、情報の流通については
能動的な関与はしません。受動的にそのサーバーに流
れるだけです。「状態を作り出している」だけに過ぎない。
しかし、それ以上、能動的・積極的な行動を行っていま
せんので、サーバーを設置しただけの人は、「状態を作
り出す行為を行った」とは言えないということで、送信の
主体にならないと言えるのではないかと私は思っていま
す。そう解することが、加戸先生の書かれた逐条解説の
説明にもピッタリ合うのではないかと思っています。
あともう一つ、「状態を作り出す行為を行う」というのが
何を意味するかなんですけれども、その一態様は、入力
です。それはそれでいいと思います。ただ、ここで入力と
いう言葉の意味するところを理解するために、このスライ
ドを見てください。
著作権法2 条1 項9 号の 5 ですけれども、ここのところ
40
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著作権法2条1項９の５号・・・
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装
置の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒
体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しく
は情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用
記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること
自動公衆送信装置

＊装置内で記録・蓄積はない
継続的＝常時入力でない
といけない
インターネット

入力
入力型送信
♪
可能化

ロ その公衆送信⽤
記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装
置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供
されている電気通信回線への接続（配線、自動公衆送信装置の始動、
送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合に
は、当該一連の行為のうち最後のものをいう。）を行うこと
接続型送信
公衆送信用
可能化
記録媒体

♪

♪
接続

接続
【25】

に送信可能化の仕方が定義されてあります。具体的には、
三類型五種類の行為が規定されていて、それ以外は送
信可能化ではないと書いてあります。今回は送信可能化
を経た自動公衆送信のみが問題になりますので、送信
可能化にならない方法は関係ありません。
送信可能化の方法には、いろいろあるわけですが、一
番重要なのは、サーバーのハードディスクに情報を記録
する方法が一つあります。
もう一つは、入力型送信可能化でして、これは記録媒
体のない装置に情報を入力するもので、入力されたもの
は、どんどん転送されていくんです。インターネットにそ
のまま生中継されるんです。
三つ目が、これはややこしいのですが、記録済みハ
ードディスクを内蔵したサーバーをネットに繋ぐとか、情
報を入力している装置をインターネットに繋ぐというような
ケースがあります。送信可能化というのは、これら三つに
限られるんです。
ここで、さっきの(2)(y)に戻ります。この Z 装置がインタ
ーネットに接続されており、そこに継続的に情報が入力
される場合の入力というのを、私たちはどうしても一般用
語としての入力、インプットとして読んでしまいますけれ
ども、それでよいのか。
著作権法が、送信可能化の場合に、入力と言っている
のは、さっき申し上げたように、一切記録せずに生中継
する場合だけなわけです。そうすると、まねきＴＶのロケ
ーションフリーってのは、一切記録装置がなくて、ただ単
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に転送するだけですからそれは当てはまる。しかし、そう
ではない、一般的なサーバーの場合は、入力ではなくて、
記録でなければならない。しかし、判決には、記録とは
何も書いていないので、この判決の射程からは私は外れ
るんではないかなという風に思っております。
じゃあ媒体に、一旦記録する送信可能化、通常のサー
バーの場合の送信可能化はどうなるんだということです
が、この判決は何も言っていません。その意味では分か
らないんです。したがって、この判決を出発点に考えるし
かない。今回の判決が示した主体論は、入力されたもの
を蓄積せずそのまま転送する場合の話であり、その場合
主体は入力する者だというは一つ明示されたわけです。
しかしそれ以外の場合はどうなるか、記録型の送信可能
化の場合は、記録する者だってことまではわかるんだけ
れども、誰がどういう行為をしたら記録したことになるのか
っていうのは、これから考えないといけないことだと思い
ます。
そのときはさっきも申し上げましたように、「状態を作り
出す行為を行う」というような積極的な行為を、誰が行っ
ているのかということを考え合わせないといけないと思っ
ております。
簡単に結論だけ申し上げますと、私はロクラクⅡの判
決を踏まえると、カラオケ法理ってもう複製権侵害の場合
には使えないんじゃないかと思っています。上野先生の
お話にもありましたように、カラオケスナックに作詞家、作
曲家の演奏権が及ばないという特殊な状況がある中で、
工夫された法理がカラオケ法理ですから、複製権に関す
る最高裁の判決が出た以上、わざわざ無理してカラオケ
法理を使う必要ないのじゃないのかと思うわけです。これ
からはこのロクラクⅡの法理を使えばいいんじゃないで
しょうかというのが、私の一つの考え方です。
それからまねきＴＶ事件最高裁判決の考え方を踏まえ
ると、公衆送信とか送信可能化が問題になる場合につい
ては、これについてもカラオケ法理はもういらない。カラ
オケ法理的には、サーバー設置しただけで、管理してい
るとか支配があるとか、利益受けているとか言われて、主
体になりそうですけど、改めて考えると、それは単に「状
態にしている」だけに過ぎないのではないかと思うわけ
◇私見： まねき・ロクラク最判後のカラオケ法理とクラウド
・ ロクラクⅡ判決を踏まえると、いわゆるカラオケ法理（管理支配と利益）は
複製権侵害の場合には、もはや適用できないのではないか？
b/c クラブキャッツアイ事件最判は、カラオケスナックという事実関係に
に大いに依拠し、演奏権（特に38条１項）に関する判例
・ 従来のカラオケ法理では、サーバを設置するだけでも管理支配と利益あり
といわれる余地があったが、まねきＴＶ判決は単に「状態にする者」ではな
くて「状態を作り出す行為を行う者」 であることを求めているため、公衆送
信権および送信可能化権の場合は、カラオケ法理では主体といえそうで
も、「状態にする者」レベルに過ぎないときは主体とはいえないのでは？

・ 結局、キャッツアイ〔演奏権＋３８条１項〕 ロクラクⅡ〔複製権〕 まねきＴＶ
〔送信可能化権＋公衆送信権〕 が鼎立状態

ロクラクⅡとまねきＴＶの両最判による限り、一般的なサーバの設置管理者が
複製や公衆送信の主体とされる可能性は大きく減じられたのではないか？
【26】

です。まねきＴＶ事件最高裁判決を踏まえると、「状態を
作り出す行為を行っている」か、という問いかけが必要な
る。具体的には入力していますか、記録していますかと
いうことを問わなきゃいけないということです。従って、私
はここでもカラオケ法理を使う必要はなくって、この法理
に照らせばいいんじゃないかと。じゃあカラオケ法理は
どこで生きてくるんだというと、元々のカラオケとか演奏と
かが関係するところで使ってもらえばいいんじゃないか
と。三者鼎立、三国志みたいな状態になっていくんじゃ
ないかというのが、私の今の時点での解釈ということであ
ります。
かなり思い切った話しをしましたので、将来答案に書
いてどうなるかはよくわかりませんが、とりあえず今はそう
いう考え方もあるということで、ちょっと時間超過しました
けれども、終わりにしたいと思います。以上です。
Ⅲ 質疑応答
上野： どうもありがとうございました。それではあと 10 分
ちょっとございますので、また皆さんのご意見なども聞い
ていきたいと思います。いかがでしょう。
質問者Ａ： 今日は貴重なお話ありがとうございました。
直接侵害者、間接侵害者とかというところの話で、今日ウ
ェブにアップされていたレジュメを読んだ限りで私が思っ
たのは、著作権法上適法な利用行為とされている演奏で
すとか、私的複製というのは著作権法上の理解ではどう
なっているのか。違法性のところの理解をどう理解されて
いる、どういう前提で立法されているのかなっていうのが
質問でして、具体的には私的複製行為は適法だから違
法性はゼロなのか、それとも法律で罰したり、違法だとい
う風に宣言するには至らない程度ではあるがちょっと違
法性があるのか。どちらの理解に立っているのでしょう
か？もしちょっと違法性があるというのであれば、今回の
まねきＴＶやロクラクⅡの事件の場合は、親機を持ってい
る側が、単に一人の分を持っているだけだったらば違法
にはならないけれど、それが多数人集まったから違法と
評価されたんだというような理解ができるようになるんだ
と思うんです。この点について法律がどのような前提で
考えているのか、ちょっとわからないんですけど、その点
をご質問させていただきます。
上野： 複製に関してお答えしますと、私的複製がなぜ
許されるのか、その正当化根拠によるのではないかとい
うことかと思います。これについてはいろんな議論がなさ
れてきました。私的複製が許される根拠は、おっしゃると
おり、それが零細であって、権利者に対する影響が小さ
いのだから、このようなものを違法とするよりも適法にして
おいた方が望ましい。そうした考え方がその正当化一つ
にあったことは間違いないと思います。
ただ、こういった説明だけが 30 条 1 項を正当化するも
のではないように思います。例えば私的領域における個
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人の行為というのは本来自由であるべきだという考え方
も十分成り立ちようと思います。とはいえ、そのことをどう
説明するか、この個人の権利はどこから来るのかと、憲法
といっても、そのどこから来るのか、憲法 13 条で本当に
基礎づけられるのかとかいろいろ議論あります。
私、個人的には 30 条の正当化としては、規模の零細
性や権利者に与える影響が小さいということをメインに持
ってきたくないと考えています。そうでないと、規模が大
きくなると私的複製は許されないということになるからで
す。ただ、そう考えると、私的複製というのは本来適法な
んだということになりますので、いくら大量に集積して、零
細でなくなったとしても適法だということになります。
この点、起草者はどうやら零細性を考慮していたようで
あります。つまり、加戸守行氏は、私的複製は零細だから
許されるとしておりまして、例えば、個人の家であっても
ビデオライブラリーのように非常に多数のテレビ番組を録
画するようなことをいたしますと、これは到底許されない
と書かれています。
これは昭和 45 年当時の話ですから、許されないという
ことでよいのかも知れませんが、そのような立場を取って
しまうと、今のハードディスク・レコーダーなどで個人が大
量に番組を録画しますと違法だということになってしまい
ますので、それはいいのかどうかが問題になります。もち
ろんそれでいいという人もいると思いますけれども、現実
にはそぐわないのではないかと思われます。
いずれにしましても、そうした 30 条 1 項の正当化根拠
の説明が、こうした問題に対しても結論を左右するものだ
というのは非常に鋭いご指摘だと思います。奥邨先生何
かございますでしょうか。
奥邨： まさに今の話で、「ちりも積もれば山となる」論とい
うのがありまして、今のお話は一つ一つはちりで大したこ
とないから無視するけれど、山となったら問題じゃないか
っていう考え方なわけです。一方で、「いや、もともとちり
でもないんだ」と、「何にも実体がないんだ」というように
考えると、どこまで行っても山と積もらないということにな
るわけです。この点、議論があるんです。
それからもう一つ、これは、確か作花文雄先生の教科
書に書いてあったんですけれども、例えば送信とか上演
とかは、送信や上演が全部アウトなんじゃなくて、公に行
われる場合だけがアウトという権利の定め方になってい
る。一方で、複製の場合は公衆のための複製がアウトと
か、営業上の複製がアウトって定めていなくて、複製は
全部アウトって定めておいて、権利制限規定でセーフな
ものを定めている。
このような権利の定め方っていうのはどっちもあるんだ
と、指摘されています。そうなると今のような議論につい
ても、私的複製というのは元々違法なものを特に適法に
しているという議論なのか、そもそも、複製権は、私的な
領域まで及ばないものなんだという議論なのか、どっち
でも理解できるということになってきます。結果、先生が
42

おっしゃったように条文には書いていない正当化をどう
捉えるかという部分、権利の本質論まで考えざるを得な
い部分かなと思っております。
上野： よろしいですか？
質問者Ａ： はい。ありがとうございます。
上野： じゃあもうひと方。
質問者Ｂ： ロクラクⅡの事件についての質問なんです
けれども、放送番組を実現する上で枢要な行為というふ
うにおっしゃったんですけど、この意味に関してその入
力行為がすなわち複製権の侵害に当たるのかということ
で、カラオケ法理やロクラクⅡのような論理っていうのは、
刑法でいう間接正犯を認めるようなものだろうという風に
理解してるんですけれども、ちょっと司法上の実行行為
に相当するような行為、具体的にどの行為かは複製権の
侵害になるというふうに考える、判例は考えるのか、考え
ているのかというのがわからないのでお教えをいただき
たいのです。
奥邨： 刑法についてはうまく申し上げられないんですけ
れども、ひとつだけ。さっきの加戸先生の本に、参考にな
ることが書いてあります。実は今の日本ではコピーする
機械を公衆に使わせる、営利目的で使わせると刑事罰な
んです。これ著作権法に規定が入っています（119 条 2
項 2 号）。その規定を作るときの問題として、機械を使わ
せるのはそれだけだと幇助であり、その場合正犯がいな
いといけない。しかし、正犯である、個々のユーザーが
私的使用目的の複製で適法だということになると、機械を
使わせている人は幇助犯にならないかもしれない。そこ
で、先のような規定が必要だという議論があったわけで
す。その規定に関する説明のところで、加戸先生の本に
は、業者が複製対象となる著作物も全部用意して、それ
からコピーのための紙やテープも用意して、そしてコピ
ーする機械も用意して、全部お膳立て揃えて、ユーザー
はあとスイッチを押すだけだよっていうようにした場合に
は、業者は刑法上、幇助犯ではなくて、正犯になるって
いう説明をしているんです。
それでカバーし切れない場合だけを、さっきの規定で
カバーしているんですという説明なんです。だからどちら
かというと、今回のまねき、ロクラクの場合は、入力行為だ
けじゃなくてトータルで見て、あとボタンを押すだけしか
ユーザーに残さないくらい、全部お膳立てをしている。
その場合、ボタンを押すのをユーザーに任せたからと言
って、私は正犯じゃありません、侵害者じゃありませんと
逃げられるのかというと逃げられないよっていうのが最高
裁の言ってることなのかなという理解をしています。
すみません刑法のことうまく説明できないですけどそう
理解しています。よろしいですか。
上野： きょうは高林先生が出席されておりますが、何か
ございますでしょうか？
高林： それでは、折角ですから今のところをお伺いした
いんですけれども、奥邨先生がカラオケ法理はもう必要

第３回 間接侵害

ないという風に最後おっしゃった趣旨は、ロクラクⅡ事件
で複製対象物の枠を設定するとかいう枢要な行為をやっ
てることは、間接侵害だという捉え方をするまでもなく正
犯である、といったものと理解をされているのですか？
奥邨： 今、正犯というか侵害行為の主体であると。規範
的なのか物理的なのかって、ちょっとよくわかりませんけ
れども、この最高裁の判決に当てはめてみればいいと、
カラオケ法理を持ってくる必要はないと。
高林： 結局その直接行為者とか間接行為者というような
理解をする必要もなく、サービス提供者自身が直接行為
者なのだといった、そういう趣旨ですね？そのような考え
方は今までは手足論というように言っていたように思いま
すけれども…
奥邨： すみません、手足論かと言われると…。最高裁は、
「規範的」とも言ってないし、「直接利用者」や「直接侵害
者」とも言わず、ただ「利用主体」と言ってるだけなので、
それをどっちに分類するかという点、すみません整理で
きておりません。ただ、じゃあ物理的に管理・支配して雇
用主が手足でやらせたとかいうのと全く同じかというと、
それはちょっと違うとは思うんですけれども、はい。
高林： カラオケ法理はむしろ直接行為者が適法行為を
やっているにもかかわらず、間接行為者の行為を違法と
する法理ですよね、だったわけですよね。一方で手足論
というのは直接行為者と理解されるものも違法行為をやり、
だからこそ間接行為者っていいますか、組織そのものも
違法行為であると理解するのですかね。
カラオケ法理は、大渕先生は直接行為者の適法行為を
違法行為に転換してしまう法理だとして批判しておられる
わけだけども、今回の最高裁判決はそれを結局乗り越え
てしまったというか、直接行為者というものを観念すること
なく違法行為であると言ったと、そういうことですか？
奥邨： そうですね、直接行為者のところは飛ばしてしま
っているから、私人の行為について何も言及しないまま
に答えを出しているわけです。しかも、確か調査官解説
では、個人が違法になる、ならないについては、別段何
も言ってない判決なのだと解説しています。さっき上野
先生がおっしゃったように、サービス提供者「は」って書
いてある。「が」って書いてない、だからという調査官解説
の説明の仕方からすると、そこは先生がおっしゃるとおり
なのかと思います、私は。
高林： 先ほどアメリカのケーブルビジョン・システム事件
のご紹介のときに、複製行為というものを具体的なボタン
を押す行為っていいますか、そういう具体的な行為が不
正行為であるというふうに捉えた判決だという風におっし
ゃったと思いますけれども、最高裁の判例で言うと、この
複製行為っていうのは枠を決めた行為であるというわけ
ですよね。しかし、アンテナからそのシステムの所に流
れて来るものの枠を決めたとはいえ、これはテレビ番組
の全部ですよね？その全てのテレビ番組の中から、この
番組を見たいといってセレクトする人は海外にいる人な

わけですから、テレビ番組を流しているってことが枠を決
めたっていう主体的な行為であるというような理解を最高
裁はしているのでしょうか？
奥邨： 私はそう説明せざるを得ないのかなあと思います。
アメリカの件について一つだけ申し上げると、最高裁の
結論が出されるまでは、控訴裁の判断について、結構批
判的なニュアンスの意見が大勢だったんですけれど、最
高裁が上訴を認めないって決めて以降、これでいいんじ
ゃないかみたいな意見も結構増えてきています。
一方でニマー先生は、間違っているって言っているん
です。彼によれば、アメリカの著作権侵害というのは無過
失責任なんだから、何で意思ある行為なんてのを問題に
するんだと。
なお、ケーブルビジョンの地裁判決は直接侵害を認め
ていて、どちらかというとロクラクの最高裁なんかに非常
に近いのではないかなと思います。ただ、それが主流か
というと、ちょっと評価が分かれるところかなと思います。
上野： 高林先生、ありがとうございました。他にいかかで
しょうか？話が高度になって、しゃべり難くなってしまいま
したかね。
質問者Ｃ： 奥邨先生にお尋ねしたいんですけれども、
ビジネスの観点から今後のことを考えて、クラウドっていう
システム、クラウド・コンピューティングっていうシステム今
後どんどん普及してくると思うんですけれども、ビジネス
の観点から奥邨先生についてはどういう風にその著作権、
例えばご自身が経営者であって、そのグーグルとかで働
かれてる人っていう立場であれば、どういった経営方針
ですか？
奥邨： 二つあると思います。アメリカだったら、裁判でと
ことんやるというアプローチもあると思います。それこそ
グーグル・ブック・サーチのときのように、正しいんだと思
って徹底的に戦うという方法があります。もう一つのやり
方としては、やはり権利者と合意できる範囲で権利者か
ら許諾を取ってやる、という方法です。何も、権利者の許
諾を絶対に取らないで進めるのがクラウドなわけではあ
りません。権利者とサービス提供者の両方が儲かるビジ
ネスを作るという Win‐Win でやるっていうやり方も十分あ
ると思います。
そのどっちでいくのが上手かということなのですけれど
も、それはもちろんその国の法律の文化であるとか、権
利者と事業者の協力関係であるとか、権利の執行体制が
どれぐらい整っているか、などによって変わります。ただ、
私が経営法務としてアドバイスせよと仮に言われたなら
ば、戦うっていう方針と、もう一つは権利者と合意を取っ
てやるっていう方法と両方あるよと、アドバイスします。実
際にどうするかっていうのは正にやってみないと、という、
そういうアドバイスをしたいと思います。
上野： 他はいかがでしょうか？
奥邨： 最後にもう一点だけ言うと、ビジネススキーム作り
は、本当は権利者がやるべきだと思います、グーグルに
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やらせるんではなくて、権利者が主導してやるべきだと
思います。だって、こんな、おいしいビジネス…。
上野： そうですね。後はいかがでしょうか？じゃあ私か
ら一つだけじゃあお聞きしてよろしいでしょうか。
奥邨先生の最後の事例ですけれども、カラオケ法理が
ロクラクⅡ判決によってどうなったのかっていうことにつ
いてです。確かにロクラクⅡの判決は、複製の主体は次
のように判断するっていうことで、複製の主体について述
べたものですね。ですから、奥邨先生によれば、今後、
複製の主体についてはもうカラオケ法理ではなく、このロ
クラクⅡの判決に従って考えることになるだろうとされる
わけです。それから公衆送信についてはまねきＴＶ判決
が出ましたので、カラオケ法理は、それ以外のところに残
っているとお考えになるということかなと思います。
これも一つの受け止め方だろうと思います。そこで前
提とされているのは、恐らくカラオケ法理っていうものの
主体の考え方と、ロクラクⅡ判決が示した複製の主体の
考え方が違うということでしょうかね。たしかロクラクⅡの
判決が複製の主体の認定をしている際に、諸事情を考
慮しているけれども、利益性については考慮していない。
そうすると、ロクラクⅡ判決というのはカラオケ法理の延
長というのではなく、別の判断ということかもしれません。
もちろん、物理的な行為主体だけではなく、諸要素を考
慮してある程度は行為主体を規範的に判断するという点
では共通するのでしょうが、その考慮要素が違うというこ
となんでしょうかね。
このように考えるかどうかによって、奥邨先生のように、
権利ごとに主体の認定を判断してくと考えるのか、それと
も行為主体というのは権利ごとに考えるのではなく、要す
るに総合衡量なんだという風に考えるのか、変わってくる
んじゃないかと思うんです。
ロクラクⅡ判決の補足意見によると、行為主体というの
はもともと規範的に判断するんであって、カラオケ法理と
いうものについても、これを特殊なものとして捉えるのは
おかしいと述べられています。それからすると複製行為
だけではなく、どんな行為でも総合衡量をして行為者を
判断すると言っているかのようにも聞こえるわけです。
もしこれに従うのであれば、カラオケ法理というのは、
当然のこととして承認されたと受け止める考え方もあり得
るような気もするわけですけれども、他方で、あれが補足
意見にとどまっているというのは、金築裁判官の個人的
な意見であって、他の裁判官には必ずしも共有されなか
ったからだということかも知れません。

この辺り何かご意見を頂戴できたらと思うのですが。
奥邨： まだクリアなところではありませんけれども、スー
パーカラオケ法理というのか、超統一理論というのか、総
合考慮というのはある意味では全てに当てはまるという
意味においては、統一理論としてあるんだと思います。
ただし、その統一理論が本地垂迹じゃないんですけれど
も、日本に現れるときは神として現れ、インドで現れるとき
は仏として現れ、ヨーロッパに現れるときはキリストとして
現れるというのが本地垂迹なんですけれども、それと同
じ感じで、複製権のときはロクラク的に現れ、公衆送信の
ときはまねき的に現れ、演奏権のときはカラオケ的に現
れると、そういうことなのかもしれません。
総合考慮ではあるんだけれども、今村先生のお言葉を
借りればサブルールがあるというか、考慮する要素の重
みが違ったりとか、重点が違ったりするとか、という形で
現れるという意味において、私はカラオケ法理とロクラク
法理は、根は一つでもやっぱり別なんだと思うわけです。
ただ、総合考慮ということまで抽象化すると、それは何で
も総合考慮なわけです。こういうと、まねきＴＶは総合考
慮ではないじゃないかという批判があるかもしれないん
ですが、あれは条文の書き方がもうほとんどみなし侵害
みたいに細かく書いてあるので、ああいう形にしかできな
いということであって、条文の自由度によって、考慮すべ
きファクターが違ってくる、総合考慮の要素が違ってくる
ということなのだと思っています。
上野： 確かに、まねきＴＶの公衆送信権については主
体をあまり柔軟に認定できないと思います。ただ、最後に
残るのは多分、利益性というものを複製権の主体に関し
ては考慮しないっていうことになるのかも知れませんね。
先ほど高林先生がご指摘になったように、複製の対象
を限定したという要素も、複製の主体の認定のところでロ
クラクⅡ判決は考慮しいてるわけですけど、複製の対象
を限定したということが、複製の主体の認定に本当に直
結するのかという点はなお疑問の残るところのようにも、
私は思います。ただまあそこで限定しないと、どんなサ
ービスも複製の主体になってきてしまったりしかねない
ので、これも一つのバランスの取り方なのかもしれないと
は思います。
ちょっと私がしゃべり過ぎましたけれども、他に何かご
ざいませんでしょうか。よろしいですか。では、これくらい
にしましょうか。
今日は奥邨先生本当にどうもありがとうございました。

第４回 著作権法学会研究大会シンポジウム「間接侵害」への参加
2011 年 5 月 21 日開催
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第５回 まねきＴＶ最高裁判決
講師：上沼 紫野（弁護士）
司会：竹中 俊子（早稲田大学・ワシントン大学教授）

Ⅰ 前 提
１．審理過程について
２．公衆送信権とカラオケ法理
Ⅱ 過去の類似裁判例
１．ファイルローグ事件 ～幕開け
２．録画ネット事件
３．選撮見録事件
４．ＭＹＵＴＡ事件
Ⅲ まねきＴＶ事件とロクラクⅡ事件
１．まねきＴＶの事案
２．まねきＴＶの裁判経緯
３．まねきＴＶ控訴審までのポイント
４．ロクラクⅡ事件
５．従前までの理解
６．まねきＴＶの最高裁判決
７．最高裁判決の影響

で勝っていたことになるのですが、最後の一回で負けた
ら全部負けということになってしまいました。どこかのクイ
ズみたいで、何となく不合理な気がしますが、日本の裁
判制度としてはしょうがないところではあります。事件は、
差戻しで知財高裁に戻っておりまして、まだ、最終的な
結論が出たわけではないのですが、最高裁の判決です
とあまり解釈が左右される余地はなく、結構厳しいのでは
ないかと思います。
２．公衆送信権とカラオケ法理
上沼： まねきＴＶを含めた一連のネット系の判決におい
て重要なのが、公衆送信権です。この公衆送信権に関
する条文、特に、送信可能化に関する条文の規定があま
りに正確性を求めようとしたためか、マニアックとも言える
ほど細かい規定になっており、一読して分かるというわけ
にはいかないのですが、ざっくり言いますと、公衆送信
の中に無線放送と有線放送、及びいわゆる自動公衆送
信というのがあり、自動公衆送信に含まれるものとして送
信可能化があるということになります。ベルヌ条約におけ
る「公に伝達する権利」の一部が公衆送信権という支分
権として定めてられているという形になります。
公衆送信権の構造

Ⅰ 前提
竹中： 本日の講師は、著作権をはじめとした知的財産
権の行使や国際契約を専門に活躍する弁護士でいらっ
しゃる上沼紫野先生です。上沼先生は、東京大学法学部
のご出身で、1994 年に司法試験に合格した後、ワシント
ン大学セントルイス校で LLM を取得され、ニューヨーク
州の弁護士としても登録していらっしゃいます。本日のテ
ーマである著作権の間接侵害は、この講座でも既に何回
か異なる講師によってご講演頂いていますが、今回は、
弁護士として事件に係られた上沼先生に実務的観点か
ら「まねきＴＶ」事件を中心にご講演して頂きます。それで
は、上沼先生、ご講演を宜しくお願いします。
１．審理経過について
上沼： まねきＴＶという事件の経緯は、以下のとおりです。
まず、テレビ局側は、まねきＴＶのサービスを停止するた
めの仮処分を申し立てたのですが、まねきＴＶ側は、仮
処分段階で実質三回勝っています。地裁で申立が却下
され、抗告審で抗告が棄却されました。これに対し、テレ
ビ局側から許可抗告の申立がされましたが、これに対し
て抗告を許可せず、という判断がされているので三回と
数えております。
その後、テレビ局側がサービスの差止と損害賠償を求
めて本訴を提起しましたが、本訴においてもまねきＴＶ側
が地裁、高裁と勝訴しておりましたので、実質五回連続

一連のネット系の判決において、この公衆送信権と共
に、通常問題となっているのが「カラオケ法理」と呼ばれ
る理論です。
なぜ「カラオケ法理」というのかは第三回を担当された
上野先生の講義でお聞きだと思いますけれども、念のた
めご説明しますと、カラオケにおいて実際に歌唱行為を
しているのはお客さんなのですけども、規範的な評価を
行い、行為の主体をお客さんでではなく、お客に歌わせ
ているカラオケスナックである、と認定したという判例の
理論に基づくもので、「管理・支配」と「利益」という二つの
メルクマールにより行為者を規範的に評価するという考
え方を言います。つまり、物理的には行為を行なってい
なかったとしても、上記二つのメルクマールを満たせば、
規範的に行為者と認定され得るということになります。
カラオケ法理は、クラブキャッツアイ事件1という最高裁
判決に由来するのですが、このクラブキャッツアイ事件
1

最三判昭 63・3・15 民集 42・3・199（クラブキャッツアイ事件）
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の原告が JASRAC でして、これ JASRAC 寄付講座という
ことですけども、JASRAC 側が勝った事件であります。
カラオケ法理に関して特にお伝えしたい点が二つあり
まして、一つは物理的行為を行なっている行為者の行為
は著作権侵害行為を基本的に構成しないという点です。
例えば複製の場合を例にとれば、個人が自分の楽しみと
してする場合には私的複製として原則的には適法です2。
ところがその行為主体が個人ではない事業者と評価され
ると、私的複製には当たらなくなり、複製権侵害になって
しまうのです。
もう一点は、原則的な考え方として不法行為では差止
めができないと考えられているという点です。カラオケ法
理のように、物理的行為を行なっていない者を行為者と
評価しなくても、その者の行為自体を幇助による不法行
為として考えることも理論的にはあり得ます3。しかし、著
作権侵害であれば差止めが可能なのに、不法行為だと
原則は損害賠償のみということになると、救済手段として
は十分ではないので、主体をずらして事業者側を著作権
侵害者としたいというニーズがあったと思います。
クラブキャッツアイ事件は、担当した調査官による判例
解説では事例判決だとなっています。事例判決というの
は、対象事案の具体的な事実関係に対してのみ適用さ
れる判決ということであり、判決の射程としてはそれほど
広いものではなかったはずなのですね。しかし、上記の
ようなニーズがあったためか、それが広く適用されるよう
になってきています。
Ⅱ 過去の類似裁判例
１．ファイルローグ事件 ～幕開け
上沼： ネットでの著作物の利用が問題になったものとし
て「ファイルローグ事件」4というのがあります。ファイルロ
ーグというファイル交換サービスを提供していた会社が
著作権侵害で訴えられたという事案です。実際にファイ
ル交換行為を行っているのはユーザーだったのですが、
裁判所は、サービス提供会社側に支配・管理や利益等を
認め、サービス提供会社を侵害主体と認定しています。
２．録画ネット事件
上沼： ネットでのテレビ番組の配信として最初の事件が
「録画ネット事件」5になります。録画ネット事件はまねきＴ
Ｖ事件と似たような話です。つまり、ユーザーがインター
ネットを通じて事業者方に保管された録画機器に指示を
与え、好きなテレビ放送を録画するというものであり、自
分で録画したものは、自分しか見ることが出来ないという

2

違法複製の録音・録画の場合を除く（法 30 条 1 項 3 号）。
ただし、前記のとおり、物理的行為者の行為が適法の場合、不法行為の
幇助も成立しない。
4
東京高判平 17・3・31 最高裁 HP
5
知財高決平 17・11・15 最高裁 HP
3
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形になっていました。
従って、ユーザーの側からすれば、自分の見たいもの
を自分の楽しみのためだけに録画するので私的複製だ
ということになります。
録画ネットのシステムについては図１を見てください。
受信に関しては、テレビ放送の電波をアンテナからブー
スターを介して幾つかのテレビ録画機に繋げています。
一方、インターネットとの接続は、誰でも入れてしまうとい
けないので、認証をかけています。つまり、サービスを利
用しようとすると、まずログイン画面が出て、ID とパスワー
ドを入れないとログインできず、このサービスが利用でき
ないことになっていました。
債権者（仮処分を申し立てた側で、本案事件の原告に
当たります）は、著作隣接権に基づくサービス差止の仮
処分を申し立てました。放送事業者は、その放送自体に
ついて、放送された内容が著作物であるか否かにかか
わらず隣接権を持っており、この場合、対象が著作物で
あることなどを主張・立証する必要がありませんから、放
送事業者としては、隣接権侵害を理由に申し立てると思
います。
裁判所は、①本件サービスは海外に居住する利用者
を対象に日本の放送番組をその複製物によって視聴さ
せることのみを目的としたサービスである、②本件サービ
スは、サービス事業者の事務所内に同者が設置したテレ
ビパソコン、アンテナ、ブースター等多くの機器並びにソ
フトウェアが有機的に結合して一つの本件録画システム
を構成しており、これらの機器類及びソフトウェアは全て
サービス事業者が調達し所有するもので、サービス事業
者がこれを一体として管理している、③本件サービスで
録画可能な放送は、サービス事業者が設定した範囲内
の放送に限定されている、④利用者は、本件サービスを
利用する場合、サービス事業者のサイトにアクセスし、認
証を得なければ割り当てられたテレビパソコンにアクセス
できず、アクセス後もサイトで指示説明された手順で番組
の録画や録画データのダウンロードを行うもので、サー
ビス事業者は利用者からの問い合わせに対し個別に回
答するなどのサポートを行っている、などの事情を下に、
サービス事業者が放送の複製行為を管理しているとした
上、当該サービスによる利益を認め、サービス事業者が
図１ 録画ネット事件
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著作隣接権の複製権侵害の主体であるとして、債権者の
申立を認めました。
先ほどお話ししたとおり、カラオケ法理というのは、支
配・管理と営利という要件で実規範的に解釈して行為主
体と解することができるかを判断するという考え方です。
この支配・管理に関し、裁判所は、サービス事業者が自
ら自分で特殊なプログラムを作り、それを使わないとサー
ビスが利用できないようにしていたということを支配・管理
の要素と評価しています。また、録画機器類ですが、こ
れは、契約上はユーザーに販売することになっていまし
た。しかし、裁判所は、サービスの解約時にサービス事
業者が対象の機器を買い戻す約束があったことなどを挙
げて、事業者とユーザー間の機器の売買は外見に過ぎ
ず、実質的な所有者は事業者であると判断しました。こ
れらの機器の所有や特殊なシステムの利用などを理由と
してサービス事業者の支配・管理性を認めたわけです。
録画ネットの審理経過は、まず、地裁において NHK
の請求を認める内容の仮処分決定がなされ、それに対し
てサービス事業者側が仮処分異議を申し立てましたが、
これにつき、サービス事業者の主張は容れられず、仮処
分決定を認可するとの決定がなされたため、サービス事
業者が抗告を申し立てたというもので、本決定は、当該
抗告に対するものです。当初の仮処分決定や異議審の
決定などは刊行物未登載ですし、最高裁のホームペー
ジでも公開されていないのですが、録画ネットの事業者
が自らのホームページで準備書面や裁判所の決定など
をアップロードしているために、そこで内容を確認するこ
とができるという状態になっています。
３．選撮見録事件
上沼： その次が「選撮見録事件」6です。ちょっと読めな
いと思いますが、これで「よりどりみどり」と読みます。
選撮見録事件のシステムは図２を見てください。やはり
テレビ放送に関する事案です。発想の原点は、一つのマ
ンションで全ての人がビデオを持つ必要はないのでは
ないか、複数の住人が同じ番組を録画しようとした場合、
録画データは一つで十分なのではないか、というもので
す。つまり、マンションの住人はそれぞれ自分の選択で
録画の指示を各部屋から行うのですが、二人以上の住人
が同じ番組を録画の指定をした場合は、一個分のデータ
しか録画しませんので、それを録画指示した方々で見て
ください、というものです。このようにすると、データ容量
が減りますので、結果として沢山録画できるというのが利
点になります。このシステムは、設置されたマンションの
中でしか使えなくて、当該マンションの外では使えませ
ん。マンションのデベロッパー等が機器を購入し、マンシ
ョン内に設置し、実際の管理は、そのマンションの管理組
合等が行なうという使い方になっていました。
6

第一審 大阪地判平 17・10・24 判時 1911・65
控訴審 大阪高判平 19・6・14 判時 1991・122

図２ 選撮見録事件

この判決で実質的に分からないのは、この機器の製造
販売業者は、ユーザーの行為をコントロールしようがな
いという点です。というのは、製造販売業者にとってみれ
ば、この機器は販売してしまっており、販売した後に、そ
の機器をどう使うかは、購入者が自ら決められるわけで、
実際のテレビ番組の録画自体は、設置されたマンション
の住人達が決めることになります。今までのカラオケ法理
のパターンだと本来訴えられるのはどっちかっていうとマ
ンションの共有部分に設置された機器を管理している管
理組合又は管理会社になるのではないかと思います。と
ころが、何らかの事情があるのでしょうが、あまり大企業と
はいえない、製造・販売会社が被告とされています。
この場合、請求として、問題の機器を「使うな」とは言え
ません。先ほども申しましたとおり、被告は、機器の製造
販売業者ですから、この業者に「使うな」と言っても意味
がないことになります。
そこで、いろいろ考えたのだろうと思うんですが、控訴
審における差止めを認める判決の主文は、次のような難
しいものになっています。
「控訴人は、被控訴人 XX 放送株式会社・・・との間で
は、○○県内の集合住宅向けに、被控訴人テレビ△△
株式会社との間では、□□府内の集合住宅向けに、本
判決別紙商品目録記載の商品を販売して同集合住宅の
入居者にその使用による放送番組の録音・録画をさせて
はならない」
著作権法の場合、特定の機器が他社の著作権侵害的
な行為に関係するとしてもその「機器を販売するな」とい
う差止めはなかなか難しいです。特許法の場合は、特許
権侵害のために用いられる物の譲渡等も特許権侵害と
みなされることになっていますから7、そのような機器を販
売するな、という差止めが可能ですが、著作権法にはそ
のような規定がありません。問題の機器を用いてテレビ
番組を録画する行為が著作権侵害だとしても、かかる行
為に使う機器を販売する行為は、不法行為の幇助になり
ますから、先ほど申し上げたとおり、不法行為で差止め
が認められるか、という問題が生じることになります。
そのような差止めの問題と上記支配管理性の問題をそ
7

特許法 101 条
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れぞれ考慮して、機器の製造販売業者が複製行為等を
支配・管理しており、行為の主体であると認めた上で、
「販売して録音・録画をさせるな」というような複雑な主文
になっていると思われます。ただ、実際上録音・録画をさ
せるなと言っても、被告では、住人の録音・録画行為をコ
ントロールしていないので、結局、「販売するな」と言って
いるのと同じ意味になってしまうのではないか、と個人的
には考えています。
ちなみに選撮見録事件の第一審判決は、違うアプロ
ーチをしています。本件機器による複製行為等の過程を
管理・支配しているのは、本件機器の設置者つまり管理
組合等であるとし、製造販売業者がこれらの複製行為等
の主体であるとは認めませんでした。一方、問題の機器
の販売行為が、管理組合等による複製行為（これ自体は、
私的複製の例外に当たらないとしています）を結果を必
然的に生じさせる、として、差止めに関する 112 条 1 項を
類推適用して販売の差止めを認めています。判決の主
文は、以下のとおりです。
「被告は、原告 XX 放送株式会社・・・に対し、○○県
の各県内の集合住宅向けに、原告テレビ△△株式会社
に対し、□□府内の集合住宅向けに、それぞれ、別紙物
件目録記載の商品を販売してはならない」
第一審判決は、結局、不法行為でも差止めを認めると
いう選択をとったのですが、先ほども申し上げたとおり、
不法行為で差止めを認めること自体への疑問もあるので、
控訴審は、先ほど紹介したような判決になったものと思わ
れます。
選撮見録事件の機器製造販売業者側の代理人であっ
た弁護士が、まねきＴＶの代理人もされていたのですが、
同弁護士がおっしゃっていたのは、機器製造販売業者
側は、放送局側に金員の支払を提案したのですが、放
送事業者側は全く考慮しなかったのが残念だということ
です。視聴率が気になるのなら、どれだけその番組が再
生されたかも統計をとり、それにしたがって金額が換算
できる機能もつけるとの提案もしたが、一切ダメだったそ
うで、とにかく販売するな、という話だったそうですが、そ
れだと放送事業者として何を守っているのかわからない
というようなことをしきりと主張されていました。
特に、選撮見録の場合、先ほどの録画ネット事件や、
これからお話しするまねきＴＶ事件と違って、録画の対象
となる放送は、放送区域内の放送だけなのです。当該地
域内のマンションに設置されるだけですから。例えば、
大阪地域内のマンションだったら、同地域の放送しか入
ってこないのですね。ですから、そういう意味で言っても、
もうちょっと柔軟な解決を本当はできたのではないだろう
か、という点は、私も感じるところです。
放送地域がなぜ問題かというと、放送事業者は、放送
地域ごとの免許制になっているので、他地域の放送が自
由に他地域で視聴可能となると当該地域内で免許を受
けている放送事業者は困るという事情があります。ただ、
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選撮見録の場合、そのような放送区域外での視聴の問題
は生じないので、放送事業者側の強い拒絶が不思議な
気がするのですね。
なお、控訴審が判断した、控訴人の侵害主体性につ
いての文言は、以下のとおりです。
「現実の複製、公衆送信・送信可能化行為をしないも
のであっても、その過程を管理・支配し、かつ、これによ
って利益を受けている等の場合には、その者も複製行為、
公衆送信・送信可能化行為を直接に行う者と同視するこ
とができ、ことができ、その結果、複製行為、公衆送信・
送信可能化行為の主体と評価し得るものと解される」
この部分は、カラオケ法理で使われていたほぼ定型
文句です。実際に行為をしていなくても、管理・支配して
利益を受けてる場合には主体と評価し得るということです。
実際にどのような場合に管理・支配が認められるか、とい
うのが様々な判決で異なってくることになります。選撮見
録の場合は、次のように判示されています。
「予約指示に基づく録画によって作成される単一のフ
ァイルを他の使用者も使用する構成になっている以上、
これを集合住宅向けハードディスクビデオレコーダーシ
ステムとしての本来の用途に用いる場合には、被控訴人
らの複製権等を侵害せざるを得ないし、また、控訴人商
品を上記本来の用途に用いる以外には、社会通念上、
経済的、商業的ないしは実用的であると認められるような
他の用途が全く考えられず、控訴人においても、その使
用者がそのような用途に用いることを前提としてこれを製
造・販売し、あるいは後記のようにこれを維持・管理して
いるものであることは明らかである」
つまり、問題の機器は、複製権侵害をするような対応
で以外では使わない、と言っています。更に続けて、以
下のように言っています。
「著作権、著作隣接権の侵害は、控訴人が敢えて採用
した放送番組に係る単一のファイルを複数の入居者が使
用するという控訴人商品の構成自体に由来するものであ
り、そのことは使用者には知りようもないことがらであり、
使用者の複製等についての関与の著しく乏しいから、そ
の意味で、控訴人は、控訴人商品の販売後も、使用者に
よる複製等（著作権、著作隣接権の侵害）の過程を技術
的に決定・支配しているものということができる。のみなら
ず、控訴人商品の安定的な運用のためには、その販売
後も、・・・保守管理が必要であると推認される上、・・・使
用者による違法な複製行為等の維持・継続に関与し、こ
れによって利益を受けているものであるから、自らコント
ロール可能な行為により侵害の結果を招いている者とし
て、規範的な意味いおいて、独立して著作権、著作隣接
権の侵害主体となると認めるのが相当である。」
維持管理についての指摘もあるにはあるのですが、こ
の判決によると、複製権侵害を行うような機器を販売した
場合、かかる行為の主体とされることになるので、さすが
に、支配管理の概念が広すぎなのではないか、と思いま
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す。機器を販売しただけで、その後の行為である複製権
侵害という行為を支配したと言えるのだろうか、と思うわけ
です。
「ときめきメモリアル」8という事件でも似たような考え方
がされています。「ときめきメモリアル」というのはゲーム
の名前なのですが、女の子とデートをするゲームなので
すね。で、最初身近な女性から始めて様々な女性とデー
トを重ねていくとパラメータがあがっていって、最終的に
高嶺の花のような女性とデートできるというゲームです。
高嶺の花の女性までいくのは、それなりに時間がかかる
ので、プレーヤーとしてはてっとり早くその子とデートし
たいというニーズがあります。これに応じて、パラメータを
人為的にあげてしまって、いつでもその子とデートできる
状態のメモリーカードを販売してしまった会社があるので
すね。そのメモリーカードの販売会社が訴えられて負け
てしまった事件がときめきメモリアル事件です。販売会社
は、メモリーカードを売っているだけで、それを使ってゲ
ームをするかどうかはユーザーの自由なわけですけども、
専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカード
を販売し、他人の使用を意図して流通に置いた者は、他
人の使用により、ゲームソフトの同一性保持権の侵害を
惹起したものとして、ゲームソフトの著作者に対し、不法
行為に基づく損害賠償責任を負う、と言われてしまった
のですね。
そういえば、ときめきメモリアル事件は、控訴審までゲ
ーム会社側が勝っていて、上告審で最高裁判所が弁論
を開いたので、判決がひっくり返るのでは、と予想してい
たら、結論が維持されていたという事件なのです。まねき
ＴＶも、ときめきメモリアル事件があるから、と思って期待
していたのに残念でした。
４．ＭＹＵＴＡ事件
上沼： 次が「MYUTA 事件」9です。携帯電話でも音楽が
聴けるようになると、自分で買った CD の音楽を携帯でも
聴きたいと思いますよね。ただ、CD 内のファイルの形式
そのままでは携帯電話では再生できないので、CD の音
楽を一旦サーバーに上げて、ファイルの形式を交換し、
それを自分の携帯電話にダウンロードできるようにする、
というサービスが MYUTA のサービスでした。ダウンロー
ドできる音楽は、自分で上げた CD のものだけです。
MYUTA のサーバー内で自分の使えるスペースってい
うのは一つだけしかなく、自分の ID とパスワードでしか
入れないというものです。サーバーに上げる音楽は、ユ
ーザーが購入した CD のものであり、そこがファイル交換
とは違うのですね。ファイル交換の場合、残念ながら、人
の購入した CD の音楽も交換できてしまいますから。ユ
ーザーとしては、自分で買ったCDなのだから、それをど

8
9

最三判平 13・2・13 民集 55・1・87
東京地判平 19・5・25 判時 1979・100

ういう風に使ってもいいじゃないかという感覚があります
よね。で、その一つの方法として携帯電話で再生するた
めに、サーバーにあげて携帯電話用のファイル形式に
変換するというサービスだったのですが、これが違法とさ
れてしまいました。これ、当事者が JASRAC なのですけ
ども・・・。
違法とされた理由は、複製行為をしている主体はサー
ビス事業者である、と判断されたことによるものです。サ
ーバー上に音楽ファイルを蔵置するという行為が複製な
のは異論がないところですが、問題なのは、その複製行
為を行なっているのが、ユーザーなのかサービス事業者
なのか、ということです。これについて、裁判所は、①サ
ーバー上に音楽ファイルを蔵置する複製行為が重要で
あり、また不可避である、②本件サーバーは、サービス
事業者が所有し、その支配したに設置管理している、③
サービス事業者が必要不可欠なソフトウェアを作成して
提供し、サーバーでの認証を受けないと作動しない、④
サービス事業者がシステム設計した、⑤個人レベルでは、
技術的に相当困難である、⑥複製行為は、サービス事業
者によってシステム設計され、専ら同者の管理下にある
本件サーバーにおいて行われる、などの点から、複製の
主体をサービス事業者としました。また、自動公衆送信行
為の該当性についても、主体をサービス事業者とした上
で、相手方が不特定又は多数のユーザーであるから、自
動公衆送信となると判断しています。
でも、②のサーバーを事業者が管理するのは当たり前
ですし、③のサーバーの認証を受けないと作動しないと
いうのも、誰でも使えるようにしてしまったらサービスとし
て成り立ちませんし、それ自体が著作権侵害になってし
まいますので、こちらも事業者としては当然のことですね。
④や⑤も、これがあるからこそ、商売になるのだと言って、
一般の事業者が困っていました。つまり、このサービスが
なかったら、携帯電話用に音楽ファイルを変換するという
のは一般の人にはできない、ということが結構重視され
ています。
この判決が出たときに、いわゆる一般のファイルサー
バーって全部アウトなのではないか、と、心配されていま
した。というのは、普通のバックアップ用ストレージでもそ
うなのですが、ファイルサーバーというのは、一人のユー
ザーに、一つのサーバーという形には当然なっていなく
て、サーバー内を区切って、一人一人のスペースを作っ
ているのです。MYUTA 判決を前提にすると、この場合
でも、主体が事業者とされれば、不特定多数の人に送信
行為をしていることになってしまうのですね。
MYUTA 事件は、ちょっと事案も特殊でして、サービス
事業者は一旦サービスを止めてしまい、止めた後で、
JASRAC に対して、自分のサービスが著作権侵害でな
いことの確認を請求したのですね。そういう意味では、本
件は、著作権権利者が積極的に「止めろ」と要求した事
案ではないのですけども。しかも、この判決が出た後、控
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訴しなかったために、第一審で確定してしまったために、
今、事業者としては結構困っているのですね。
確かに、あまり大企業ではなく、零細と言われるような
事業者にとっては、裁判に必要な費用も時間も、相当負
担になります。まねきＴＶの場合、サービス事業者側が途
中で「止める」とおっしゃらなかったので、とりあえず最高
裁まで戦い続けることができたのですが、このサービス
での利益を考えたら、裁判をし続けるのは本当に大変だ
と思います。裁判所は、個々の判決は、当該事案の解決
のためのものだから、他の事案でも同じと考える必要は
ない、とよく言っています。しかし、一旦判決が出た以上、
それが地裁レベルの判決であっても、新しいサービスを
検討する場合には類似の裁判例を参考にせざるを得ま
せん。そういう意味では、判決というのは新しいサービス
に対して大きな影響力を持っていると言わざるを得ない
のです。零細に分類されるような事業者が、他にも影響
が出そうな事例で戦っている場合には、同種事業者がサ
ポートできるようなシステムがあるといいのになーと思っ
たりする次第です。
Ⅲ まねきＴＶ事件とロクラクⅡ事件
１．まねきＴＶの事案
上沼： 以上が従前の類似裁判例の説明でして、これか
らまねきＴＶ事件の説明に入ります。まねきＴＶの事業者
の方がすごいなーと思うのは、過去のこのような裁判例
を本当によく勉強されているのです。これらの裁判例か
ら、特別なシステムを作るのはよくない、ファイルサーバ
ーのように一つの機器を複数ユーザーでシェアするの
はまずそうだ、などということをよく分析されていました。
その結果、どのようなサービスにしたのかというとロケー
ションフリーテレビという機器を使うことにしたのです。
ロケーションフリーテレビというのは、一般ユーザー向
図３ まねきＴＶ事件

けにソニーが販売している機器であり、インターネットに
接続すると、どこからでも設置した場所のテレビ番組を視
聴できるというものなのですが、機器の構造上、予め登
録したユーザーのみに対する一対一の送信しかできな
いようになっていました。つまり、構造上、公衆送信はで
きない、という形になっている機器です。これをユーザー
が自ら購入してサービス事業者に送ると形をとったので
す。録画ネット事件から、実質的には事業者が所有者だ
と解釈されることのないようにしたわけです。ユーザーが
自ら購入したロケーションフリーテレビは、事業者が設置
したロッカーのような場所に設置されるというハウジング
サービスだという主張です。電源のオンオフとか、「ちょ
っと何だか変だから見て」と言われたときにちょっと機械
を見るくらいの行為はしますが、ハウジングサービスも機
器の維持に必要な管理はしますから。
システムの構造としては図３をご覧ください。
アンテナ側からの信号を分配器で分けて、各ロケーシ
ョンフリーテレビに分配します。各ロケーションフリーテレ
ビからの配線は、ルーターを通じて、インターネットに繋
がります。ただ、インターネットに繋がるとは言っても、ロ
ケーションフリーテレビの場合、配信先は、予め登録した
一名のユーザーだけなのですね。自分の預けたロケー
ションフリーテレビからしかの映像しか見られません。ま
た、録画機能はないので、ユーザーとしてはリアルタイム
で見るしかありません。つまり、ロケーションフリーテレビ
の持ち主は、特定の番組が放映される時間に、パソコン
の前で視聴する必要があるので、場所さえ除けば、テレ
ビを見るのと本当に同じなのです。
２．まねきＴＶの裁判経緯
上沼： まねきＴＶ事件は、最初仮処分で始まりました。仮
処分段階では、うちの事務所はまだ代理人として参加は
していなかったのですが、最初の仮処分決定が平成 18
年 8 月 4 日です10。申立てが却下、つまり権利者側つまり
テレビ局側が負けています。これに対して、権利者側は、
抗告をしましたが、抗告審でも権利者側が負けています
11
。この場合、抗告人側は、同じ裁判所に対して、最高裁
判所での抗告を許可して欲しいという、許可抗告の申立
てを行なうことができます。権利者側は、この許可抗告の
申立をしたのですが、抗告不許可決定となりました12。つ
まり、まねきＴＶ側は、仮処分段階において三回連続で
勝っていたのですね。
一般的に言うと、仮処分で申し立てた側である権利者
が負けている場合には、本訴で申し立てた側が勝つこと
は少ないはずなのです。というのは、仮処分というのは、
仮の処分であり、本案で訴えが認められる可能性が高け
れば、その申立は認められる、つまり、権利者側のハー
10
11
12
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ドルが本案より低いと考えてよいわけです。ある程度の
見込みがあれば、「とりあえず止めてください。本訴で負
けたときのために担保を積んでおきますから」というのが
仮処分なのですね。仮処分でサービス停止が認められ
たのにもかかわらず、本案で認められなかった、というこ
とになると、申立を受けた側としては大変な損害を被る可
能性がありますが、そのような損害に備えるのが担保で
す。このような申立の側で勝つためのハードルが低い仮
処分手続きで負けた場合、普通は、本訴でも認められな
いだろうという予想が立ちます。ただ、著作権法の場合、
特に行為主体の考え方のように、規範的な判断が重要な
場合、結局、担当する裁判所の価値判断による部分があ
るため、仮処分で認められなくても、本案でどうなるか分
からない部分があります。生の価値判断をどう理屈づけ
るか、というようなところがあって、裁判所がダメだと思う
場合には、いろいろな理屈を立てて行為者が事業者だと
判断する、というようなところがあるのです。
そういう意味で、本案の判決がどうなるかが分からない
ところがありました。第一審において放送事業者側は、差
止めと同時に損害賠償請求もしていました。損害賠償請
求がなされている場合、損害額について主張・立証にな
る前に、侵害行為の有無の判断をするために一度判決
をすることがあります。侵害行為が認められれば、中間
判決となり、侵害行為が認められなければ、通常の判決
になるのです。この判決期日が指定されていたときに、
テレビ局側は、判決言渡日に、法廷内にテレビカメラを
複数台持ち込んでいました。各局全部持ち込んでいた
ので、自分たちが勝つと思っていたんじゃないかと思い
ます。地裁判決で、まねきＴＶ側が勝ってしまったのです
が13、私の知る限り、どこのテレビ局でもニュースで法廷
シーンが放映されていませんでしたね。マスコミって、自
分に都合のいいことしか報道しないんだなーと改めて実
感しました。
テレビ局側は、当然すぐに控訴をしましたが、控訴審
判決が平成 20 年 12 月 15 日に出て、まねきＴＶが勝ちま
した14。このときはテレビカメラがあまり入ってなかったで
すね。テレビ局側もあんまり期待してなかったのかもしれ
ないのですが。その後、テレビ局側が平成20 年 12 月25
日に、上告受理申立てをしています。上告受理決定が平
成22 年10 月26 日なので、二年近く放置されていたため、
私達もこれはもう大丈夫だろうと安心していたのですが、
一点気になることがありました。
ロクラクⅡ事件控訴審判決15が平成 21 年 1 月 27 日に
出たことです。ロクラクⅡ事件も一対一で対応する機器が
あり、片方を事業者が預かり、もう一方をユーザーが保有
することで、他の場所で放送番組を視聴できるというもの
でしたが、まねきＴＶと異なり、それまで事業者側が負け
13
14
15

東京地判平 20・6・20 裁判所 HP
知財高判平 20・12・15 判時 2038・110
知財高判平 21・1・27 裁判所 HP

続けていたのです。それまでの裁判例の傾向からすると、
ロクラクⅡが OK というのは難しいだろうが、まねきＴＶは
セーフで行けるだろう、という理解があったのですが、ロ
クラクⅡが知財高裁で勝ってしまうと、最高裁で一緒に審
理される可能性があるが、それはあまり望ましくないので
は、というようなことを代理人間では話をしていました。
そうしたら、上告受理がされてしまいまして、弁論期日
がまねきＴＶが平成 22 年 12 月 14 日、ロクラクⅡが同月
16 日と二日違いで指定されました。小法廷は違ったので
すが、判決も二日違いなのです。
最高裁で弁論が開かれるということの意味は、判決が
ひっくり返る可能性が高いということです。上告を棄却す
る場合には、弁論を開かないことができるのですが16、そ
うでない場合には弁論を開かないといけないことになっ
ています。法令上は、弁論が開かれる場合に必ず高裁
の判決がひっくり返るとは限らないのですが、最高裁判
所も大量の事件を抱えているので、上告を棄却する事件
では弁論は開かないのですね。その例外が、ときめきメ
モリアル事件です。
著作権に関するときめきメモリアルの先例に対する期
待もありましたが、それに加えて、まねきＴＶの控訴審判
決が、ちょっと分かりにくかったことから、最高裁判所とし
ては、結論はいいとしても、これを最終の判決とはしたく
ないのかもしれない、とりあえず弁論を開いて、論理を修
正するという可能性もあるよね、などとも代理人間では話
していました。ただロクラクⅡが一緒だからどうだろうね、
可能性としては、ロクラクⅡ、まねきＴＶ共にアウト、ロクラ
クⅡはダメでまねきＴＶはセーフ、両方セーフというのは
考えにくいけど、一般ユーザーとしてはいい結論かもね、
などという会話をしていたわけです。
結果として、ご存知のとおりロクラクとまねき一緒にアウ
トになってしまいましたが、仮定の話になりますが、もし、
ロクラクⅡの控訴審判決がもう少し別の時期だったら、結
論は違っていた可能性はあるかも、と思わなくもありませ
ん。そういう判決時期の運のようなものはどうしてもあるの
で、しょうがないのですけども。
余談ですが、私が前に上告受理申立をした事案で、マ
ンションの手抜き工事の事件がありました。阪神大震災
で、ほかのマンションが無事だったのに、そのマンション
だけ崩壊してしまい、手抜き工事が発覚したのです。こ
ちらの依頼者が建設業者に対し、不法行為による損害賠
償を請求したのですが、マンションの完成が 20 年より前
だったので、除斥期間が経過したと言って、手抜き工事
の有無の判断に入る前に蹴られてしまっており、その件
で上告受理の申立をしたのですが、最高裁にも蹴られて
しまったのです。このとき、20 年経ったら手抜き工事の責
任が追及できないということなら、建設業者は、20 年さえ
保つ建築物を作ればいいということになるが、それで本
16

民事訴訟法 319 条
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当にいいのだろうか、と極めて納得できない思いをしまし
た。多分、今だったら、ヒューザーの事件など、手抜き工
事などに厳しい目が向けられているので、違う結論にな
ったのではないだろうかと思うのですが、タイミングが影
響することはどうしてもあるので、しょうがない部分はある
のですけども。
３．まねきＴＶ控訴審までのポイント
上沼： まねきＴＶがそれまで著作権侵害と判断されなか
ったポイントというのは、次の点です。①ロケーションフリ
ーテレビの場合、その構造上、特定１にしか送信できな
いという点です。著作権法の公衆の概念は、不特定また
は多数ですから相手が１であっても様々な人に対して送
信可能だとすると、不特定ということになり、公衆を相手
にすることになります。ところがロケーションフリーの場合
はあらかじめ登録した一人に対してのみ送信できるので、
特定一対特定一の通信になるのです。次に、②ベースス
テーション（ロケーションフリーテレビのテレビ放送を受信
し、インターネットに送信する機器）の所有者は、各利用
者なことです。③として、本件サービスを構成するその余
の機器類は汎用品であり、特別なソフトウェアは一切使
用されていないことです。特殊な機器やソフトウェアは全
く使っていないのですね。誰でもやろうと思えばいつで
もできるのです。なので、MYUTA の判決では、一般の
人にはできないような難しいことをやっているというのが
行為主体性を認めた判断材料とされていますが、まねき
ＴＶの場合、それがありません。外国に転勤したときに、
日本にマンションを維持するだけの資力があれば誰でも
同じことができる、そういうサービスなわけです。さらに、
④ベーステーションの送信がそれぞれぞれ独立して行
われるから、一対一の通信しかできない。一つのサーバ
ーから多数相手に信号が送信されているわけではなく、
各一のベースステーションからそれぞれ送信がされてい
る、ということですね。これらから、まねきＴＶに使われて
いる装置は自動公衆送信装置には該当しないというのが、
知財高裁までの判断でした。
「送信可能化」の定義中に、「自動公衆送信装置」が出
てきます17。そのため、まねきＴＶの事件では、自動公衆
送信装置とはなんぞやという議論をずっとしていました。
特定一対特定一だけの通信機能を持つ機器を自動公衆
送信装置とは言わないはずである、もともとインターネッ
トを想定したいたのだから、サーバーのようなものを考え
ていたはずだ、というようなことを言っていたのですね。
控訴審の知財高裁までは、それに乗ってくれていたの
ですが、テレビ局側は、もう一つ別の論点を付加してい
て、実際には、仮処分の抗告審段階で、追加してきた主
張なのですけども、送信可能化ではなく、公衆送信行為
の侵害です。今までは、ベースステーションから各ユー

ザーに対する送信行為を問題にしており、これは、著作
隣接権者が有している送信可能化でも問題となる行為だ
ったので、テレビ局側は、当初、著作隣接権の主張しか
していなかったのですが、途中から、ベースステーション
から先が一対一だというのならアンテナからベースステ
ーションまでは一対多のはずだ、という主張を追加した
のですね。アンテナからベースステーションまでが有線
放送だという主張です。要するに、アンテナで受信した
放送波を、不特定多数の機器に配線を通じて送っている
から有線放送たる公衆送信に当たる、という主張です。こ
れが分かりにくい議論でして、つまり、この場合、受信と
送信が同じ向きの流れになるのですね。アンテナで受信
したものを受信機器に送ることが送信だという発想です
から。私は、アマチュア無線をやっていましたから、アン
テナが受信と発信両方に使えるのは当然だと思っていま
したが、この場合の発信は、アンテナらから出て行くこと
を意味するので、受信とは逆方向の流れになるのです。
同じ方向の送信と受信というのは何なんだろう、と疑問で、
未だによく分からないですね。テレビ局側の主張は、共
同アンテナを敷設してケーブルで配信する行為は有線
放送として公衆送信であるという主張をしていました。放
送事業者は有線放送する権利は専有しているのですが、
有線放送を受信して有線放送する権利はこれに含まれ
ません18。まねきＴＶの場合、アンテナの先がどうなって
いるのか、よく分かっていなかったので、テレビ局側は、
この部分も主張できるように、ということで、当初の著作隣
接権にプラスして著作権の主張を追加してきたのです。
先ほど申し上げたとおり、アンテナから受信された電
波が受信機器まで届くことを送信行為と考えていた人は
あまりいないと思います。実際、仮処分の抗告審で、この
主張を追加してきたときに、抗告審は、時機に遅れた主
張だと言って実際上の判断はしなかったのですが、これ
を受信というのは技術的常識だというような付言をしてい
ます。ところが、これがケーブルテレビの送信と何が違う
のかと言われてしまうと、ケービルテレビが出た頃の昔の
著作権法の解説などに、結構、有線放送についての解
説が結構書いてありますし、テレビ局側は、これらの古い
資料等を相当量提出してきていて、これらを見ていくうち
に、裁判所でも、著作権法では、送信と受信は同じ方向
のものなのかも、と思ってしまったのではないかと思いま
す。それで、知財高裁がここの点を真正面から判断して
しまったのですね。抗告審で、そんなのが送信なわけが
ないだろう、とパンっと蹴っていて、そんなにこの論点を
ガリガリ議論していなかったところを、真正面から多分本
気で考えてしまい、もしかして、これは、ケーブル放送と
同じかもしれないけど、でも、これを送信というのは何だ
か変だ、というところまで、多分、裁判所は考えたのだと
思います。そのために、WIPO条約の8条まで出してきて、

17

18

著作権法 2 条 1 項 9 号の 5
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非常に苦しい形で公衆送信には当たらないという結論を
導いています。
知財高裁は、問題の部分が有線電気通信であると一
旦上で国際的に守るとされている条約には、公衆送信と
は公衆によって直接受信されることを目的とするとあるが、
公衆によって、直接受信するということは、受信した段階
で著作物の流れが分からなくてはいけないと解釈したの
です。電波というのは物理をやった人なら分かると思いま
すが、いろんな波が混ざってますから、テレビ電波を受
信した段階では中身がなんだか分からないのですよね。
その中で特定の電波だけ引っ張り出して、受像器で再生
して始めて中身が分かるのです。内容を覚知することが
出来る状態になって初めて公衆によって直接受信される
と言えるという理屈を立てたのですね。テレビ信号は、ベ
ーステーションに入っただけでは、雑多な電波の状態で
すから、著作物の中身は覚知できませんから公衆送信
にあたりませんという理論を立ててくれたのです。ただ、
一般的には、日本の著作権法の議論をするときに、ベル
ヌ条約とか WIPO 条約とかの条約の中身をあまりガリガリ
言うことはないのです。ベルヌ条約なり WIPO 条約なりを
具体化したものが日本の著作権法だというのが一般的な
理解なので、日本の著作権法の理解をするときに、いき
なり条約などを直接引っ張り出してくると違和感があると
いうか、もともと著作権法の論争というのは、理論の戦い
で、空中戦のようなところがあるのですが、もっと空中戦
になっちゃった、というようなところがあります。WIPO 条
約の話は、まねきＴＶ側でも全くしていませんでしたし、
まねきＴＶ代理人側としては、ここの部分はあまり嬉しくな
いなーというような話はしておりました。結局、後で説明
するように、それが後々響いてしまうのですけども…。
４．ロクラクⅡ事件
上沼： ここでロクラクⅡ事件の説明をいたします。ロクラ
クⅡのシステムは、図面４をご覧ください。これは、判決
に別紙と添付されていたサービスの概要図です。
ロクラクⅡのシステムでは、親機ロクラクと、子機ロクラ
クというのが一対一対応になっています。そういう意味で
はベーステーションに近いようなシステムなのですが、
親機ロクラクと子機ロクラクを事業者がこのサービス用に
作っているようなところがあって、そこがまねきＴＶとちょ
っと違います。また、ロクラクⅡの場合は、録画つまり複
製ができるのですね。複製が可能な方がそのままストリ
ーミングで流しているより著作権侵害と言われる可能性
が高いということは前から言われていました。その理由の
一つが、公衆用自動複製機器の問題です。公衆用自動
複製機器は、30 条 1 項 1 号にありますが、公衆が誰でも
使えるような複製機器を用いて複製する場合は、私的複
製に当たらない、という規定です。
コンビニに置いてあるコピー機は、附則で「当分の間、

図４ ロクラクⅡ事件

…専ら文書又は図画の複製に供するものを含まない」と
規定されているので19問題ないのですが、テレビ番組の
場合、映像ですから、附則に該当しなくなります。また、
実質的に考えても、複製がされると、その複製が第三者
に利用される可能性が高くなります。ストリーミングだった
ら残りませんから、他人に広がっていくということは考えら
れませんが、複製の場合は可能性がありますから。
先ほども申し上げましたが、ロクラクⅡは知財高裁まで
は仮処分も含めて全て負けています20。差止仮処分が認
容された際、テレビ局側は、著作権に基づく主張をして
おり、対象の番組をしていたため、差止対象の番組が指
定されていたため、ロクラクⅡ側は、仮処分決定のあと、
指定された番組だけは複製できないような措置を講じて、
サービスを続けていました。ただ、特定の番組のみを除
外するというのも善し悪しで、これにより、サービス事業
者の側が複製行為を支配していると言われやすくなるの
ですよね。そういう意味では、どちらに言っても茨の道の
ようなところがありまして、サービス事業者は、今、本当に
困っています。何にもやらなければ著作権侵害を放置し
て助長していると言われますし。
米国がすごいなーと思うのは、このような場合に、グッ
ドサマリタン条項のような法律を作り、一生懸命ユーザー
の行為に関与したからと言って、それを責任加重の要素
にはしない旨を決めたりしているのですね。真面目な事
業者がやればやるほど損をするというような仕組みは、
19
20

附則 5 条の 2
東京地決平 19・3・30 裁判所 HP
東京地判平 20・5・28 判時 2029・125

53

＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業

やはりうまくないと思うのですね。
スについての相談を受けることもあるのですが、結構、テ
いずれにせよ、ロクラクⅡはそれまでは負けていたの
レビをコミュケーションツールとして使えるサービスをした
ですが、本案が知財高裁にかかったら、一転ロクラクⅡ
いという事業者の方はいるのですよね。お茶の間で家族
が勝ったのです。その論理は、極めて単純明確で、ロク
でテレビを見ながら、それぞれが勝手な感想を言って楽
ラクⅡの提供する事業は、普通の人が自分の家で録画し
しんだことってありますよね。その楽しみをネットで共有
ているのと同じであり、自分でやってもいいことを人が助
できないか、という発想です。でも、そのためにはテレビ
けたからって何が悪いんですか、という分かりやすく、ス
局の放送番組を前提にしなければいけないわけで、著
トレートなものなのです。個人的には好きなのですけど、
作権侵害とならないようにサービスを提供するためには
今まで懸命になって、各種事案を分析してどこがメルク
どうすればいいか、というようなことを具体的に考える必
マールなのだろうと出来るだけ理論化しようとしてきた立
要が出てくるのです。
場からは、「えーっ、それでいいの？」とびっくりしてしま
ここで、表２が出てくるわけで、このネットワーク系の裁
ったわけなのですね。
判例の中で、唯一まねきＴＶだけが勝っていたことから、
ロクラクⅡの事案のポイントですが、事業者側は、いろ
まねきＴＶのシステムが一種の基準になっていたのです
いろ考えていて機器を作る人と管理をする人を別にして
よね。最高裁の判決までは。
いました。機器を作る人と管理している人を同じにすると
最近の書籍の自炊代行問題などもそうですが、これら
支配管理性が強くなるため、機器の管理は場所だけあれ
のネットワーク系裁判例などで問題となっているのは、自
ばいいから場所貸しするのは別の事業者でいいでしょう、
分でする分には問題ないのに、業者に頼んだらアウトに
ということで別の人にしていたのですが、管理者につい
なるのって価値判断としてどうなのか、ということです。自
て、私達は関わっていないので、誰が管理しているか知
分でするのは大変だから、業者に頼みたいということって
りません、というような主張をしていたのですが、どうも、
ありますよね。例えば、自炊は本当に自炊だったら問題
それが裁判所に対しては印象が悪かったらしく、知らな
ないです。ただ、自分で本を全部バラバラにして、全部
い振りしてること自体が後ろ暗いところがあるというような
スキャナーで取るのが面倒くさいから事業者に頼みたい
感じだというのでしょうか、地裁では、親機ロクラクの設置
のですね。ところが、本来個人だったら適法にできる行
場所を明確にしなかったという不自然な対
表１ 従前の裁判例による整理
応を踏まえ、実質的に管理していると言え
るというようなことを言われてしまったので
すね。
５．従前までの理解
上沼： 表１がまねきＴＶ最高裁判決までと
いうか、ロクラクⅡの知財高裁判決までと
いうか微妙なところですが、従前の裁判例
から裁判所が何をメルクマールとして行為
主体性を判断しているのかをまとめたもの
です。
サービス事業者は、今後の新しいサー
ビスを検討するに際し、このような分析を
ベースに著作権侵害の行為主体と判断さ
れないためにはどうするか、ということを考
えてきたわけです。経済的利益について
は事業である以上、ゼロにすることはでき
ないので、経済的利益というメルクマール
は、実際上ほとんど意味がない要件なの
です。サービス自体は無料であっても広
告収入があったらダメですし。結局、支配
管理性の要件だけが問題になるのですね。
この支配管理性の要件に関するメルクマ
ールを、過去のネットワーク系裁判例で分
析してみたものが表２になります。
サービス事業者の方から、新しいサービ
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表２

第５回 まねきＴＶ最高裁判決

為を、事業者がそれを容易にできる環境を提供すると、
違法と判断されてしまうということ、つまり、個人の著作物
利用行為を促進すると著作権侵害と評価されるべきなの
か、という問題なのですね。これについて生の価値判断
を示してしまったのが、ロクラクⅡの知財控訴審判決だと
思います。
６．まねきＴＶの最高裁判決
上沼： まねきＴＶの最高裁判決なんですが、まねきＴＶ
の最高裁の上告受理決定のときに、実は放送事業者側
の上告受理申立の理由中、一部の理由が排除されてい
まして、この部分は上告を受理しないと決定されていまし
た。上告受理しないとの対象がさっきのテレビアンテナ
からベーステーションまでの送信が有線放送だという部
分に関するものだったのです。知財高裁が WIPO 条約
にいう公衆によって直接受信されていることにならない
ので、公衆送信には当たらないと言った部分に対してテ
レビ局側は、上告受理申立をしていたのですが、この部
分は、上告受理しないという形で排除されてしまったの
ですね。
まねきＴＶ側の私達としては、知財高裁が、テレビアン
テナからベースステーションまでの配線が有線電気通信
に当たる、という部分については、どうしても反論してお
きたかったのです。ところが、これに関する部分が上告
受理の対象から排除されてしまいました。しかも、結論と
しては、公衆送信に当たらないというものですから、実際
の判断との関係では、まねきＴＶに不利益がないので、
反論ができないのです。代理人間で、この分は反論しな
いといけないのではとは言っていたのですが、上告受理
のときに排除されてしまっために、正面きって反論できな
いし、どうしようという話にはなっていました。しかも、最高
裁で蓋を開けてみたら負けていて、しかも、ベーステー
ションから利用者への送信行為がダメだというものだった
ので、その部分に反論してもしょうがなかったのかもしれ
ませんけども。ただちょっと見てもらえばわかると思うん
ですが、弁論は平成 22 年 12 月 14 日で、判決が 1 月 18
日なんです。年末年始休暇として、12 月 28 日から 1 月 5
日ぐらいまで休みが入りますから、弁論から判決までの
期間が殆どないのです。つまり、弁論の段階で判決がで
きているに決まっているのです。こんなに弁論から判決
までの短いのってあんまりないです。最高裁の中では、
まねきＴＶは著作権侵害という結論は出ていたと思うので
すけれども、そのときの担当の小法廷の顔ぶれが、元弁
護士一名、家族法専門の人が一名、それ以外の三名は
刑事裁判専門だったのです。日本の刑事裁判って、有
罪率が極めて高いので、実質的は推定有罪になってし
まっているようなところがありますよね。で、まねきＴＶを、
他人のテレビ番組を使って金儲けをしている、という単純
化をされると、悪いやつだ、という判断になるのではない
か、などと、いろんな心配をしていたのですが、杞憂じゃ

なかったですね。
最高裁の判決をよく読んでもらえば分かりますが、理
論が若干循環しているように読めます。最初に、自動公
衆送信行為の送信者から見れば、と言って、送信者から
見た相手が複数いればそれが公衆だって言っています。
最初に行為者が事業者として見たら、最初に結論ありき
だと思うのですよ。その上、公衆送信者から見て、その送
信行為の相手が複数であれば、そのような行為に使う機
器は自動公衆送信装置だという理論です。一対一だろう
が何だろうが、送信行為者から見た相手が複数だったら
使われている機器は自動公衆送信装置であると言ってし
まいましたから、機器が一対一の送信しかできなかろうが、
サーバーのように多数への送信を前提にしていようが、
もう関係ないですね。その意味で、送信可能化における
自動公衆送信装置という語を無意味なものにしてしまっ
たのです。
主体性の判断として、最高裁は、以下のように言って
います。
「自動公衆送信が、当該装置に入力される情報を受信
者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装
置の使用を前提としていることに鑑みると、その主体は、
当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送
信することができる状態を作り出す行為を行う者と解する
のが相当であり、当該装置が公衆の用に供されている電
気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力
されている場合には、当該装置に情報を入力する者が
送信の主体であると解するのが相当である。」
当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると
いうときの入力が何かというと、アンテナケーブルをベー
ステーションにカチャって繋ぐ行為のことになると思いま
す。でも、アンテナをガチャって繋ぐ行為って、入力なん
でしょうか。しかも怖いのは、電源がオフでも、電波は飛
んでいますから、アンテナのケーブルをガチャって繋げ
ば入力できるので、この行為って結構広いのではないの
だろうかという懸念があります。
あと、アンテナからベースステーションまでの配線行為
で、私達が反論できなかったところについて、「テレビア
ンテナからベースステーションまでの送信の主体が被上
告人であることは明かである上」と判示されていたのは、
本当にガックリしましたね。
７．最高裁判決の影響
上沼： 最高裁の判決が出てから、関連の裁判評釈など
が急に出るようになりました。この中で、「継続的に情報
が入力されている」と言っても、継続的に他人の著作物
が入力されることなんてそんなにないから、今はやりのク
ラウド事業を始めたとしても、サーバーにデータが蔵置さ
れていることをもって、継続的に入力などとは言わない、
という論評もよく見かけます。確かにそうなのかもしれな
いのですが、最近の傾向として、インターネット上には著
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作権侵害の情報がいっぱいあるという議論をするわけで
すよ。そうすると、インターネットに繋げた以上は、その中
に著作権侵害の情報はあるのは前提だよね、というよう
な議論する人もいます。そうだとすると、継続的に著作権
侵害の情報を入力するということは、言われているより認
められ難いものとはならない可能性があるのではないか、
と思うのです。
特に、日本の企業は、この辺りは非常に保守的ですか
ら、著作権侵害の可能性があると言われたら、なかなか
踏み出しません。このあたり、アメリカなどの企業と大分
違うところですね。日本の企業に対してはここまでは灰色
なのでこうすれば安全ですという回答をすると満足しても
らえるのですが、アメリカベースの企業の場合、ここがグ
レーなので、ここまでこうすれば安全ですという回答では
満足してもらえず、グレーなんか聞いてない、どこから真
っ黒なのかを訊いているんだ、と言うのです。このような
点を考えると、継続的に入力という部分について、インタ
ーネットに接続することもこれに当たるという解釈の余地
があるとすると、なかなかクラウド事業などには踏み出し
にくいことになります。新しいサービスからどうしても遅れ
てしまいますよね。
風土や社会性の相違などもあるので、しょうがない部
分もあるとは思いますが、そういう社会の中でこういう判
決が出た、しかも、今までセーフであったことが一転最高
裁で従前と異なる理論で著作権侵害行為とされたことに
よる影響というのは、非常に高いのではないかと個人的
には思っていて、実際にこの判決が出た後に事業振興
を考える立場の人などは、「やばい、これで日本のクラウ
ドは終わりだ」というような話を実際にしているのを耳にし
ました。
クラウド事業者を進めようとしている企業の人達は、カ
ラオケ法理の予測可能性のなさに本当に困っていました。
特に、MYUTA 事件が困るのだそうです。MYUTA 事件
がある限り、一対一対応でも危ないということになり、サー
バーにデータを置くということ自体で著作権侵害を問わ
れる可能性があると心配しています。これに加えて、継
続的に入力という点が問題となるまねきＴＶの最高裁判
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決を一緒に考えると、保守的な日本のクラウド事業者の
方が二の足を踏むのは分かります。
実は、最高裁判決が出るまでは、知的財産権法を専門
とされている学者の方で、まねきＴＶの判決に反対する
方って殆どいなかったのです。今回、最高裁判決で、今
までの判決がひっくり返されると大変な事になるからとい
うことで、学者の方々に意見書をお願いしようとして、しか
も、まねきＴＶにはお金がないので、無料で書いてくださ
い、というとんでもないお願いをしたところ、北海道大学
の田村善之先生が、まねきＴＶが著作権侵害とされると
大変だというような内容の意見書を書いてくださったので
すが、それが通らなくて残念でした。米国の場合だと、大
きな影響を与えそうな事案の審理がされている場合、
amicus brief として、当事者ではないけれども判決に重大
な関心を持つ人達が書面を作成して提出することがよく
行われているのですが、日本の場合はそういうのがない
のですよね。でも、一旦最高裁判決が出てしまうと後で
色々意見を言ってもどうしようもないので、判決が出る前
にその意見を言える機会があるといいのにな、と思いま
した。
この最高裁の判決の射程距離というのは結構狭いの
では、という意見があることは先ほど紹介したところです
が、個人的にもそうだろうな、と思います。継続的に入力
されたデータが全て著作権侵害になるようなケースって、
中身にかかわらず発しているデータが全て隣接権として
保護される放送事業者のものぐらいじゃないかと思いま
す。とはいえ、テレビであれラジオであれ、他者の放送
の利用を前提とするサービスはこれで恐らくすべて出来
ないということになってしまうでしょう。差戻後の審理が知
財高裁で係属中なので、私が、こんな諦めたようなことを
言ってしまったらいけないと思いますけども。ただ、最高
裁の判決が、あまり、解釈の余地がないものになってしま
っているので、正直厳しいところがあります。損害賠償に
ついて、知的財産権法の専門家たる知財高裁までが何
度も著作権侵害ではないとしたサービスを続けたことに
過失がない、と一生懸命主張するつもりです。
竹中： 上沼先生、貴重なお話ありがとうございました。

第６回 技術的手段回避関連規制について

第６回 技術的手段回避関連規制につ
いて ―著作権法と不正競争防止法の観点から
講師：飯田 圭（弁護士・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）
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Ⅰ 講師紹介
富岡： それでは開講します。私が弁護士の富岡です。
早稲田の法科大学院の客員教授をやっており、今朝も特
許紛争処理法を教えていたところです。
今日は、飯田圭弁護士に技術的手段回避関連規制に
関してお話ししてもらいます。このテーマはこのシリーズ
で複数回やることになると思いますが、ホットなテーマで
すから、色々な切り口から勉強していってほしいと思いま
す。
飯田圭弁護士について紹介しますが、1995 年に弁護
士登録されて、当初から私の所属する中村合同特許法
律事務所に勤務して、アメリカ留学を経て現在は同事務
所のパートナー弁護士をやっています。今は筑波大学
の大学院ビジネス科学研究科講師として、知財一般を教
えていますが、早稲田でも、去年も、このシリーズの授業
で、駒込大観音の仏頭すげ替え事件という、最高裁まで
行った著作権の有名な事件の原告の代理人をしていた
という関係から、その事件について色々お話ししていた
だきました。
今年は冒頭に述べたテーマについてやっていただく
のですが、飯田弁護士は、実務的には、特許も不正競争
も商標も著作権もやっています。この問題は不正競争防

止法だけでなく、技術的な問題や著作権も絡んでいます
が、飯田弁護士は、弁理士会からの依頼もあって、知財
戦略本部のコンテンツ関係の専門調査会などに出席した
りしてきました。アジア弁理士会（APPA）という組織の日
本部会、コピーライト委員会の委員長としてもこういう問題
を議論しています。
今日は、話すことがたくさんありそうなので、すぐに飯
田弁護士の方に話が入っていきたいと思います。それで
はお願いします。
Ⅱ 技術的手段回避関連規制
１ はじめに
飯田： ただ今ご紹介に預かりました弁護士の飯田圭と申
します。本日は技術的手段回避関連規制について著作
権法と不正競争防止法の観点から講義させていただきま
す。
まず講義の概観ですけれども、技術的手段回避関連
規制が問題となる典型例について幾つか紹介いたしま
す。その上で現行法の立法の経緯について、さらにその
ような経緯によって立法された現行法の内容について説
明させていただきます。その段階で、問題となる典型例
において、現行法上、誰のどのような行為がなぜ規制さ
れ、または規制されていないのか、について、理解して
いただきたいと思います。その上でさらに、改正法に係
る法改正の経緯について、さらにそのような経緯によっ
て改正された改正法の内容について説明させていただ
きます。その段階で、さらに、問題となる典型例において、
改正法上、誰のどのような行為がなぜ規制されることにな
り、または規制されることにならなかったのか、について、
理解していただきたいと思います。その上で、さらなる今
後の課題について簡単に説明させていただきます。
２ 問題となる典型例
飯田： まず問題となる典型例について幾つか説明させ
ていただきます。
一つ目、DVD に収録された映画等を他にコピーする
ことを禁止又は回数制限する CGMS 等の技術が施され
ることがありますが、その技術を無効化するプログラムを
インストールしたパソコン等を使用すれば、その映画等
を他にコピーできるようになります。
二つ目、有料ケーブルテレビ放送では、契約者以外
の者が視聴できないように番組にスクランブルが施され
ることがありますが、その解除装置を組み込んだチュー
ナーをテレビに取り付ければ、契約者以外の者でも番組
を視聴できるようになります。
三つ目、家庭用テレビゲーム機とそのゲーム機用ソフ
トウェアの間では、そのソフトウェアの記録媒体中の、通
常の複製では複製されない箇所にオリジナル識別信号
を記録し、使用時にその信号をそのゲーム機がチェック
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することにより、その信号を有しない海賊版等を使用でき
なくするシステムが採用されることがありますが、そのゲ
ーム機に特殊なチップを取り付ければ、そのゲーム機に
おいてその信号を有しない海賊版等を使用できるように
なります。
四つ目、家庭用テレビゲーム機とそのゲーム機用ソフ
トウェアの間では、同じように信号をチェックするシステム
が採用されることがありますが、その信号を有しない海賊
版等にその信号を付加する機器を使用すれば、そのゲ
ーム機においてその信号を有しない海賊版等を使用で
きるようになります。
五つ目、プリンターとプリンター用インクカートリッジの
間では、カートリッジにインク残量を記録するチップを組
み込んで、使用時にチップに記録されたインク残量をプ
リンターがチェックし、それによって第三者がインクを再
充填したようなリサイクル品のインクカートリッジをプリンタ
ーで使用できなくするシステムが採用されることがありま
すが、そのチップの代替チップをカートリッジに組み込
めば、そのようなリサイクル品のインクカートリッジについ
てもプリンターで使用できるようになります。
六つ目、ブルーレイディスクに収録された映画等を暗
号化し、復号化に必要な鍵等を機器メーカーにライセン
スする際に、その機器メーカーにその映画等の複製の
制御を契約上義務付けることがありますが、そのような技
術を無効化するプログラムをインストールしたパソコン等
を使用すれば、その映画等をアクセス・コントロールを回
避した上で他にコピーできるようになります。
七つ目、ソフトウェアをパソコン等にインストールし、ま
たはパソコン等で実行するためにシリアルナンバーやア
クセスキー等の入力を必要とする技術が施されることが
ありますが、クラックツール等を使用すれば、正規のシリ
アルナンバーやアクセスキー等を入力しなくても、そのソ
フトウェアをパソコン等にインストールしたり、またはパソ
コン等で実行できるようになります。
最後に、正規のゲームソフトに信号を付加して、その
信号をネットワークを通じてゲームシステムを管理するサ
ーバと認証して、その認証が成功した場合に限って、サ
ーバから ID・パスワード等の識別符号を付与して、その
識別符号を使用させてゲームサーバに接続させることに
よって、オンラインゲームを遊技させる技術が採用される
ことがありますが、ネット上では海賊版のユーザーに偽
造の識別符号を付与するオンラインサービスを提供する
ことが行われており、そのようなサービスを利用すれば、
信号を有しない海賊版でもオンラインゲームを遊戯でき
るようになります。
３ 現行法の立法の経緯及び内容
(1) WIPO 著作権条約及び実演・レコード条約
飯田： このような問題となる典型例が現行法でどのよう
に規制され、または規制されていないのかについて、現
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行法の立法の経緯について説明させていただきます。
まずスタートラインは、WIPO の著作権条約や実演・レ
コード条約です。WIPOの著作権条約は、日本が2000年
に締結しております。その11 条には、締約国は著作物に
ついて効果的な技術的手段を保護するために適当な法
的保護や救済について定めなければならない、と規定し
ています。また、WIPO 実演・レコード条約は、日本が
2002 年に締結しております。その 18 条には、実演やレコ
ードについても契約国に同様の義務を規定しています。
(2) 米国
飯田： このような WIPO の著作権条約や実演・レコード
条約を受けまして、例えば米国においては 1998 年に
DMCA（デジダルミレニアム・コピーライト・アクト）が制定
されました。この DMCA においては、1201 条(a)(1)項に
おいて、著作物のアクセス・コントロールの回避行為その
ものを規制しております。また、同(2)項において著作物
のアクセス・コントロールの回避装置等の製造・輸入・頒
布等さらには回避サービスの提供等を規制しております。
さらに、1201 条(b)項において、著作物のコピー・コントロ
ール等の回避装置等の製造・輸入・頒布等さらには回避
サービスの提供等を規制しております。他方、著作物の
コピー・コントロールの回避行為は DMCA においては特
に規制しておりません。なぜかというと、著作物のコピ
ー・コントロールを回避してコピーを行うことは、通常、著
作権法における複製権侵害に該当するので、DMCA に
おいて特に規制する必要がなかったからです。さらに、
1201 条(c)項において、このような DMCA におけるアクセ
ス・コントロールやコピー・コントロールの回避関連規制と
著作権法所定のフェア・ユースの抗弁等との関係につい
て規定しています。この 1201 条(c)項の規定の解釈をめ
ぐって、米国の判例法はかなり複雑な様相を呈しており、
フェア・ユースの抗弁等が優先するのか、それともアクセ
ス・コントロールやコピー・コントロールの回避関連規制
が優先するのかが、1201 条(c)項の解釈として裁判例で
争われています。その他、1201 条(d)項から(j)項におい
て DMCA における回避関連規制に対する例外が規定さ
れており、さらに 1203 条において民事的救済の方法が、
また 1204 条において刑事的制裁の方法がそれぞれ規
定されております。
(3) 欧州
飯田： 他方、WIPO の著作権条約や WIPO の実演・レコ
ード条約を受けて、欧州においては 2001 年に EU の著
作権指令が出されております。その 6 条 1 項においては、
著作物等のアクセス・コントロールやコピー・コントロール
の回避行為の規制に関して加盟国に義務を課していま
す。また 6 条 2 項においては、著作物等のアクセス・コン
トロールやコピー・コントロールの回避装置等の製造・輸
入・頒布、さらには宣伝・商業目的での所持まで、さらに

第６回 技術的手段回避関連規制について

は回避サービスの提供についても規制する義務を加盟
国に課しております。さらに、6 条 4 項においては、著作
権等に制限規定がある場合には、その著作権等の制限
規定がアクセス・コントロールやコピー・コントロールの回
避関連規制に優先することを明確に規定しています。そ
の他 8 条 1 項と 2 項において、それぞれ刑事罰と民事的
救済について加盟国に規定する義務を課しています。
(4) 日本
ア 現行著作権法の立法の経緯
飯田： このような欧米の状況に対して、日本においては、
まず、著作権法関係では、審議会のマルチメディア小委
員会の技術的保護管理関係のワーキンググループが、
1998 年 12 月に報告書を公表しております。
同報告書においては、まず著作権法において保護の
対象とすべき技術的手段は何かという点について、アク
セス・コントロールを著作権法で保護する必要はなく、コ
ピー・コントロールのみを著作権法で保護すべきであると
いう提言をしています。その理由は、著作権法において
複製権は支分権として規定され保護の対象とされていま
すが、アクセス権は支分権として規定されておらず保護
の対象とされていないため、著作権法において技術的
手段として保護すべきものも支分権として保護の対象とさ
れている複製権を保護するコピー・コントロールのみであ
るということです。具体的にコピー・コントロールとして保
護の対象とすべきものは、この段階では SCMS（シリア
ル・コピー・マネージメント・システム）や CGMS（コピー・
ジェネレーション・マネージメント・システム）や擬似シン
クパルス方式（マクロビジョン方式）が想定されています。
その上で、コピー・コントロールという保護の対象につ
いてどのような行為を規制の対象とすべきかという点のう
ち、まず回避行為そのものを規制すべきかどうかという点
については、それのみを独立に取り上げて規制する必
要はないと提言しています。なぜかというと、コピー・コン
トロールの回避は通常これを伴う複製が行われるため、
コピー・コントロールの回避を伴う複製行為を規制すれば
必要十分であるということです。より具体的には、コピー・
コントロールの回避を伴う複製は、非私的なもの、業とし
て行われるものについては、特に権利制限規定はなく、
複製権侵害になるので、特に手当ては必要がない。他方、
私的使用目的の場合、複製権が制限されていましたの
で、その点についてコピー・コントロールの回避を伴う複
製については、私的使用目的のものであっても複製権を
制限せず、複製権侵害とすることとする。 そのような方
向で対応していくべきであると提言しています。
次に、自ら回避を行うのではなく、他人のために回避
を行ってあげる、つまり回避サービスの提供については、
これは規制すべきであると提言しています。
さらに、回避装置やプログラム等を製造したり販売した
りする行為については、専ら回避行為に用いられる装置

等は規制の対象とすべきであると提言しています。
また、これらの行為を規制する場合に、民事的救済を
規定すべきなのか、刑事罰を規定すべきなのかという点
については、まず回避を伴う複製については、私的複製
の場合であっても私的複製の免責の例外として原則どお
り複製権侵害にすることにしたわけですけれども、刑事
罰についてはむしろ対象とすべきではないと提言してい
ます。なぜかというと、回避を伴って私的複製を行うという
のは個人ユーザーが行うことが想定されますので、その
個人ユーザーの行為を民事救済の対象にするにしても、
仮に故意であっても刑事罰までやるのはやや厳し過ぎる
だろうということです。
次に回避サービスや回避装置等の製造・販売等につ
いては、業者の行為を民事的に規制しようとするときに、
どの著作物等のどの著作権等の侵害、あるいは侵害み
なしとすればいいのかがわからず、損害賠償請求権や
差止請求権の請求権者を誰にしたらよいのかがわからな
いという問題があります。その結果、これらの規制の方法
としては、民事的救済ではなくて、刑事罰によることが提
言されています。
その結果、著作権法の一部を改正する法律案が、
1999 年に文化庁にて作成されます。今申し上げたような
ことが内容になっています。
イ 現行著作権法の論点
飯田： そして現行著作権法が成立します。このような現
行著作権法の下で幾つか論点が考えられますが、後述
する現行不正競争防止法の下での論点と重なる部分を
除き、特有の論点については、まず、現行著作権法はコ
ピー・コントロールを保護の対象とするけれどもアクセス・
コントロールは保護の対象としないことから、保護の対象
になるコピー・コントロールか、それとも保護の対象にな
らないアクセス・コントロールか、を峻別する必要が出て
きます。ところが、実際の技術は、純然たるコピー・コント
ロールや純然たるアクセス・コントロールに厳然と区別し
難いところがあります。技術の進展に伴い技術的な手段
が発達していくに従って、コピー・コントロールとアクセ
ス・コントロールを複雑にミックスしたような技術が出てく
るようになってきています。それが果たして現行著作権
法の下で保護の対象になるものなのかどうなのか、それ
を峻別しなければならないことが問題になります。
次に、コピー・コントロールの回避サービスの提供業者
や、コピー・コントロール専用の装置やプログラムの製
造・販売業者等については、明文の規定としては、民事
責任の対象として規定されておらず、刑事罰のみ規定さ
れておりますが、解釈論として、刑事罰の対象として明記
されているようなものが、果たして民事責任を一切負わな
いのか、が問題になります。
例えばクラブ・キャッツアイ事件の最高裁判例でいわ
ゆるカラオケ法理が採用されて以後、カラオケ法理に基
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づく規範的直接侵害の成否が様々な裁判例で検討され
ています。また、下級審においては、より端的な著作権
等の間接侵害の成否をめぐって、裁判例が分かれてい
ます。このようなカラオケ法理に基づく規範的直接侵害
の成否や著作権等の間接侵害の成否との関係で現行著
作権法で刑事罰の対象になるような業者が侵害差止責
任を負わないのか、が解釈論として問題になり得ます。
さらに、少なくとも民法 709 条の不法行為による損害賠
償責任は負うのではないだろうか、も問題になり得ます。
例えばときめきメモリアル事件に係る最高裁判例で、同
一性保持権侵害専用のメモリーカードを輸入・販売した
業者が、民法709 条の不法行為による損害賠償責任を負
わされたことがありましたが、これと同様に現行著作権法
の下で回避関連行為について刑事罰で規制されている
ような業者は、少なくとも民法 709 条の不法行為による損
害賠償責任は負うのではないだろうか、が議論されてい
ます。
ウ 現行著作権法の内容
飯田： 以上、現行著作権法の規制内容を表でまとめまし
た。縦軸がアクセス・コントロールとコピー・コントロール、
横軸が不正競争防止法と著作権法、さらにそれぞれ民事
的救済と刑事罰に欄を分けてあります。まず、アクセス・
コントロール・その回避関連行為は、著作権法において
は一切保護の対象、規制の対象になっていません（ただ、
非私的な回避を伴う複製は複製権侵害ですので、これは
アクセス・コントロールと関係なく民事的救済と刑事罰が
科せられています）。
次に、コピー・コントロールに関しては、回避装置等の
製造、回避装置等の提供等、回避サービスの提供につ
いて、刑事罰が規定されています。他方、民事的救済は、
先ほどの解釈論の問題です。
さらに回避行為そのものについては、民事的救済も刑
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事罰もありません。他方、回避を伴う複製については、非
私的なものの場合には当然複製権侵害になりますし、刑
事罰も科されている。他方、私的なものの場合には民事
的救済の対象にはなりますけれども、刑事罰は特に免責
されている。
この表により現行著作権法の規制内容が一覧できたも
のと思います。
エ 現行不正競争防止法の立法の経緯
飯田： 次に、不正競争防止法関係では、産構審の知財
政策部会デジタルコンテンツ小委員会と情報産業部会
基本問題小委員会デジタルコンテンツ分科会の合同会
議報告書が 1999 年に出されました。ここでは、コンテン
ツ提供業を保護するために法的ルールを設ける、その際
にコピー・コントロールもアクセス・コントロールも保護の
対象とする、という方向性が提言されています。ただし、
規制の導入に当たっては、必要最小限の規制内容にと
どめるように配慮する、という方向性も提言されています。
さらに不正競争防止法は、不正な競業を防止する法律で
すので、基本的に業者の行為を規制するものであって、
個人ユーザーの行為を規制するものではないわけです。
その結果、管理技術の無効化機能を有する機器等の提
供業を、不正競争行為として規制する、という方向性も提
言されています。
その結果、1999 年に、当時の通産省にて法律案が作
成されます。まず、コピー・コントロールのみならず、アク
セス・コントロールも保護の対象とします。次に、民事的
救済として、コピー・コントロール、アクセス・コントロール
問わず、技術的制限手段により制限されている映像又は
音の視聴若しくはプログラムの実行又は映像、音若しく
はプログラムを当該手段の効果を妨げることにより可能と
する機能のみを有する装置、若しくは当該機能のみを有
するプログラムを記録した記録媒体若しくは記録した機
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器を譲渡等し、又は当該機能のみを有するプログラムを
電気通信回線を通じて提供する行為、これらを不正競争
行為と規定し、これに対し差止請求権と損害賠償請求権
を付与することとされています。他方、必要最小限の規
制にするという方向性から、現行不正競争防止法は刑事
罰は規定しておりません。
オ 現行不正競争防止法の論点
飯田： このような現行不正競争防止法の下での論点のう
ち。まず保護の対象とされる技術的制限手段とは何かに
ついて解釈論があります。この点、WIPO の著作権条約
や実演・レコード条約、米国の DMCA、欧州の著作権指
令には、保護の対象とされる技術的手段は、効果的なも
のでなければならないことが規定されています。他方、
現行不正競争防止法上の技術的制限手段の定義規定に
は、技術的制限手段が効果的なものであることを要する
かどうかについては明記されていません。そこで、解釈
論として技術的制限手段が効果的なものであることを要
するかどうかが論点になります。
その解釈論とも関連し、ソフトウェアのシリアルナンバ
ーやアクセスキーが現行不正競争防止法上の保護の対
象とされる技術的制限手段に該当するかどうかが論点に
なります。この点、現行不正競争防止法上技術的制限手
段は「人の知覚で認識不可能な方法により…」と定義され
ています。他方、ソフトウェアのシリアルナンバーやアク
セスキーは、例えばコンピュータプログラムをパソコンに
インストールするときとか、コンピュータプログラムをパソ
コンで実行するときに、シリアルナンバーとかアクセスキ
ーを入力してくださいと要求されると、使用者において、
購入してきたときのソフトウェアの梱包物を見る等してて、
そこに記載されているシリアルナンバーやアクセスキー
を入力することが多いわけです。そうすると、ソフトウェア
のシリアルナンバーやアクセスキーは、現行不正競争防
止法上技術的制限手段の定義規定に該当しないのでは
ないか、という問題が出てきます。
このような技術的手段の効果性の要件との関連で、技
術的手段について効果的であることが要求されている
DMCA に係る米国の判例法を二つ紹介しますが、一つ
目が CAFC の 2004 年のチェンバレン事件の判決です。
このチェンバレン事件の判決で、CAFC は、著作権法が
著作権者に与える保護に合理的な関係を有するアクセス
形式の回避のみが禁止されるとして、著作権法や著作物
等の保護と全く無関係なアクセス・コントロールは DMCA
の回避関連規制における保護の対象にならないという判
断を下しています。二つ目がシックスサーキットの 2004
年のレックスマーク事件の判決です。このレックスマーク
事件の判決で、シックスサーキットは、アクセス・コントロ
ールが単にプログラムの実行のみを制限していても、そ
の制限を回避することなく、メモリー解析によりソースプロ
グラムにアクセスしてその内容を認識する等、他の対応

によって容易にプログラムにアクセスして利用することが
可能である場合には、そのようなアクセス・コントロール
は「effective」なものには該当せず、DMCAでは保護され
ない、と判断しています。
なお、以上と若干視点は異なりますが、関連する日本
の裁判例としては、三次元作図ソフトウェア事件に係る平
成19 年の東京地判があります。この事案では、多数のモ
ジュール・アプリケーションから構成されているビジネス
ソフトウェアについて、ライセンス契約に基づいて契約し
た分だけお金を払って、そのライセンスキーをもらって、
そのライセンスキーを入力することによって、その契約し
た分のソフトウェア部分だけ使えるようにされていたこと
に対して、クラックツールを使用することによって、契約し
ていない分を含むソフトウェア全部について、正規のライ
センスキーを入力しなくても使えるようになってしまった、
という事案です。この事件で、東京地裁は、クラックツー
ルにより本来アクセスできなかった部分を含む全体がア
クセスできるようになったことについて、翻案権の侵害を
認めましたが、この解釈論はやや無理があり、本来はア
クセス・コントロールの回避関連規制の事案だったので
はないかと思われます。ただ、その場合に、クラックツー
ルによって回避されてしまったライセンスに基づきアクセ
スキーを付与し、そのアクセスキーを入力することによっ
て各ソフトウェア部分にアクセスできるようにする、という
技術が、現行不正競争防止法上の技術的制限手段に該
当するのかどうか、について先に述べた論点があること
になります。
次に、現行の不正競争防止法では、技術的制限手段
の効果を妨げることによって回避を可能化する機器やプ
ログラムが規制の対象とされているわけですけれども、
では効果を妨げることによる回避の可能化とは何を意味
するのでしょうか。この点は、立法の経緯から、積極的に
技術的制限手段の効果を妨げることを要する、逆に言う
と、技術的制限手段に無反応な機器やプログラムは、積
極的に技術的制限手段の効果を妨げるわけではないの
で、現行の不正競争防止法の下では規制の対象とされ
ていないと言われています。
このような解釈との関係で、先ほどのチェンバレン事件
の 2004 年の CAFC 判決は、米国の DMCA のアクセス・
コントロール回避関連規制によって規制されるのは、回
避によって著作権法によって保護されている権利を侵害
し、またはその侵害を容易にする態様でのアクセスが可
能となる場合のみである、と解釈しています。
さらに、現行の不正競争防止法下で規制されている回
避プログラム等にデータ、特に非正規の ID やパスワード
が含まれ得るかどうかも、問題になり得ます。
また、現行の不正競争防止法では、回避装置やプログ
ラムは、回避の機能のみを有するものであることが要件と
して規定されていますが、技術的・客観的には他の機能
を有していると言えなくもないものの、社会的実態として
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は、一般的にはそのような他の機能には用いられていな
い装置やプログラムが出てきています。後ほど裁判例を
紹介します。
次に、不正競争防止法は、基本的に、業者の行為を規
制する法律であり、その性質上ユーザー個人の回避行
為を規制していませんが、実際に回避装置やプログラム
を用いて回避する個人ユーザーは、何の責任も負わな
いのか、場合によっては、不正競争防止法で規制されて
いる業者とともに、共同不法行為として民法719条の損害
賠償責任を負う可能性があるのかどうか、ということも論
点になります。
カ 現行不正競争防止法の内容
飯田： 改めて表により現行の不正競争防止法の規制を
まとめますと、まず現行不正競争防止法の規制は最小限
の規制であり、刑事罰は一切規定しておらず、民事的救
済のみ規定しています。かかる民事的救済に関しても、
保護の対象としてはアクセス・コントロールもコピー・コン
トロールも保護の対象としますが、その回避に関連する
行為については、まず回避行為や回避に関連する複製
行為は、通常ユーザー個人の行為ですので、業法として
の不正競争防止法においては規制されていません。
また、業者の行為についても、回避装置等の提供行為
は規制の対象としておりますけれども、回避装置等の製
造行為や回避サービスの提供行為は規制の対象として
おりません。なぜなら、最小限の規制にとどめることを前
提に、当時日本にはこのような行為の実態が存在してい
なかったからです。
キ 現行法下での利害対立状況
飯田： これで現行法が説明し終わったわけですけれど
も、現行法下において誰の利害がどのように対立してい
るのかを理解していただきたいと思います。
一方では音楽・映画・ゲームソフト・コンピュータプログ
ラムその他のコンテンツの国内外の創作者や製作者や
提供業者がいます。なお、コンテンツの創作者や製作者
や提供業者はずれる場合がありますので注意が必要で
す。コンテンツの提供業者は単にプラットフォームを提供
する者の場合もあり得ます。他方、そのコンテンツを享受
する国内外の消費者がいます。多くは個人ユーザーで
す。さらに、その消費者によるそのコンテンツの無償での
享受を誘引したり、惹起したり、助長したりする、装置や
プログラムやサービスを製造したり輸入したり販売したり
提供したりする国内外の業者がいます。これらの三つの
セクターの利害が対立している状況の中で、ある者のあ
る行為を規制したり規制しなかったり、という状況になっ
ているわけです。
その意味で現行法の明文での規制は必然的に限界が
あります。
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ク 現行法下での解釈論及び立法論の重要性
飯田： そうすると著作権法や不正競争防止法の解釈論
が現行法の下で重要になります。さらに、法解釈論でも
限界がある場合には、著作権法や不正競争防止法の立
法論も重要になります。このように法解釈論や立法論が
重要になっているのが現在の状況ということになります。
このような解釈論の一例として、マジコン R4 事件に係
る平成 21 年の東京地判を紹介します。先ほど説明したと
おり、不正競争防止法で規制の対象とされている装置や
プログラムは、回避の機能「のみ」を有するものであること
を要すると規定されています。ここにいう「のみ」要件の
解釈・適用が問題になりました。
この点、マジコン R4 は、技術的客観的には、オリジナ
ルソフトや音楽ソフト等のゲームソフトの海賊版以外のも
のを、DS で使うことができるようにするものでもあります。
ただ、社会・経済的な実態としては、一般的にはそのよう
な用途には用いられておらず、大多数がゲームソフトの
海賊版を DS で使うことができるようにするために用いら
れています。
他方、立法当時、規制を必要最小限にしたこととの関
係で規制の範囲が不明確にならないように「のみ」という
要件を課しました。
そこで、解釈論として「のみ」というのはあくまでも技術
的客観的に判断すべきなのか、それとも社会・経済的な
実態で判断すれば足りるのかが問題になります。
この点、東京地裁のマジコン R4 の裁判例は、後者の
立場を取り、その結果、マジコン R4 は、「のみ」の要件を
充足するという判断を下しています。
４ 改正法の改正の経緯及び内容
(1) 知的財産推進計画等
飯田： 次に、現行法の改正の動向についてお話ししま
す。まず、知財戦略本部の下にデジタル・ネット時代に
おける知財制度専門調査会が置かれ、2008 年に報告書
を出しております。ここにおいては、現行制度の実効性
の検証を行い、コンテンツの経済的価値を損なうような行
為があるとすれば、現行法の規制の在り方を見直して、
違法ソフトの一般ユーザーへの蔓延を防止するための
何らかの措置を講ずべきだと提言しています。より具体
的な案としては、不正競争防止法の規制を見直したり、あ
るいは単に著作権法においてもアクセス・コントロールの
回避関連規制を位置付けることが考えられるものの、アク
セス・コントロールの保護対象は、著作物とは限らないの
で、また、視聴やアクセスは著作権法の支分権の対象で
はないので、著作権法に位置付けられるかどうかは、慎
重に検討すべきであると提言しています。
さらに、知財戦略本部における知財による競争力強化
専門調査会及びコンテンツ・日本ブランド専門調査会が
2009 年に報告書を出しています。この報告書において
は、官民連携してインターネット上の著作権侵害コンテン
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ツに関する実態調査を行うとともに、その実態を踏まえて
コンテンツの技術的な制限手段の回避に対する規制の
在り方について検討を行い、必要な措置を講ずるべきで
あると提言されています。
それらを受けて、知財推進計画 2009 においては、被
害実態を踏まえてコンテンツの技術的な制限手段の回
避に対する規制の在り方について検討を行い、2009 年
度中に結論を得ると提言されました。もっとも、2009 年度
中に結論を得るには至りませんでした。
その後、さらに、知財戦略本部のコンテンツ強化専門
調査会の下におけるワーキンググループが 2010 年に報
告書を出しております。この報告書においては、現状の
被害実態を踏まえて、アクセス・コントロールの回避機器
等の規制について、対象行為を拡大し、製造や回避サ
ービスの提供も規制の対象とすべきであること、対象機
器を拡大し、「のみ」要件を緩和すること、回避機器等の
頒布等に刑事罰を設けること、回避機器等の水際規制を
設けること、回避行為そのものについても一定の限度で
規制することが必要であること、等を提言しています。
それを受けて、知的財産推進計画 2010 でもほぼ同様
の方向性を提言しており、具体的な制度改革案を 2010
度中にまとめるべきと提言しております。
(2) 著作権法改正
飯田： それを受けて、著作権法関係では、文化審議会
の著作権分科会が今年の一月に報告書を出しました。
まず従来保護の対象としていた技術的保護手段をどう
見直すかについては、SCMS、CGMS、擬似シンクパル
ス方式等、従来保護の対象としていた、フラグ型のコピ
ー・コントロール技術に加えて、技術的に分類するとアク
セス・コントロールになる CSS 等の暗号型の技術につい
ても、保護技術の客観的な技術的な側面のみならず、当
該技術が、契約の実態等とも相まって、社会・経済的にど
のように機能しているのかという点も含めて評価すること
によって、著作権の保護対象である支分権、複製権等を
保護するものとして機能しているものであれば、技術的
保護手段として保護の対象とすることが適当であるとの
方向性が出ています。
ただ、暗号型技術については、現在の暗号型技術と
いうのは、社会・経済的な実態としては複製権を保護す
るように機能するので、著作権法で保護の対象としてもよ
いけれども、ただ将来を考えると純粋な暗号型技術につ
いては、純粋なアクセス・コントロール機能しか有しない
ようなものがむしろふえてくることが予想され、そのような
状況になった場合には、また著作権法の保護対象から
は外れていきますと言っています。
さらに、ゲーム機やゲームソフトの間で用いられている
技術、これも客観的に技術的に見るとアクセス・コントロ
ールですけれども、社会的・経済的に見ると海賊版の防
止に役立ち、複製権を保護するものとして機能しているこ

とから、著作権法上の技術的保護手段として保護対象と
してよい、との方向性が出ています。
ただこの点についても、特にオンラインゲームの保護
技術については、純粋なアクセス・コントロール機能しか
有していないような技術が用いられており、それについ
ては著作権法における保護の対象にはならないであろう、
との整理がなされています。
次に、回避関連規制の内容それ自体については、引
き続き現行著作権法の整理が妥当であり、現行法の著作
権法と同じように規制をしていく、という提言がなされてい
ます。特に論点となったのは、回避そのものを規制すべ
きかどうかということであり、この点に関しては、回避その
ものは規制の対象にしないと提言しています。
他方、回避のための私的複製をどうするかについては、
今後の検討に委ねられるべき、と提言しています。
もっとも、今年度の国会には今日現在著作権法の一部
改正の法律案は提出されておらず、今年度中には法改
正が行われないかもしれません。
(3) 不正競争防止法改正
飯田： 他方、不正競争防止法関係では、産構審の知財
政策部会の関係小委員会が今年の二月に報告書を出し
ました。この報告書においては、まず「のみ」要件の見直
しについては、回避機能が中核的な機能なのかどうなの
かで捉えられるようにするとの方向が出されます。その結
果、「のみ」要件を「専ら」要件に変更することが提言され
ています。この点、特許法の間接侵害について、従来の
いわゆる客観的・にのみ型間接侵害の類型に、いわゆる
主観的・多機能型間接侵害の類型が立法で追加された
際には、客観的要件を緩和する代わりに主観的要件を追
加することとされましたので、今回も「のみ」要件という客
観的要件を「専ら」要件その他の要件に緩和するのであ
れば、主観的要件を付加したら、という議論もありました
が、主観的要件は導入しないとの提言がされています。
次に、製造行為を規制すべきか、については、相変わ
らず国内で回避装置等が製造されている実態があまりな
く、他方、製造行為を規制してしまうと、本来規制の対象
にならないかもしれないような機器・プログラムの製造行
為まで萎縮効果が生じてしまうということで、製造行為は
規制しないとの結論になっています。
さらに、回避サービスについても、実態が乏しく、しか
も仮に回避サービスの提供という実態があるにしても、例
えばユーザーから装置を受け取って装置を改造して、改
造した装置を引き渡すような場合には、改造した装置を
引き渡すところで現行法の規制で対応できるので、重ね
て回避サービスを独立して規制する必要なない、という
方向性が出ています。
また、回避行為については、不競法は業法ですので、
個人ユーザーの行為は規制しないとの方向性が確認さ
れています。
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他方、従来から規制されていた行為については、民事
的救済のみならず、刑事罰を導入すべきという方向にな
っています。さらに回避装置等の流通を規制するために
は、民事救済あるいは刑事罰のみならず、行政的な取締
り、特に水際の取締まりが非常に効果的であろうというこ
とで、水際措置を導入することが提言されています。
その結果、今年の四月、不競法の改正案が提出されま
した。近年の技術革新の著しい進展や、わが国産業の国
際競争力の強化を図る必要性の増大等に鑑み、技術的
制限手段の保護を一層強化するため、技術的制限手段
の保護の対象範囲を拡大し、技術的制限手段の効果を
妨げる装置の譲渡等に係る処罰規定を整備する必要が
ある、とのことです。その結果、今年の 5 月31 日、改正不
正競争防止法が成立しました。
実際に成立した法律においては、「のみ」要件の見直
しについて、「のみ」要件が削除された反面、回避の用途
に供するために行う業者の行為が規制されることになり
ました。ここにいう「ために」が主観的要件なのか、客観
的な用途の限定なのか、今後解釈論として議論されうると
ころですが、裁判の実務としては、仮に解釈論として主
観的要件であると解釈されたとしても、客観的な間接事
実や間接証拠で立証・推認することになるのであろうと思
います。また、刑事罰については、懲役や罰金が科せら
れ、併科される場合もあることとされました。
さらに、今年の 3 月 31 日、手続法としての関税法も改
正され、その結果、輸出してはならない貨物、あるいは
輸入してはならない貨物に不競法の 10 号、11 号所定の
装置等が追加されました。この改正関税法は、改正不正
競争防止法が施行された日から施行されることになって
います。他方、改正不正競争防止法に関しては、附則の
1 条で公布から六カ月以内の政令で定めた日に施行さ
れることになっています。
５ 今後の課題
(1) Jailbreak
飯田： 以上の改正法以降、日本におけるアクセス・コン
トロール回避関連規制にどういう課題があるのか、につ
いて、まずはアメリカの DMCA の動向を紹介します。
アメリカの DMCA では 2010 年の 7 月に規制に対する
例外が追加されました。具体的にはユーザーが合法的
に入手したアプリケーションなどを実行するために
Jailbreak する行為が規制の例外にされました。もっとも、
今後の日本の法改正について Jailbreak が課題になるの
かというと、なりにくいと思います。
この点、アメリカの DMCA で Jailbreak が例外になった
のは、アメリカの利害対立状況の事情があります。具体的
に言うと、スマートフォンの市場でアップルがフォーマッ
ト・ホルダーとして君臨していることについて、米国で強
大な力を持っている映画産業や音楽産業などのコンテン
ツ・ホルダーはフォーマット・ホルダーに隷属してしまい
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かねない状況を危惧しますし、しかもグーグル等の別の
フォーマット・ホルダーもいるわけです。
そうすると米国の産業政策としては、アップルにフォー
マットを独占させない、別のフォーマット・ホルダーとして
のグーグルを育て、コンテンツ・ホルダーとしての映画産
業や音楽産業をアップルに隷属させない、という政策を
採り、その結果、ユーザーの Jailbreak をフリーにする、と
いう政策を採ります。
他方、日本の状況については、電子出版は格別、従
来アクセス・コントロールの関係で日本でメインに考えら
れていたゲーム産業では、コンテンツ・ホルダー及びフ
ォーマット・ホルダーとしての任天堂やソニーがおり、コ
ンテンツ・ホルダーとしてのコナミやスクウェアエニックス
などのソフトウェア企業がいるのに対して、回避専用のプ
ログラムや装置を製造している中国企業などの外国企業
が利害対立しています。そのような状況の下で、日本に
おける産業政策として、ユーザーの Jailbreak をフリーに
しても、日本の産業はよくならない。そうすると、Jailbreak
をフリーにすることは、日本の今後のさらなる法改正のた
めの検討課題にはなりにくいことになります。
(2) ＡＣＴＡ
飯田： 次に、ACTA（anti counterfeiting trade agreement）
について、2011 年 5 月に外務省が発表したテキストに基
づき日本が批准するために国内法をさらに改正する必
要が出てきてしまうかどうかを見てみます。
確かに、ACTA には article27 の Paragraph 6 に色々な
加盟国が規制すべき行為を列挙しており、その中に例え
ば回避行為そのものとか、回避装置・プログラム等を販売
の申し出をする行為、さらには製造行為、その他、日本
の現行の著作権法あるいは不正競争防止法が規制の対
象としていない行為が規定されてます。
しかしながら、ACTA を日本が批准すると、日本は現
行法を改正しなければならないのかというと、実はそうで
はありません。
その理由の一つは、(ii)と(i)の上にある(a)のところに「to
the extent provided by its law」と規定されているため、加盟
国は国内法で定める限りにおいて定めなければいけな
いいうレベルの義務しか負いません。
また一つは、ACTA では Footnote 14 において保護の
対象とすべき Technological measurs が定義されており、
この定義によると、Technological measures は、「relevant
access control or protection process, such as encryption or
scrambling, or a copy control」とされております。これによ
ると、アクセス・コントロール又はコピー・コントロールにつ
いてのみ、規制していれば、条約上の義務は果たしたこ
とになり得ます。このように、Footnote14 のアクセス・コント
ロールとコピー・コントロールが「or」で結ばれている結果、
どちらかについて保護の対象として規制を規定していれ
ば、条約上の義務は果たしたことになる可能性が高いと
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言われています。
以上により、ACTA を批准するかしないかによって日
本がアクセス・コントロール回避関連規制について新た
な課題を背負うというような状況にもないわけです。
(3) 電子配信
飯田： では、それ以外にどういう課題があるのかですけ
れども、一つは電子配信の関係です。これは昨年度の九
月に内閣官房の知財戦略推進事務局が公表したペーパ
ーでは、ネットワーク上で有料配信している映像や電子
書籍等ではアクセス・コントロール技術を用いているもの
も出てきており、現時点では回避機器・プログラム等があ
るという明確な情報がないものの、今後はそういうものが
登場する可能性がある、と指摘しています。
もっとも、昨年の九月にもう既にこういう課題を認識して
はいるのですけれども、知財推進計画 2011 にどのように
規定されているかというと、コンテンツの電子配信を促進
すると一応規定されてはいますが、この項目の中で具体
的に列挙されている事項には、コンテンツの電子配信の
関係でアクセス・コントロールの回避関連規制を見直す
べきかどうかについては、一切規定されていません。で
すので、認識された課題を具体的に検討しようというよう
な状況にはなってないというのが現状です。
(4) クラウド・コンテンツサービス
飯田： もう一つがクラウド・コンテンツサービスの関係で
す。これは今年の一月の文化審議会の著作権分科会報

第７回 国際知財紛争における課題
について
講師：紋谷 崇俊（法政・立教大学ＬＳ講師・ＫＩＴ客員教授
／弁護士・弁理士・ＮＹ州弁護士）

司会：竹中 俊子（早稲田大学・ワシントン大学教授）
Ⅰ はじめに
Ⅱ 講義
１．イントロダクション
(1) 国際知財紛争とは
(2) 問題の所在
２．日本における国際訴訟に係る課題
(1) 国際裁判管轄
(2) 準拠法
(3) その他（輸出入・並行輸入）など
３．諸外国における国際訴訟に係る課題
(1) 諸外国（米・独・中など）との制度の違い
(2) 国際訴訟における考慮要素

告書で認識しているところとしては、「今後のクラウド化の
進展等に伴い、アクセス・コントロールの機能のみを有す
る暗号型技術が多く用いられるようになることが十分に予
想される」、他方、そのようなアクセス・コントロールそのも
のについては、「技術的保護手段としての著作権法で保
護される技術的保護手段としては位置付けるとの結論を
得ることは適当ではない」という結論に至っています。
この点に関して知財推進計画2011 がどう規定している
かというと、「わが国におけるコンテンツのクラウド型サー
ビスの環境整備を図るため、法的リスクの解消も含め、著
作権制度上の課題について整備し、必要な措置を講じ
る」と規定しています。
もっとも、ここでクラウドの進展のために法的リスクの解
消を検討すべきだというのは、著作権等の間接侵害を立
法化することによって、カラオケ法理の適用により侵害の
成立範囲が不明確になっているところを明確化しよう、ま
た、場合によっては、日本型フェア・ユース規定の更なる
類型をクラウドの関係で立法化していくかどうか、というこ
とを含意しているに留まり、アクセス・コントロール回避関
連規制の見直しは含意していません。
以上の通り、電子配信とクラウド・コンテンツサービスに
ついて、今後の課題はあり得るけれども、現状では具体
的に検討課題として挙げられているわけではない、その
ような状況になっています。
以上、一たん終わりにさせていただいて、質問等があ
ればお受けしたいと思います。

Ⅰ はじめに
竹中： それではこれから授業を始めたいと思います。紋
谷先生は、日本と米国ニューヨーク州の弁護士資格をも
って国際的な知財実務をしていらっしゃるだけではなく、
法政大学の法学部や立教大学の法科大学院で知的財
産法を教えたり、金沢工大の大学院でも米国特許実務に
ついて講義をなさっていらっしゃいます。今日はテーマ
といたしましては、国際知財紛争における課題について
という非常に広いテーマでお話すると伺ってます。
先生の方は色々皆さんと対話をしたいということで、で
きたら時々当てたいという風におっしゃっておりますので、
予習をしてこない程度で答えられるような質問にしてくだ
さいねと私の方からお願いしてあります。
紋谷： 本日(平成 23 年 6 月 11 日)の授業は、パワーポ
イントを使いながら説明しますが、参考資料としては皆さ
んにお配りしたのは、(1)レジュメ、(2)基本的な教科書（紋
谷暢男『知的財産法概論』〔第 2 版〕（有斐閣）（抄）1、以下
「教科書」と記す）、(3)裁判例三件（最判平成 13 年 6 月 8
1

本文頁数は第 2 版のもの、最新〔第 3 版〕375 頁以下参照（以下同じ）。
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日民集55 巻4 号727 頁〈ウルトラマン事件〉、知財高判平
成 22 年 9 月 15 日最高裁 HP〈モータ事件〉、及び最判平
成 14 年 9 月 26 日民集 56 巻 7 号 1551 頁〈カードリーダ
ー事件〉）です。
それから(4)民訴法の改正法案2です。知的財産法の講
義であるのに、何故、民事訴訟法を取り扱うのかと、疑問
に思う方もいるかもしれません。特に難しい議論ばかりに
入るつもりはありませんが、知的財産法は民事訴訟の場
面で問題になることが多いですし、皆さんが弁護士等と
して知財業務を取り扱っていく中で、海外的要素に少な
からず直面する場面があると思います。
今回の授業では、著作権のケースのみならず、特許の
ケースも対象として、そのような国際知財紛争の場面に
おいて、どのように対応をすべきか、という基本的な話を
していきたいと思います。
Ⅱ 講義
１．イントロダクション
(1) 国際知財紛争とは？
紋谷： 今回取り扱うのは「国際知財紛争」ですが、まず
はこの中で知財法を選択してる人は全員ですか。知的財
産法の選択はそんなに多くはないんですか。
竹中： 知的財産法を何かしら取ったことがある人？三分
の一ぐらいですね。
紋谷： 皆さん法科大学院生ですから、「知財」の「紛争」
はわかると思いますが、その上に「国際」が付くと、実際
にはイメージしにくいかもしれません。私は、弁護士とし
て、海外関係の知財紛争も扱っていますし、法科大学院
で外国の知財実務を教えたり、実際にアメリカやドイツ等
に行って知財紛争を経験しています。
そこで、教科書を見てわかるような事だけでなく、実際
の国際知財紛争について、皆さんに話をしたいと考えて
います。特に難しい問題を聞くつもりありませんが、この
講義では、適宜学生に質問をしながら進めていきたいと
思います。多分竹中先生からも聞いていると思いますが、
アメリカなどの講義では、先生と生徒との対話で進めて
いく形式もあります。ロースクールでもそのような形式で
授業をする先生もいると思います。今回は、そんなに難
しい内容についてお聞きする訳ではありませんので、別
に構えることもないので、気楽に答えてください。
まず「国際知財紛争」というと、どういうものを思い付き
ますか？
学生Ａ： 日本の DVD やゲームの海賊版が東南アジア
で発売されていることを思い浮かべます。
紋谷： そうですね、実際そのようなことが問題になって
います。私は、小泉内閣が知財立国というスローガンを
掲げて日本の知的財産法の強化をしていたときに、経済

2

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00086.html 参照
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産業省の知的財産政策室で課長補佐をやっていたことも
ありました。
その際にも模倣品対策は政策課題になりました。中国
の中央政府は、知的財産法を改正して、保護強化を図ろ
うとしていますが、地方ではきちんと法律を守らないとい
うような実情にも頭を悩ませていました。最近は、中国で
も知財訴訟を通じて知的財産権が保護されてきているよ
うですが、そのようなことも含めて話していきたいと思って
います。では後ろの方、他に知財紛争というと、どのよう
なものを思い浮かべますか？別に難しい例ではなく、最
近聞いた具体例などで構いませんが。
学生Ｂ： ピア・ツー・ピアのサイトに動画を投稿してそれ
を世界各国に配信してしまった事件があると思います。
紋谷： だいぶその核心を突いてきました。最近、著作権
関係では、特に、後で話しますが、ユビキタス侵害等と呼
ばれていますが、インターネットで配信さえすれば世界
各国で見ることができる、そのため一つの配信行為をす
ればどの国でも侵害になるのではないか、そのような場
合にどこで訴訟を提起することができるのかというような
問題も生じています。
最近3ホットなニュースでは、皆さんの中にもスマートフ
ォンを持ってる人が結構多いと思いますが、今スマートフ
ォン業界で Android 対 iPhone や iPad との争いが生じて
いるのをご存知でしょうか？サムソン対アップルの間で
知財紛争が生じていますので、ご参考までにプロジェク
ターで関連資料を投影します。
まず平成23 年4 月19 日付けの The Wall Street Journal
（ウェブ版）を見ると、タイトルが｢Apple：Samsung Copied
Design｣とあり、写真にiPadやGalaxy Tab の画像があるの
でお分かりだと思いますが、「Apple’s lawsuit, filed Friday
in the U.S. District Court of Northern California, alleges that
Samsung copied the look, product design, packaging and
user interface of its products, violating its patents and
trademarks.」とあるように、まずは、アップルがサムソンを
アメリカの連邦地裁で特許権等の侵害で訴えたという、
第一アクションについて報じています。
これに対して、それから三日後の平成 23 年 4 月 22 日
付けの The Wall Street Journal（ウェブ版）を見ると、
「Samsung Sues Apple on Patents」とタイトルにあり、今度は
サムソンがアップルを特許権等で訴えたと報じています。
このように、訴訟を提起された側(被告)が、訴訟を提起し
てきた側(原告)に対して、逆に訴訟を提起して、応戦す
るということが、知財紛争の世界でもよくあります。訴訟合
戦の末、最後は判決や和解で決着を見るのが通常です。
ただ、ここで着目して欲しいのですが、サムスンはどこで
アップルに訴訟を提起したかというと、このニュースには
3

ただし、講義日（平成 23 年 6 月 11 日）を基準としている。
なお、アップル・サムスンのその後の訴訟の状況等については、拙稿
「国際知財紛争の近時動向と留意点」月刊ビジネス法務 2012 年 12 月号
12 頁以下などを参照。
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「 Samsung Electronics Co. said Friday it filed patent
infringement lawsuit against Apple Inc. in Seoul, Tokyo and
Germany…」とあり、アメリカではなく、韓国(ソウル)と日
本(東京)とドイツで、アップルを訴えていることがわかり
ます。
これが国際知財訴訟の実務です。実質的に一つの争
いについて、ある国で訴訟提起をすると別の国にも飛び
火しているということがわかると思います。
ここで、ご参考までに、アップルがサムソンに対して米
国特許訴訟を提起した訴状を取り寄せましたので、プロ
ジェクターに投影します（下記参照）。
日本の訴状は見慣れていると思いますが、米国の訴
状を見るのは初めてでしょうか。英語で書いてはあります
が、訴状に訴えの基本的な内容が記載されるのは日本
でもアメリカでもドイツでも一緒です。無論、具体的な記
載内容は、各国の訴訟制度の違いに応じて、異なります
が。本件の訴状を見ると、訴訟の概要(THE NATURE OF
THE ACTION)に続き、最初に当時者(THE PARTIES)と管
轄(JURISDICTION, VENUE)が記載されています。それか
ら、背景事情に続き、アップルの知的財産権（APPLE’S
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ）として、iPhone や
iPad やそのアイコンの写真と共に、特許（Utility Patents）、
意匠（ Design Patents ） 、商品形態（ Trade Dress ） 、商標
（Trademarks）が列挙され、それに引き続いてサムソンの侵
害品（ SAMSUNG’S INFRINGING PRODUCTS ） と し て 、
Galaxy やそのアイコン等の写真が掲載され、iPhone 等と
の比較が論じられ、最後に、請求原因（ CLAIM FOR
RELIEF）と、損害賠償と差止め等の救済方法（Remedy）に
ついて請求の趣旨の申立て（PRAYER FOR RELIEF）が記
載されています。本当は時間あればゆっくりやると面白
い内容なのですが、時間がないので、ここでは簡単に触
れるにとどめます。
本題に入りますが、この講義では、「知的財産権にお

ける課題」として、国際的に知財紛争になったら何を考え
るべきか、ということをテーマにしました。「２．日本におけ
る国際訴訟に係る課題」では日本での訴訟を念頭にして
話をし、「３．諸外国における国際訴訟に係る課題」では
海外での訴訟も含めた幅広い意味における国際訴訟に
ついて話をすることとします。皆さんが法科大学院にお
いて基本的な教科書等で勉強するのは、上記「２．」が中
心だと思います。そのため、「２．」についてはレジュメで
も多めに記載し、本講でも多めに話をしますが、「３．」の
諸外国における国際訴訟の方が実務的には興味深いと
思います。いずれにせよ国際知財訴訟の実務の全体像
に関して、私の実務家としての生の経験に基づいてお話
をできればと思っています。
(2) 問題の所在
紋谷： まず「問題の所在」に入りますが、何故、国際知財
紛争が生じると思いますか？
学生Ｃ： さっきの iPhone のように、特許権に関わるもの
が世界的に流通してるから。
紋谷： そうですね、現在は経済のグローバル化によっ
て商品の流通やビジネスは国境を越えて行われていま
す。では特許訴訟はどこで提起できると思いますか？
学生Ｄ： 特許権が登録されている国。
紋谷： そうですね。それが問題なのです。
a. 属地主義
紋谷： 「属地主義」4という概念を聞いたことありますか？
知的財産権は各国ごとに成立し効力を有します。例えば
特許権ですと、基本的には、米国特許はアメリカに出願
して登録されないと成立しない、中国特許は中国で出願
して登録されないと成立しない、ということになる訳です。
そこでどのようなことが生じるかと言えば、一言でパッ
チワークが生じることになります。商品はグローバル経済
で世界的に流通する。しかし、自分の知的財産権を行使
して差止めることができる場所は、知的財産権が存在し
行使できる国だけというになります。そのため、皆さんが
弁護士や企業の顧問として知財戦略を考える場合には、
どうやって世界規模でビジネスを展開するのか、各国ご
との知的財産権のエンフォースメント(行使)に関する違
いをどう克服するか、ということが問題になるのです。
b. 条約による対応とその限界
紋谷： 知的財産権の成立や効力が各国ごとに異なると
困りませんか？どうしたらいいですか？
学生Ｅ： そうですね、条約などで、各国の統一基準があ
った方が、ビジネスする上では確実に便利ですね。
4

［アップルがサムソンに対して米国特許訴訟を提起した際の訴状］

後出の最判平9・7・1 民集51・6・2299〈BBS 事件〉は、以下のように判示し
ている（前出カードリーダー事件においても引用）。
「特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、
移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当
該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである」（前出
紋谷『知的財産権法概説』〔第 3 版〕378 頁参照）。
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紋谷： そうですよね。そこで条約で各国の知的財産法
制の調和(ハーモナイゼーション)ができないかという問
題が出てくるわけです。
特許権など工業所有権関係についてはパリ条約があ
ります。ご参考までに、パリ条約はお配りした教科書の
385 頁以下5に掲載されています。
例えば、パリ条約 2 条（教科書 385 頁6）は、以下のよう
に、パリ条約の締結国の国民について内国民待遇を認
め、等しく権利能力を認めます。従って、例えばアメリカ
人も、日本人同様、日本で特許出願を行い、特許権を享
有することができます。
「各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、
この条約で特に定める権利を害されることなく、他の
すべての同盟国において、当該他の同盟国の法令
が内国民に対し現在与えており又は将来与えること
がある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、
内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民
と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対
し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。」
もっとも、パリ条約4 条の 2(1)（教科書387 頁7）は、特許
独立の原則とも呼ばれてますが、以下のように規定し、
例えば日本とアメリカで特許権が成立したような場合には、
各国の法律に従って相互に独立して効力を有する旨を
定めています。
「同盟国の国民が各同盟国において出願した特許
は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない)にお
いて同一の発明について取得した特許から独立した
ものとする。」
他方、著作権に関してはベルヌ条約（教科書 395 頁以
下8）があります。ベルヌ条約の 5 条(1)（教科書 396 頁9）
は、以下のように規定し、先ほどのパリ条約と同様、内国
民待遇を認めています。
「著作者は、この条約によって保護される著作物に
関し、その著作物の本国以外の同盟国において、そ
の国の法令が自国民に現在与えており又は将来与
えることがある権利及びこの条約が特に与える権利
を享有する。」
もっとも、特許権と著作権では、権利発生方法はどのよ
うに違いましたか？
学生Ｆ： 特許は出願手続が必要ですが、著作権は不要
です。
紋谷： そうですよね。そこでベルヌ条約 5 条(2)（教科書
396 頁10）には、上記(1)の規定に続けて次のように規定し
5

同〔第 3 版〕405 頁以下に相当
同〔第 3 版〕405 頁参照
7
同〔第 3 版〕407 頁参照
8
同〔第 3 版〕415 頁参照
9
同〔第 3 版〕416 頁参照
10
同〔第 3 版〕416 頁参照
6
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てあります。
「(1)の権利の享有及び行使には、いかなる方式の
履行をも要しない。」
ということは、特許権では、権利を取得するために各国
で出願手続が必要になりますが、著作権は無方式で、例
えば絵を描いたらその時点で発生し、ベルヌ条約によっ
て例えばアメリカでもドイツでも保護されるということにな
るわけです。加えて、ベルヌ条約は著作権の成立や効
力などに立ち入った規定を設けており、著作権は、特許
権ほど属地主義の要請が厳格でないようにも見受けられ
ます。
ただ、ベルヌ条約5条(3)は以下のように規定しており、
著作権が各国で保護されるとは言っても、保護の範囲や
救済方法などは、各国ごと保護法によって異なることにな
ります。
「著作物の本国における保護は、その国の法令の
定めるところによる。」
このように条約があっても、権利保護が全て同じになる
わけではありません。特許の場合は、出願手続きに関し
ては今は特許協力条約（PCT）等によって、同時に何ヶ国
かで出願してしまうこともできますが、特許独立の原則で、
アメリカの特許と日本特許は別々の効力を有します。著
作権の場合、無方式で他の国でも保護されますが、保護
国法によって保護のあり方が違ってきます。その他に重
要な条約として TRIPs 協定等がありますが、今述べた原
則はそのままですので、ここでは時間の都合で省略しま
しょう。
条約は、一定程度のハ－モナイゼーションを図ってい
ると言えますが、限界があります。手続面と実体面で区別
して言えば、どちらかというと手続面ではハ－モナイゼ
ーション図りやすい。ただ、実体上の権利になると、各国
の政策的な問題もありますので、全く同じという訳にはい
かないということです。
c. 契約による対応とその限界
紋谷： 皆さんは、ロースクールを終えて弁護士になった
ら必ず契約書を書くことになります。その際、契約書の末
尾には準拠法（governing law）とか管轄（jurisdiction）等の
規定を置くことになります。
このような規定は、雑則（miscellaneous）と言われており、
通常、当事者は、あまり関心を有していない条項です。
しかし、紛争になると問題が顕在化します。例えば、日
本法と外国法で解釈が異なる場合、何法に準拠して契約
を理解すべきか。東京地裁（Tokyo District Court）で訴訟
を提起することができるのか。相手はどこで訴訟を提起し
てくるか。などが問題となります。
紛争解決手段として、裁判の他に、仲裁（Arbitration）と
いう選択肢もあります。仲裁は、裁判所ではなく、仲裁人
を選定し、その判断に服することにより紛争を解決する方

第７回 国際知財紛争における課題について

法です。専門的・技術的な仲裁人を選定すれば、実務的
に適切な判断をしてくれるというメリットもありますが、他
方で、仲裁人の資質によっては不適当な判断がなされる
リスクもあり、裁判所と比べていずれが良いかは、ケー
ス・バイ・ケースだと思います。
もっとも、このような条項に従って紛争解決が図られる
のは、あくまで当事者間に契約がある場合だけです。特
許権侵害訴訟では、契約関係にない当事者が訴訟を起
こすのが通常です。無論、一度ライセンス交渉をして和
解契約を締結している当事者間で特許紛争が生じた場
合には、どの管轄でどの法律に準拠して紛争を処理する
かが契約で規定されていれば、その契約条項に従えば
よいと思いますが契約関係にない通常のケースでは、知
財紛争の管轄・準拠法は、各国の法制度に応じて判断さ
れることになります。このような管轄や準拠法如何によっ
て、皆さんのクライアントが勝つか負けるかが分かれてく
ることもありますので、実務上は極めて重要な問題である
というのが実情です。
これで「１．イントロダクション」が終わりましたので、これ
から本論に入ってきます。先ほども言ったように｢３．諸外
国における国際訴訟｣の方が実務的に面白いのですが、
時間やプライオリティの関係もありますので、「２．日本に
おける国際訴訟」から始めたいと思います。
２．日本における国際訴訟に係る課題
紋谷： 日本において国際訴訟になったらどういう問題が
生じるでしょうか。ここでは三つのテーマを扱います。
まず「(1) 国際裁判管轄」です。国によって知的財産権
の保護が異なっている場合には、どの国の裁判管轄に
服するのかということが一つめの重要な問題になってき
ます。
次に「(2) 準拠法」です。先ほど、例えば同じ特許であ
っても、国によって違う権利内容であるという話をしました。
例えばアメリカ法なのか、日本法なのか。これによって法
的保護が変わってくるので、問題となるのです。
最後に「(3) その他」は商品の流通に関する問題です。
製品を輸出入した場合国内外で侵害が生じるかという問
題があります。また、皆さん、並行輸入版の CD やブラン
ド品などはご存知ですね。特許製品などを流通に置いた
場合には、その物に係る権利は目的を達成したものとし
て消尽し、後にその物を購入して使用・販売等をする者
に権利行使できなくなりますが（消尽論）、国境を跨ぐ流
通の場合にも消尽するのか（国際消尽）等も問題となりま
す。もっとも、これらは本講との関係では付随的な争点で
すので、時間の関係では、あまり立ち入らずに、教科書
に委ねることにするかもしれません。
(1) 国際裁判管轄
ａ．国際裁判管轄とは
紋谷： 「国際裁判管轄」とは、一般に、ある渉外的要素を

含む紛争事件が何処の国の裁判所によって処理される
かという問題ないし、これに関する定めであると言われて
います。
具体的に、日本において国際裁判管轄が問題となる
ケースとしては、二つの場面があります。一つ目は、これ
から事件処理をする段階で、外国の人や企業が関係す
る訴訟の提起について、日本に管轄が認められますかと
いう問題です。二つ目は、外国ですでにされた判決につ
いて、日本における承認執行が認められるかという問題
です。
前者を「直接管轄」、後者を「間接管轄」と呼ぶこともあ
ります。後者については、例えば中国と日本はいまだに
相互の承認執行は認めてません。ですから日本で判決
しても中国で執行はできないことになりますが、この問題
は後でお話ししましょう。
国際裁判管轄に関しても、条約において取決めをしよ
うとして、ハーグ国際私法会議などで色々議論されまし
たが、まだ国際管轄一般について条約は纏まっていま
せん。そのため、我が国は、お配りした民事訴訟法改正
をしてルールを明確化したのです。
この民事訴訟法の改正案は、多分皆さんの法令集に
は未だ掲載されていないと思いますが、数奇な運命を辿
っています。去年も、国会に法案として提出されましたが、
衆議院は通過したものの、参議院本会議で審議される直
前に、鳩山元首相が辞任してしまったので、流会になり、
成立しませんでした。昨年の秋の国会で再度衆議院で
審理され、継続審理となって、平成 23 年 4 月 28 日に参
議院を通過して、やっと法律として成立したのです。ただ
し、まだ施行はされてませんので、当座、皆さんのお手
元の条文が適用されることになります。
ｂ．国際裁判管轄の判断基準
紋谷： 現行民訴法には、国際裁判管轄の規定はなかっ
たわけですが、どのように国際紛争について管轄の有無
が決められていたと思います？
学生Ｇ： 条理ですか。
紋谷： そうですね。条文がないのであれば、そういうよう
な一般法理によって決めるしかないのかもしれません。
では、当時は、学説はどう考えていたのでしょうか。民
訴法の改正法案には国際裁判管轄の規定がありますが、
その明文がないときの問題です。
当時は国際裁判管轄の規定はないけれども、国内の
裁判管轄の規定はありました。例えば不法行為で、交通
事故に遭って被害者が足の骨が折れた場合、「不法行為
があった地」として加害行為地又は結果発生地において
訴訟を提起することが可能です。
そこで、その国内の裁判管轄の規定を国際紛争にも
用いて、国内裁判管轄が認められれば、当然に国際裁
判管轄の存在も推知されるという説(①逆推知説)があり
ました。ただ、画一的に決めるのは妥当でないとして、裁
69

＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業

判の適正、当事者間の公平、手続に沿うかという観点か
ら総合的に判断する説(②管轄配分説)が提唱され、そ
の中で、修正逆推知説というように、管轄規定の趣旨を
生かしながら、実質的に考えるという見解も出てきました。
これが民訴法の通説的な考え方です。
判例はどうかというと、まず外国の航空会社が外国で
起こした航空機墜落事故について、日本の遺族の航空
会社に対する損害賠償請求訴訟が日本国内で認められ
るか問題となった事案があります。そこでは「被告が外国
に本店を有する外国法人である場合はその法人が進ん
で服する場合のほか日本の裁判権は及ばないのが原則
である」が、「当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期す
るという理念により条理にしたがって決定するのが相当
であ」ると述べた上、「わが民訴法の国内の土地管轄に
関する規定その他民訴法の規定する裁判籍のいずれか
がわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につ
き、被告をわが国の裁判籍に服させるのが右条理に適
う」と判示されています（最判昭和 56 年 10 月 16 日民集
35 巻 7 号 1224 頁〔マレーシア航空事件〕）。
上記の原則論に対しては、判例上、「我が国で裁判を
行うことが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期すると
いう理念に反する特段の事情があると認められる場合に
は、我が国の国際裁判管轄を否定すべき」と例外論が述
べられています（最判平成 9 年 11 月 11 日民集 51 巻 10
号 4055 頁〔ドイツ車預託金事件〕）。
知財紛争の場合は、属地主義の原則から、海外の例
えばアメリカの特許権に基づく侵害訴訟を日本で提起で
きないと主張された例もありますが、属地主義は実体法
の話であって、裁判管轄を否定するものではなく、準拠
法の適用も認められると解されています（前出カードリー
ダー事件（最判平成 14 年 9 月 26 日）参照）。そして、国
際裁判管轄の有無は、これと同様の基準で判断されてい
ます（前出ウルトラマン事件（最判平成 13 年 6 月 8 日）参
照）。では、どのような民訴法上の管轄規定が、知財紛争
の際に用いられると思いますか？
学生Ｈ： 普通裁判籍の管轄ですか。
紋谷： そうですね、例えば 4 条 5 号で、外国の社団ま
たは財団で、日本国内に事務所・営業所がある場合には
裁判管轄が認められるという規定がありますが、そのよう
な規定はは使えるかもしれないですね。その他に何かあ
りますか？
学生Ｉ： 5 条の 9 号でしょうか。
紋谷： そうですね。5条9号、不法行為裁判籍ですね。
特許権の場合差止めと損害賠償があります。損害賠償は、
民法の不法行為請求ですから、まさにこの不法行為に関
する訴えが問題になります。この他の特別裁判籍（5条）
についても幾つか考えられます。
また、皆さんあまり見ない規定だと思いますが、合意管
轄とか応訴管轄という規定も実務では結構使われます。
互いに管轄をここにしようと話がつけば、管轄合意が認
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められます。また、相手から訴状が届いたとき、管轄を争
わずに、つい応訴してしまったような場合は、応訴管轄
が生じて、管轄を争えなくなるのです。
ｃ．改正民事訴訟法
紋谷： 民訴法の改正でどのように変わったのかという点
については、条文を見てもらえればと思います。同じよう
に、被告の住所地、普通裁判籍が原則になります。その
後で、合意管轄や応訴管轄が考慮された後で、特別裁
判籍（3 条の 3）が問題になるわけです。
3 条の 3 を見ていきますが、まずは、国内の裁判管轄
規定については、5条1号で「財産上の訴え」についての
管轄は「義務履行地」と書いてあるわけですね。これに対
して新しい規定 3 条の 3 第 1 号は｢契約上の…｣と書いて
あります。規定の違いが分かりますか？
契約上の債務とそれ以外というと、契約上の債務以外
で両者の違いが何かということになりますが、契約上の債
務以外にどういうものがあります。
学生Ｊ： 不法行為に基づく請求です。
紋谷： そうですね。昔はこの 5 条 1 号がわかりにくい規
定であったために、不法行為に基づく損害賠償規定は、
1 号か 9 号か、あるいは両方かという議論があったわけで
すが、それを整理したというのが本規定です。
その他、3 条の 3 第 5 号は、事業を行う者について「ド
ゥーイングビジネス（Doing Business）」という観点から管轄
を認めた新しいものです。
次に専属管轄について、3 条の 5 に、以下の規定が設
けられました。
「知的財産権（知的財産基本法（平成十四年法律
第百二十二号）第二条第二項に規定する知的財産
権をいう。）のうち設定の登録により発生するものの
存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録
が日本においてされたものであるときは、日本の裁
判所に専属する。」
日本の特許権の、例えば登録またはその有効性につ
いての訴訟は、日本でやりましょうねという規定が置かれ
たわけです。今までも、属地主義の見地から、そのように
考えられていましたが、本条によって専属管轄について
の規定ができたことになります。
ただ、必ずしも同条が、一義的に明確になったわけで
はなくて、例えば無効の抗弁（特許法 104 条の 3）はどの
ように扱われるか等の議論の余地もあるわけです。その
ような解釈については後述します。
この他、3 条の 9 に特別の事情による訴えの却下の規
定がおかれました。これは、先程の「ドイツ車預託金事
件」と同様の規定です。
ｄ．具体的問題 ―①損害賠償請求
紋谷： それでは、ここでやっと特許訴訟に関係してきま
すが、不法行為地の裁判籍として、まず最初に損害賠償
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請求訴訟について検討します。その後差止訴訟につい
て考えます。
損害賠償訴訟の規定については、改正前は、「不法行
為に関する訴え」に関する国内の裁判管轄に関して「不
法行為があった地」とだけ規定されていました（5 条 9 号）
が、改正後の国際裁判管轄の規定（3 条の 3 第8 号）では、
以下のように規定されています。
「八 不法行為に関する訴え不法行為があった地
が日本国内にあるとき（外国で行われた加害行為の
結果が日本国内で発生した場合において、日本国
内におけるその結果の発生が通常予見することので
きないものであったときを除く。）。」
改正後の方が詳細ですね。かっこ内において「結果発
生の予見可能性」を問題にしたという点が新たな変更で
す。因みに、「不法行為があった地」という場合、①「加害
行為地」だけでなくて②「結果発生地」の両方が含まれる
と考えられています。
ですから①加害行為地とはその不法行為を行った地
です。それと②結果発生地、損害などが発生した地。た
だ、最近は、損害だけではなく、とりあえず何らかの結果
が発生した地であっても構わないと解されることもありま
す。この両方が入るわけです。
もっとも、もし結果発生地が必ず含まれるとすると、予
見してなかった管轄の裁判所で訴えられるリスクが生じる
ことになりかねないわけです。そこで、「予見」されていた
という要件で絞り込みをかけて、「例えば、アメリカで侵害
行為をして日本に飛び火した。しかしながら、それは予
想してなかった。」ということであれば、日本は管轄にはと
しては認められない、ということになるわけです。ここが
変更点です。
なお、「損害」といっても、派生的な損害は入らないと
言われています。
特に知財訴訟との関係で問題になるのは、先程の専
属管轄と、この不法行為の管轄です。

それでは、お配りした一件目の判例として、前出ウルト
ラマン事件（最判平成13 年6 月8 日）について話をしよう
と思います。皆さんは、ウルトラマンについてはご存知だ
と思いますが、あのウルトラマンに関して著作権関係の

訴訟が生じました。
皆さんにお配りした判例に記載されていますが、何が
問題かといえば、X がタイの Y 社に対して不明確なライ
センス等の契約を締結したところ、Y さんが自分がウルト
ラマンについて独占権を有しているとして、X のライセン
訴訟提起
シーに権利主張するという事態が生じたのです。確か、
上記の図の中の、X は、円谷プロで、円谷プロ自体は何
警
告
も物を作っておらず、ライセンスを受けて販売をしていた
書
A は、バンダイだったように思います。
すなわち、バンダイが製品を販売していたら、タイの Y
社が、製品の販売権を全て独占していると主張して、円
谷プロとバンダイに文句付けてきて、事件になった訳で
す。まずは、Y 社に対して、X（円谷プロ）から、「Y はタイ
で著作権を有していない」ということを確認する訴訟を提
起しました。そうしたら、今度は逆に、タイの Y 社が、バン
ダイに対して、自分が著作権を有し、独占的権利を有し
ているから、あなた（A さん）は侵害行為をしていると警告
書を送って、クレームを付けてきたわけです。
これについて日本で訴訟できるかということが問題に
なりました。訴訟内容としては、①警告書を送付されたこ
とによって業務妨害を受けたという不法行為と、②Y さん
が日本で著作権を有しないことの確認訴訟が対象になり
ました。
最終的には、本件では管轄があると認められましたが、
控訴審までは負けていました。本件では、どこまで立証
すれば不法行為の管轄があるのかが問題になったので
す。というのも、警告書の送付について、Y さんがもし知
的財産権を有してれば、これは正当行為にあたります。
その場合、不法行為になりますか？ならないですよね。
このように不法行為請求訴訟を提起するに当たって、ど
こまで証明証が要るのかが問題となりました。

この点、民法 709 条は以下のように規定しています。
「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れによって生じた損害
を賠償する責任を負う。」
このように、不法行為請求が認められるためには、一
般に、①権利侵害、②因果関係、③損害、④故意過失と
いった要件の立証が必要になります。もっとも、本件では、
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不法行為請求についての実体判断ではなく、管轄が認
められるかという判断であり、これらを全部立証しなけれ
ばそもそも日本で訴訟を提起できないかが問題となった
わけです。この点、原審は「一応の証明」は必要であると
いう立場であったのに対して、最高裁は「原則として、被
告が我が国においてした行為により原告の法益につい
て損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足り
る」と述べました（「客観的事実証明説」）。
すなわち、最高裁は、客観的な事実があればよいとい
うことですが、具体的には、次のように限定的な立証で足
りることになります。上記の a.と b.を足すと権利侵害に当
たりますので a.b.の立証は必要です。これは本件におい
て、ライセンス権を持っているバンダイが保護される、す
るべきであるにもかかわらず警告書が送られてきた、とい
うことに相当します。
次に、c.損害については、その金額は問わないが、事
実上の損害が起きればよいという立証でよいことになりま
す。また、d.因果関係については、相当因果関係はなく
ても、事実的因果関係、すなわち実際に警告書が来て事
実上の損害を被ったことについて立証があればよいとい
うことになります。
これに対して、e.違法かどうかは立証の対象にはなりま
せん。
ここでは、まず管轄があるかどうかを検討した上で、最
後に、正しい・間違ってるという実体判断を行えばよいわ
けです。そのため、管轄の有無を論じている段階では、
このように、権利の有無といった中身の議論まで入るべき
でなく、一応客観的な事実関係の立証があれば、管轄を
認める旨を判示したというのが一件目の判例になります。

それでは、お配りしていた二件目の裁判例、前出モー
タ事件（知財高判平成 22 年 9 月 15 日）に入りたいと思い
ます。Y はサムソンで、サムソンはウェブ上で製品の譲渡
の申し入れをしているということで、X が特許権侵害で訴
えた事件です。事実関係としては、サムソンが英語表記
のウェブサイトを開設し、被告製品や日本の拠点を掲載
し、日本語表記のウェブサイトに問合せフォームがあり、
英語サイトにおいては、被告の製品や日本販売拠点を
知ることができ、日本語サイトにおいても、被告製品の販
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売に係る問合せフォームを作成可能でした。また、サム
ソンの営業担当者がODDモータについて我が国で営業
活動を行っている旨の陳述書があり、サムソンの経営顧
問が、その肩書と被控訴人の会社名及び東京都港区の
住所を日本語で表記した名刺を作成使用したこと等が認
められています。
一審では管轄が認められないとされました。なぜかと
いえば、ウェブ上では、これを買いますかという、正面か
らのウェブの告知が認められないためです。
しかし、控訴審では管轄を認めました。その際、最終
的には「譲渡の申出」の発信行為またはその受領という
結果行為があるということで不法行為を認めました。
ｅ．具体的問題 ―②差止請求
紋谷： 次いで、差止めに入ります。差止めの場合の管
轄については、例えば、差止めは物上請求ないし妨害
排除と同様なので、それに準じて日本国内に権利侵害
のおそれがあればよいと考えられる余地もあるかもしれ
ません。しかしながら、レジュメに記載された前出モータ
事件（知財高判平成 22 年 9 月 15 日）、すなわち先程言
及した二件目の裁判例では、差止めの場合の管轄につ
いて、不法行為の管轄規定に基づいて判断をしました。
なぜかと言えば、別途不正競争防止法に関する管轄
について判例（最判平成 16 年 4 月 8 日民集 58 巻 4 号
825 頁）ですが、「『不法行為に関する訴え』の意義につ
いては、民法所定の不法行為に基づく訴えに限られるも
のではなく、違法行為により権利利益を侵害され、又は
侵害されるおそれがある者が提起する侵害の停止又は
予防を求める差止めに関する訴えをも含むと解するのが
相当である」と最高裁が判断した事案があるためです。こ
ため、本件では、原審（大阪地判平成21 年11 月26 日最
高裁 HP）は条理で判断すればよいと判示したのですが、
知財高裁（知財高判平成 22 年 9 月 15 日最高裁 HP）は、
上記最高裁の判断に従って、不法行為の管轄規定で判
断しなさいと述べたというものです。
差止めですので、一般の不法行為とは異なるという点
で、理論上は、確かに釈然としない所もあります。しかし、
不法行為の管轄規定では、不法行為地と結果発生地の
両方を考慮をしながらバランスのある管轄を選ぶことが
できるというメリットもありますので、そのような観点から、
かかる規定を差止請求の場合に適用してもいいのでは
ないかとの実質的な配慮がなされたのかもしれません。
ｆ．残された問題
紋谷： 最後に残された問題として、先程の専属管轄の
訴訟提起
規定を扱おうと思います。先程も述べましたように、3 条
の 5 では以下のように規定されています。
「知的財産権（知的財産基本法（平成十四年法律
第百二十二号）第二条第二項に規定する知的財産
権をいう。）のうち設定の登録により発生するものの
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存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録
が日本においてされたものであるときは、日本の裁
判所に専属する。」
そこで「設定の登録時に発生するものの存否または効
力に関する訴え」には、如何なる訴訟が含まれるのかが
問題となる訳です。
まず、特許の登録に関する有効性・無効性に関する訴
訟は、これに含まれると思います。
これに対して、侵害訴訟は含まれません。つまり、特許
権が発生していれば、その侵害か否かについては、どこ
の国でも一応理論上はできるということになります。
逆に消極的確認の訴えは、特許が無効であることを確
認してくださいという訴訟ですので、これも結局「登録時
に発生するものの存否または効力に関する訴え」と読め
るので、含まれるように思われます。
では、無効の抗弁（特許法 104 条の 3）についてはどう
でしょうか。先程言いましたように、特許無効であることに
ついての確認訴訟は、専属管轄に服することになります。
そのためアメリカの特許権に関して、それが無効であるこ
とを確認したい場合に、日本において訴訟することは認
められない。それでは、日本において、アメリカの特許権
を侵害したと主張されて、訴訟を提起された場合に、あな
たの特許無効ではないかと抗弁を出すことは認められる
か、ということが問題となるわけです。これは一応認めら
れると考えられています。なぜなら、先程述べましたよう
に、侵害訴訟を海外で提起することは認められます。侵
害が認められるのであれば、その訴訟の中で主張できる、
無効の抗弁についても、主張を認めてもいいのではない
か、という話になるわけです。

また、授業の冒頭で、「国際知財紛争」の一例として発
言がありました（学生 B）が、そのネット上で発信すると全
世界において侵害行為が発生するような場合があります。
このような場合、単一の行為で複数の侵害行為が発生す
るという意味で「ユビキタス侵害」と俗に言われています。
では、どこに裁判管轄を認めるのか。例えば、Y さん
のいる所か、サーバーがある所か、それとも X1～4 の各
国で侵害された人がいる所か、という点が争いになるわ
けです。

結論から先に言ってしまうと、日本法の規定を見ると A、
B、C、D、E において訴訟を提起することは出来そうです。
しかし、世界各国から訴えられると、Y さんの応訴は大変
になることが予測されます。そのため、管轄を限定できな
いか、というような考え方が最近示されています。例えば、
結果発生といっても重大かつ実質的な結果が発生した
場合にだけこの侵害者が訴えられる。そうでなければ原
則Y さんの国で訴える。または特段の理由で却下する規
定もありますが、そのような規定も、濫用的に使われる恐
れがあるので、使えない。といったような議論もなされて
いるということです。
(2) 準拠法
紋谷： では、管轄の話を終えて、次に準拠法の話に移り
たいと思います。因みに、皆さん準拠法って知ってます
か？準拠法というのは、管轄があることを前提にした上で、
何法に基づいて判断するかという問題です。例えば、あ
る紛争が、相続に関する事件であるということになると、
相続の効力に関する準拠法について、我が国の場合は
「法の適用に関する通則法」に基づいて特定し、最終的
にそのどこの国の法律が適用されるのか、が決まること
になります。

訴訟提起

この点に関しては、カードリーダー事件（最判平成 14
年9 月26 日）という有名な判例がありますので、皆さんに
お配りした三件目の判例を見てもよいですし、または教
科書にサマライズされたものがあるのでそれを見てもら
ってもよいです11。
カードリーダー事件は、アメリカの企業が日本で訴訟
した事件です。アメリカの企業ですからアメリカで訴訟す
ればよいのですが、日本で訴訟を提起することになった。
そして、日本に特許がなくて、それでアメリカの特許に基
づいて訴訟を提起した事件です。
このようにアメリカの特許で訴えたわけですが、Y 企業
は、その米国子会社に対してパーツを作って売っていま
した。もしアメリカだけについて見た場合、Y の米国子会
社が、アメリカで、そのパーツを用いて、当該特許の構成
11

同〔第 3 版〕387 頁以下参照
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要件を充足する製品を、製造し、販売していたとします。
Y の子会社は、特許権侵害になりますか？
学生Ｋ： 侵害になると思います。
紋谷： そうすると Y さんというのは、アメリカ子会社に対
して日本から売ってる人です。この人も侵害になると思い
ますか？アメリカの規定では、特許権侵害（直接侵害）を
積極的に誘引する者（Active Inducement）は、侵害者とし
ての責めを負うとされています。
本件ではどうでしょうか。侵害を引き起こしているでしょ
うか。日本の親会社が、日本から売って、結果的にアメリ
カで特許権侵害を引き起こしてます。難しいでしょうか。
米国子会社は製品を売ってますよね、つまり、米国子会
社は侵害行為はしてますよね。アメリカの子会社に親会
社が加担して物を売っているというのは加担行為とも言
えるのではないでしょうか。
そうであるとすれば、侵害行為を誘引してるとも言えな
くはないですよね。といった理由で、Y に対して、アメリカ
特許権侵害が成り立たないか、ということについて、X は
日本で Y 社に訴訟を提起したのです。
ａ．差止請求権
紋谷： 結論的には、カードリーダー事件は、アメリカ法
に基づいて判断されましたが、最終的には X さんは負け
ました。
同事件は、特許権に基づく請求を①差止請求と②損
害賠償請求に分けた上、まず①差止請求に関しては、
「その法律関係の性質を特許権の効力と決定すべきであ
る」と述べた上、特許権の効力の準拠法に関しては、「法
例（現「法の適用に関する通則法」）等に直接の定めがな
いから、条理に基づいて、当該特許権と最も密接な関係
がある国である当該特許権が登録された国の法律による
と解するのが相当である」として、「アメリカ合衆国の法律
が準拠法となる」と判示しています。その上で、「我が国
は、特許権について前記属地主義の原則を採用してお
り、これによれば、各国の特許権は当該国の領域内にお
いてのみ効力を有するにもかかわらず、本件米国特許
権に基づき我が国における行為の差止め等を認めること
は、本件米国特許権の効力をその領域外である我が国
に及ぼすのと実質的に同一の結果を生ずることになって、
我が国の採る属地主義の原則に反する」として「米国特
許法の上記各規定を適用して被上告人に差止め又は廃
棄を命ずることは、法例 33 条（現「法の適用に関する通
則法」42 条参照）にいう我が国の公の秩序に反するもの
と解するのが相当であるから、米国特許法の上記各規定
は適用しない」と判断しました。そういう意味で例外という
ところがありますが、アメリカ法に基づく特許権の行使が
できる余地もあることは認めました。しかし、33 条により公
序良俗に関して結果的には認めなかったというのがこの
カードリーダー事件になります。
因みに著作権については、ベルヌ条約 5 条(3)に基づ
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き保護国法を準拠法として判断されています（東京地判
平成 16 年 5 月 31 日最高裁 HP〈中国詩事件〉参照）。
ｂ．損害賠償請求権
紋谷： ②損害賠償の方はどうかと言いますと、先のカー
ドリーダー事件では、「特許権侵害を理由とする損害賠
償請求については…法律関係の性質は不法行為であり、
その準拠法については、法例 11 条 1 項（現「法の適用に
関する通則法」17 条参照）によるべきである」と述べた上
で、「本件損害賠償請求について、法例 11 条 1 項にいう
『原因タル事実ノ発生シタル地』は、本件米国特許権の
直接侵害行為が行われ、権利侵害という結果が生じたア
メリカ合衆国と解すべきであり、同国の法律を準拠法とす
べきである」と判示しています。
ただ、「しかしながら」ということで、ここでも逆転して、
「その場合には、法例 11 条 2 項（現「法の適用に関する
通則法」22条1項参照）により、我が国の法律が累積的に
適用される。本件においては、我が国の特許法及び民
法に照らし、特許権侵害を登録された国の領域外におい
て積極的に誘導する行為が、不法行為の成立要件を具
備するか否かを検討すべきこととなる。属地主義の原則
を採り、米国特許法 271 条(b)項のように特許権の効力を
自国の領域外における積極的誘導行為に及ぼすことを
可能とする規定を持たない我が国の法律の下において
は、これを認める立法又は条約のない限り、特許権の効
力が及ばない、登録国の領域外において特許権侵害を
積極的に誘導する行為について、違法ということはでき
ず、不法行為の成立要件を具備するものと解することは
できない。したがって、本件米国特許権の侵害という事
実は、法例 11 条 2 項にいう『外国ニ於テ発生シタル事実
カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ』に当たるから、
被上告人の行為につき米国特許法の上記各規定を適用
することはできない」と判示しています。
法令 11 条 2 項は、現在の「法の適用に関する通則法」
の 22 条として生き残っていまして、結局、外国法と日本
法を重畳適用すると、日本法上違法ではない行為につ
いては、損害は発生しないと判断されました。結論的に
は、両方ともアメリカ法が準拠法であるとして、アメリカ法
に基づく米国特許権侵害訴訟を日本において認めてお
きながら、結論では、損害賠償や差止めを認めなかった
というのが、この判例です。
管轄に関しては新しい法律ができ、特許権侵害訴訟
等については、当該特許権の登録された国以外でも国
際裁判管轄が認められ、訴訟を提起することができること
になりました。準拠法に関しても、例えばアメリカ法を準
拠法として、米国特許権に基づく侵害訴訟を日本で行う
こともできるわけです。しかし、上述のカードリーダー事
件等に見られるように、公序良俗などの規定によって、場
合によっては差止めや損害賠償請求が認められないこと
があるということを覚えておいてもらえればと思います。
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(3)その他
ａ．輸出入
紋谷： 「(3) その他」の部分は、国境を跨ぐ商品の流通
に関する問題ですが、時間との関係がありますので、本
当に簡単に言及するにとどめます。まず、特許法 2 条 3
項の「実施」は、以下のように規定しています。
「この法律で発明について「実施」とは、次に掲げ
る行為をいう。
一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあ
っては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しく
は輸入又は譲渡等の申出をする行為。」
このうち「輸出」は平成 18 年改正で追加されたもので
す。日本国内の輸出や輸入行為であれば侵害になりま
すが、一旦海外に出てしまうと、属地主義の見地から、最
早、侵害行為になりませんので留意が必要です。
なお、上記平成18 年改正では、特許法101 条（いわゆ
る擬制侵害）について、輸出などを目的とした「所持」も侵
害と扱われるようになっています（同条 3 号・6 号）。
上記「実施｣概念と対比して、101 条1 号（いわゆる擬制
侵害）は、侵害となる行為について、以下のように規定し
ています。
「特許が物の発明についてされている場合におい
て、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、
譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行
為。」
ここでは「輸入」行為は含まれていすが、「輸出」行為
は含まれていません。これは政策的な問題ですが、国内
で主要部品を売って、海外で完成品を製造してもそれは
侵害にならない、というのが同条の考え方になります。
ｂ．並行輸入
紋谷： 並行輸入に関しては、時間との関係で割愛して、
教科書 362 頁以下12を見ておいていただければと思いま
す。これは、特許製品などを流通に置いた場合には、そ
の物に係る権利は目的を達成したものとして消尽し、後
にその物を購入して使用・販売等をする者に権利行使で
きなくなりますが（消尽論）、国境を跨ぐ流通の場合にも
消尽するのか（国際消尽）という問題です。例えば、特許
権に係る国際消尽の判例（最判平成 9 年 7 月 1 日民集
51 巻 6 号 2299 頁〈BBS 事件〉では、以下のように判示さ
れています。
「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国
外において特許製品を譲渡した場合においては、特
許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販
売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受
人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製
品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対して
は、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品に
12

同〔第 3 版〕379 頁以下参照

これを明確に表示した場合を除いて、当該製品につ
いて我が国において特許権を行使することは許され
ないものと解するのが相当である。」
なお、著作権について付言しますと、輸入については、
著作権法 26 条の 2 第 4 項で、国際消尽すなわち逆輸入
したものも侵害にならない旨の規定を置いています。た
だし、平成 16 年改正で商業用レコードについて国際消
尽を認めない旨の規定設けています（同法113 条5 項）。
３．諸外国における国際訴訟に係る課題
紋谷： 最後に、時間があまりありませんが、諸外国にお
ける国際紛争について、簡単に話そうと思います。海外
で訴訟する場合何が問題になるでしょうか、日本法と何
が違うのでしょうか？
まず、①実体法としての特許法ないし著作権法という
法律自体が違いますが、その他に、②訴訟制度が違う点
に留意し、両面を検討する必要があります。これら両面を
検討することにより、どの国で訴訟を提起した方がよいの
かという訴訟戦略が構築できるようになるのです。13
(1) 諸外国との制度の違い
ａ．アメリカ
紋谷： 例えばアメリカでは、日本と制度上何が違います
か？まず①実体法について、例えばアメリカ著作権法と
日本著作権法どこが違うと思いますか？
学生Ｌ： 想像ですが、アメリカの方が著作権に対しては
制限が弱い気がするんです。
紋谷： なるほどね、フェアユースの話ですかね。
学生Ｍ： はい。
紋谷： 確かに、日本は、権利制限規定は限定列挙にな
ってます。これに対して、アメリカでは、著作権の一般的
な権利制限規定としてフェアユース（米国著作権法 107
条）という規定がありますので、日米の違いと言うことがで
きると思います。ただ注意しなければいけないのは、米
国のフェアユースも無制限に認められているわけではな
く、きちんと同条所定の四つの要件14を満たさないといけ
ないということです。
13

前出・拙稿「国際知財紛争の近時動向と留意点」月刊ビジネス法務 2012
年 12 月号 12 頁以下など参照
米国著作権法第 107 条 排他的権利の制限：フェアユース
第 106 条および第 106A 条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース
報道、教授（教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を
含む）、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユ
ース（コピーまたはレコードへの複製その他第106 条に定める手段による
使用を含む）は、著作権の侵害とならない。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に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
(1) 使用の目的および性質（使用が商業性を有するかまたは非営利的教
育目的かを含む）。
(2) 著作権のある著作物の性質。
(3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量およ
び実質性。
(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
上記のすべての要素を考慮してフェアユースが認定された場合、著作
物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。

14
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他に、日本の著作権法では、著作隣接権があります。
レコード、実演、放送、有線放送といったメディアの権利
については、日本では著作隣接権と位置付けられていま
すが、アメリカではレコード会社についてはコピーライト
ということで保護されていますが、他の者の著作隣接権
については特に認められておりません。
人格権についても、日本では著作者人格権（著作権法
18 条～20 条）を設けてますが、アメリカでは特にごく一部
の例外（米国著作権法 106A 条）を除いてはありません。
なお、昔、米国著作権法は登録制度があったわけで
す。著作権の実体法上の相違としては、そのような違い
を指摘することができます。
特許法に関しても色々と相違点があります。最も大き
な違いの一つは、日本の先願主義に対して、米国では
先発明主義であったことだと思います。もっとも、先発明
主義は最近の法改正で変わろうとしているようです15が、
どうですか、今回は変わりますかね。
竹中： 改正作業を始めてからもう 10 年間ぐらい経って
るので、今回はずいぶん確率が高いです。
紋谷： このようにアメリカ特許法は最近変わろうとしてる
ところではありますが、それでも、日本法と一番遠い所に
あるのがアメリカ特許法ではないかと思います。法改正
によって大分近くはなってるようではありますが。ベスト
モードなどの要件があったり、懲罰賠償の規定があった
り、列挙すると際限がないので、実体法上の違いについ
ては、この程度にしたいと思います。
今度は、②訴訟制度についても話そうと思いますが、
アメリカの訴訟制度はどこが日本と違うと思いますか？ま
ずアメリカは合衆国ですよね。
学生Ｎ： 州ごとにかなり使われる法律が異なる、州の力
がかなり日本より強いっていうところです。
紋谷： そうですね、日本は単一の法体系ですが、アメリ
カでは連邦法と州法に分かれてるのですね。例えば、特
許は連邦問題として扱われ、民法、不法行為法などは州
法として扱われます。不正競争防止法も基本的には州法
ですが、Lanham 法（商標法）関連は連邦問題となります。
これに応じて、アメリカでは、裁判所も、連邦裁判所と、州
裁判所に別れています
そして、管轄についても、日本では、例えば特許訴訟
であれば東京地裁が大阪地裁の専属管轄とされていま
す。それに対してアメリカでは、特許は連邦問題として扱
われ、連邦地裁どこでも訴え提起が可能です。例えばテ
キサス州東部地区は特許権者に有利であるといわれて
いますが、侵害行為があればどこでも訴訟提起が可能な
ので、もし侵害製品がテキサスで販売されているのであ
れば、そこで特許権侵害訴訟の管轄が成立し、特許権者

の管轄漁り（forum shopping）が可能になってしまうというリ
スクがあるわけです。それに対して、日本は、ある程度そ
の訓練を積んだ裁判官のいる東京か大阪と専属管轄が
決まっていす。三審制は日本と一緒です。特許訴訟に関
しては、控訴審は連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）のみ
になります。この点は日本の知財高裁と同様です。その
上に最高裁があります。
他に訴訟でどこが違うと思いますか？例えば、事実認
定するのは誰だと思います？弁護士は、誰を説得しよう
として、法廷で演説をしているのでしょうか。
学生Ｏ： 陪審員ですか。
紋谷： そうですね。陪審員がいるのも相違点ですね。ま
ず訴訟の初期段階で、訴状や答弁書の交換するのは一
緒ですけれども、その後はディスカバリー（Discovery）と
いう当事者主導の証拠開示手続が為される点が異なりま
す。ディスカバリーで提出される証拠資料は多大で、ダ
ンボール何百箱になります。事実発見の手続で、まず当
事者で証拠を全部出し合って、お互いに事実を見極める
プロセスと行い、この段階で和解することも多いと言われ
ています。
反面、このディスカバリー手続については、多量のコ
ストと時間がかかるというデメリットも指摘されています。
また、先ほどの陪審員制については技術の素人であり、
また訴訟当事者に対して偏見を持ってしまうリスクも指摘
されています。例えばテキサス州東部地区では一般的
に特許権者に有利な判断がされると言われています。海
外の企業の方に厳しく、個人発明家を優遇し、大企業に
厳しいという指摘もあります。
この他、救済方法（remedy）として、故意侵害（willful
infringement）ないし懲罰賠償（punitive damages）を聞い
たことあると思いますが、これが認められると三倍賠償で
すので、アメリカ訴訟では大変高額な賠償額になる可能
性もあるということです。
そのような観点から、特許権者にとっては、まず訴訟提
起の段階では、フォーラム・ショッピング（forum shopping）
を行って自己に最も有利な管轄を選び、ディスカバリー
で多額のコストを被告に生じさせ、懲罰賠償など多額の
賠償金を取得することができるという点からすれば、アメ
リカの裁判制度は望ましい制度かもしれません。
もっとも、コストのかかるアメリカ裁判制度を使いたくな
いと言ってる日本企業もかなりいます。逆に、アメリカで
は、この制度を利用して特許権を集め、自ら特許権の実
施をせず、特許権に基づいて侵害訴訟を提起して、多額
の賠償金を取得する、いわば訴訟ビジネスを行うパテン
トトロール（patent troll）と呼ばれるような輩も出てきていま
す。彼らは、マイクロソフトその他の大企業をターゲットと
して、訴訟を提起して莫大な賠償金を請求するのですが、
近時 e-Bay 判決16を始めトロールの権利濫用を制限しよう

15

上記講義（平成 23 年 6 月 11 日）後、同年 9 月 16 日に米国特許法の改
正案は成立した。
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とする判例の傾向も出てきていると思われますが、それ
でもやはりトロールの活動は多いんでしょうか？
竹中： トロールと呼ぶかどうかわかりませんけれども、
NPE（non practicing entity）ですね。NPE の活動はまだま
だ活発ですね。
紋谷： 通常ビジネスやってる相手方であれば、お互い
にクロスライセンスをして和解することができるのですが、
ビジネスしてないNPEだと、クロスライセンスに応じるイン
センティブはなく、和解に応じてもらえずに、訴訟対応が
大変になると言われています。
ｂ．ドイツ
紋谷： ドイツの法制度や裁判制度は、我々の法制度が
範とした制度ですので日本に似ていますが、近時日本の
制度も変化してきていますので相違点も現れています。
地方裁判所（Landgericht）、高等裁判所（Oberlandesgericht）、
連邦裁判所（Bundesgerichtshof）という三審制である点は一
緒です。特許訴訟について言えば、キルビー判決（最判
平成 12 年 4 月 11 日）以前の日本の制度に似ていると言
えます。つまり特許の有効・無効は基本的に特許庁及び
連邦特許裁判所（Bundespatentgericht）で判断され（無効審
判の他異議制度もあります）、裁判所は侵害判断のみで、
無効の抗弁は基本的にできないことになっています17。
いわば完全なダブルトラックと言えます。
ドイツは、特許権の行使（enforcement）に適した国であ
ると言われており、多くの企業がドイツで特許訴訟制度を
活用しています。冒頭のアップル VS サムソンの例でも、ド
イツにおいて特許訴訟が提起されています。
ただ、ドイツには欧州特有の悩みがあり、例えばヨーロ
ッパで共同体特許など統一的な枠組み作ろうと努力して
るのですが、各国の利害がうまく調整できずに、なかな
か実現できないという状況です。
また、トルピード（Torpedo）という問題があります。欧州
には、ドイツのように特許権行使に適した国と、イタリアの
ように四～五年も時間がかかるため特許権行使にはあま
り適当でない国があります。トルピードとは、特許権者が
例えばドイツで訴訟を提起する前に、これに気付いた被
告がイタリア等で確認訴訟など訴訟提起をしてしまうこと
をいいます。これをされると、イタリアは審理に大変時間
がかかるので、特許権者が権利行使しようにも行使でき
ず、四年も五年もイタリアの訴訟が終わるまで、権利行使
を封じられてしまうというリスクが生じます。
このように、どこの地域で、どのタイミングで訴訟を提
起するかということは、極めて重要になります。
ｃ．中国
紋谷： 中国については、模倣品が出回っており、知的
財産権の保護が不十分な国であるとの印象が強いかも
知れませんが、最近、知財法の法改正などもあり、権利
17

ただし、冒認の場合と自由技術の抗弁に留意

行使（enforcement）の例が増えてきています。
制度の特色としては、権利救済の方法について、①裁
判所による救済を求める司法ルート制度のみならず、先
進諸国とは異なり、②行政による簡易迅速な救済を求め
る行政ルートがあることが指摘できます。もっとも、司法
ルートについての方が、行政ルートに比べて、複雑な技
術的な案件についても対応が可能であるとのことです。
時間がないので詳細は割愛しますが、問題点としては、
「地方保護主義」と言って、地元の裁判所又は行政機関
が、地元の中国企業を有利に扱うというリスクが高いと指
摘されています。例えば地方で訴えると、特に行政ルー
トはそうなのだと思いますも、企業と役所等がパイプで繋
がって、その企業にいつの間にか情報が行ってるという
ような話も聞きます。
もっとも、地方ではなく、北京や上海などある程度進ん
だ都市部（湾岸地域）では、上記のような弊害もなく、ある
程度中立的な判断を期待できると言われています。ただ
し、知的財産権のエンフォースメントについては中国は
まだ途半ばにあるといえるのかもしれません。
なお、先ほど言いましたが、中国では、日本の判決を
執行承認にしてくれませんから、中国で権利行使するに
は、中国で訴訟を提起しなければならないという点に留
意が必要です。18
(2) 国際訴訟における考慮要素
紋谷： このように国際訴訟においては、様々なファクタ
ーを検討します。まず実体法上、その権利範囲は十分広
いか、知的財産権の侵害について、どの国が、一番権利
主張をしやすいかを検討すると共に、当該知的財産権が
無効になりにくいかどうかについて考えます。
それと同時に訴訟上、どこが勝訴率が高いのか、損害
賠償額はどちらが高いか、権利行使はどこが容易か、コ
ストは高いか低いか等を分析すると共に、市場の重要性
などについて検討します。例えばアメリカは高額の賠償
額を取り易いし、ディスカバリーという証拠収集手続も充
実している。そういう意味ではアメリカで訴訟を提起して
もいいが、逆に訴訟コストが高い、証拠収集の時間がか
かる、ディスカバリーでコストかかるというデメリットもある。
そのため、ケース・バイ・ケースで、適切な国で訴訟遂行
をできるように、各国の制度や動向を見ながら、戦略を考
える必要があると思われます。
今日お話したのは、実務的な話ですので、ロースクー
ルではあまり取り扱っていないものかもしれません。皆さ
んは、まずは日本における紛争の問題、先程の管轄や、
準拠法などを専らロースクール時代では勉強することに
なると思います。ただ、その後、実務に出て、留学したり
しながら、次第と、今日お話したような国際紛争にも関与
18

詳細については、拙稿｢中国における知的財産権の行使について～近
時の中国における知的財産権のエンフォースメントの実情と留意点～｣月
刊発明 2010 年 3 月号等を参照
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していくことになろうか思いますので、とりあえず今日は、
私の話はここまでにしたいと思います。
竹中： もう時間が少ししかないのですけれども、質問ご
ざいますか？ないですか、いいですか。では、先生まだ
こちらに少し残っていてくださるかと思いますので、個人

第８回 図書館における著作物の活
用と制度
ゲスト講師：鳥澤 孝之（国立国会図書館）
講師：今村 哲也（明治大学准教授）

Ⅰ はじめに
Ⅱ 講義
１．他人の著作物を利用する方法
２．図書館に関する著作権制限
(1) 図書館等における複製（３１条１項）
(2) 営利を目的としない上演、演奏、口述、上映など（３８条
１項）

(3) 営利を目的としない貸与（３８条４・５項）
(4) 国立国会図書館の所蔵資料の電子化（３１条２項）
(5) 国立国会図書館のインターネット資料収集事業のため
のコピー（４２条の４）1

(6) 福祉事業のための利用（３７条・３７条の２）
３．図書館に関する著作権裁判例
(1) 多摩市立図書館複写拒否事件
(2) 「北朝鮮の極秘文書」図書館蔵本事件
４．図書館における著作物の活用
(1) 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
(2) 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業
(3) 慶應義塾大学の電子学術書利用実験プロジェクト
(4) 機関リポジトリ
５．今後の課題 ～電子書籍の流通
(1) 電子書籍の流通に関する日本政府の動向
(2) Ｇｏｏｇｌｅ Ｂｏｏｋｓ問題
６．参考文献
７．質疑応答

Ⅰ はじめに
今村： それでは、本日の講義を始めます。今日のゲスト
講師は鳥澤孝之先生で、国立国会図書館調査及び立法
考査局でお勤めになっています。今日は図書館におけ
る著作物の活用と制度というテーマでお話しいただきま
す。私は主として司会という立場で担当いたします。明治
1

講義時点では 42 条の 3、平成 24 年改正で条文移動（以下同じ）
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的に質問したい方は前に出てもらえればと思います。今
日は、紋谷先生に広いテーマについて具体例を使って
非常に明解に説明をしていただきました。
それでは大きな拍手をもって感謝しましょう。
（拍手）

大学の情報コミュニケーション学部の今村です。
今日のテーマは図書館における著作物の活用と制度
ですが、図書館というのは著作権法上非常に特殊な位
置付けが与えられております。よく著作物の保護と利用
のバランスをどのように図るのが著作権法であるとの解
釈だと言われます。著作権法にはその保護と利用に関
するさまざまなプレーヤーというか、利害関係人がいまし
て、保護の側は権利者、利用の側は利用者ということに
なります。この場合、図書館はどういう位置付けになるの
かということをちょっと考えていきたいと思います。
著作権法上様々な権利の保護の他に、著作権の制限
規定というものが置かれているわけですが、その中に図
書館が著作物を利用する場合の著作権の制限規定とい
うものが特別に幾つか置かれております。図書館はそう
いう意味では利用者として権利制限の恩恵を受けている
という部分もあると思います。図書館が主として取り扱う対
象である本というものには、まず、商品としての側面があ
りますが、その他に本というものには一国あるいは世界
の文化遺産としての側面もあるわけです。著作権法上、
図書館の著作物の利用に関して制限規定が置かれてい
るのは、この本の文化的遺産としての側面というものを図
書館に正面から担ってほしいということの表れなのでは
ないかという風にも思われます。
では、この文化的側面というのは何でしょうか。本の
「商品」としての側面というのは、本を読んで欲を満たす、
それで満足するというそういう消費としての側面だと思い
ます。それに対して文化的側面というのは、誰でも同一
の条件で著作物、ここでは主に本ですが、これにアクセ
スできるということをこの本の文化的遺産ないし文化的側
面と捉えることができるかと思います。
本日の講師の鳥澤先生は国立国会図書館にお勤め
ですが、図書館にも色々ございまして、例えば公立図書
館があります。公立図書館というのは市町村町にある図
書館とかそういう類のものです。学校でしたら学校図書館、
国立国会図書館というものもあります。これらはそれぞれ
設立根拠法というのが異なりまして、公立図書館などは
図書館法に定めがあるわけです。学校図書館だったら
学校図書館法に定めがあるし、国立国会図書館ですと国
立国会図書館法というものに定めがあります。この学校
図書館法や国立国会図書館法、それぞれ法ごとに目的
は違うわけで、図書館も全部同じではなくて、法目的は
異なるわけです。いずれにしても、著作権法上図書館の
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利用に対する権利制限規定が置かれている場合、今申
し上げた類型の図書館が著作物を利用する場合には、
制限規定が適用されます。しかし、図書館といっても世
の中には色々ありますので、制限規定の適用を受けない
図書館というものもあるわけです。この点については後
で整理があると思います。
ところで、皆さんは図書館を色々な形で利用すると思
います。学生ですと学校の学校図書館で本を閲覧する、
借りるとか、あるいは借りた本をコピーしたりもするでしょ
う。複写を図書館に依頼したり、あるいは図書館の中で
利用者自身が複写をするということもあると思います。ま
た、本だけではなくてDVDやCDなど、早稲田大学です
と中央図書館でいろいろ視聴できたりするというサービス
があり、私も学生の頃よく利用しましたけれども、様々な
形で資料を利用しているわけです。こうした図書館にお
ける著作物の様々な利用形態と著作権との関係につい
ても後で言及があるかと思います。
本というのは、いわゆる冊子体の形をとっていて、それ
が図書館の中に収まっていて、利用されるというのがこ
れまでずっと図書館という制度ができてからの利用形態
でした。しかし、皆さんもご存知のとおり、最近はデジタ
ル化とネットワーク化が普及しまして、ごく最近の非常に
大きな出来事として Google 社の Google Books の計画な
どがあります。Google は全世界の図書をデジタル化して
データベース作るというような計画を進め、うまくいってい
る部分もあれば頓挫しかかっている部分もあります。その
辺については、ご講義の中で説明もあると思いますが、
日本の図書館としても、それについて全然無視するとい
うわけにもいかないわけです。
図書館の取り扱う本というものは、確かに非常に便利
な媒体です。便利な媒体ではありますが、デジタル化情
報を利用するという点においては、本の限界というものも
あるわけです。本がどういう点で今まで非常に有利なも
のとして考えられていたのかということについて、ハーバ
ード大学図書館長で著名な書物史家でもあるロバート・
ダーントン氏という人物がおもしろい事を言っているので、
ちょっと紹介しておきたいと思います。
ここにあるのは津野海太郎さんの『電子本をバカにす
るなかれ』という本で、津野さんは早稲田の出身者でもあ
りますが、この本の中で引用しているダーントン氏の
『The Case for Books』2という本の中に、サイバースペース
の功罪という章があります。サイバースペースには様々
な功罪がありまして、サイバースペースでデジタル化さ
れた情報が色々と便利な形でやり取りされるわけですけ
れども、今まではそういう情報が色々やり取りされる中で
も、本にはやっぱり本の固有のメリットがあって、どうして
も譲れない有利な部分があると考えられてきたわけです。

しかし、ダーントン氏は次のように述べています。
「これまで私たちは、冊子本はいくつかの点でコンピュ
ーターにまさる、と考えてきた。…（しかし）残念ながら冊
子本もまたいくつかの固有の限界を持っている」と。そし
て、その後なのですが、「ようは、過去の統御という点で
伝統的なメディアは電子的なメディアにまさる、といいは
る資格はないのである。（略）私についていえば、目下、
私は索引カードで一杯になった靴箱を数十かかえこん
でいる。それらのカードは『われわれを本にしてくれ』と
わめき立てるが、事実上、一冊の本に押し込めるには数
が多過ぎるし、もはや管理することさえできなくなってし
まった。これが、ここでひと跳び、電子本に取り組もう、と
考えるにいたったゆえんなのだ」3。
ハーバード大学というのはいち早く Google と共同して、
Google Books のプロジェクトに参加した大学の一つです。
ロバート・ダーントン氏によれば、要するに冊子体として
の本によって一纏まりの情報を統御する、一冊の中に体
系的な情報が収まるという面ですごくメリットがあると考え
られてきたわけですが、たくさんある情報がもはや統御
できない状況が生じるわけです。本にすらできない、と
いうような情報をどうやって取り扱うかと考えを進めていっ
たときに、おのずと、データベースというか、全世界の本
をデジタル化して使えるようにする、そういう取組みに参
加するようになっていたということです。
もはや情報を本という冊子体の中で取り扱っていくこと
に限界を感じた、というのがこのダーントン氏の発言の趣
旨なのではないかと思います。国立国会図書館もそのよ
うな限界はすでに感じつつあるのではないでしょうか。
すなわち有体物としての本を収集し、閲覧させるというだ
けでは、過去の統御は不可能になってきているのではな
いかということです。いわゆる長尾構想というのがあるの
ですが、簡単に言えば国立国会図書館の本をデジタル
アーカイブ化して利用できるようにするというプロジェクト
です。この企画は、単なるアーカイブではなく、もう少し
いろいろな緻密な仕組みが設けられていて、従来には
なかったような発想を取り入れているようです。
それではちょっと前置きが長くなりましたけれども、鳥
澤先生の講義を始めさせていただきたいと思います。で
はよろしくお願いいたします。

2

3

Robert Darnton , The Case for Books: Past, Present, and Future (PublicAffairs ,
2009).

コ デ ッ ク ス

Ⅱ 講義
鳥澤： 只今ご紹介戴きました、国立国会図書館調査及
び立法考査局行政法務課の鳥澤孝之と申します。よろし
くお願いします。
私は 10 年前に国立国会図書館に就職しまして、現在
は国会議員から民事・司法の分野について調査依頼を

津野海太郎『電子本をバカにするなかれ 書物史の第三の革命』図書刊
行会（2010 年）76 頁
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承って立法調査に奉仕しているという立場です。
最近では、民法の相続放棄の特別法とか、あと国際離
婚に伴う、子の奪取に関するハーグ条約の立法調査とい
う具合に著作権法から離れた仕事をしています。しかし
2004 年から 2006 年まで、実は文化庁の著作権課に出向
しておりました。その当時、著作権保護期間の延長をどう
するのか、図書館の所蔵資料の電子化など、著作権法
改正の話が相次ぎまして、そのときに著作権法の改正作
業などを担当しました。当館に復帰後は著作権に直接仕
事として関わっておりませんが、個人的に筑波大学大学
院の博士課程で研究を続けています。そういうバックグラ
ウンドもあって、今村先生からこの講義にお呼び戴けた
のだと思います。
本日のテーマは「図書館における著作物の活用と制
度」ということで、このエッセンスは今村先生のお話で尽く
されていると思いますが、私の方から個別的なお話をし
たいと思います。
今村先生がおっしゃったように、著作権法ですと著作
権の保護と利用がよく問題になりますが、今までの議論
ではやや権利保護の話が多い傾向にあったと思います。
それは著作権の訴訟を起こした場合、通常は原告が権
利保護について主張するからだと思います。そのような
著作権保護の動きによって、文化の発展に貢献すること
は間違いないので、そういう論点が多かったのは当然で
あると思うのですが、最近はデジタル化、ネットワーク化
という波が来まして、これらの利用についても著作権制度
においてどうするべきかという話が多くなってきていると
思います。
それでは今日のお話の内容をご紹介します。最初に、
他人の著作物を利用する際に問題となる、著作権制限の
仕組みなどについておさらいしたいと思います。二番目
に、図書館に関する権利制限、著作権の制限について
どのような要件、仕組みになっているのかをご説明しま
す。三番目に図書館関係の裁判例について二件、説明
したいと思います。四番目が国立国会図書館や大学図
書館で著作権に係る様々な取り組みが行われています
ので、その具体例をご紹介します。最後に今後の課題と
いうことで、電子書籍の著作権についてご説明します。
１．他人の著作物を利用する方法
鳥澤： 今村先生が冒頭でおっしゃった著作物の保護と
利用の問題は、1 条の目的規定に込められていると思い
ます。条文で「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。」とありますように、利
用と権利保護を図ることがまさに目的だと書いています。
利用ばかり優先すれば、権利者の保護が図れず、誰
も創作物を創らなくなるということで文化の発展が望めな
80

いですし、逆に権利保護だけを重視すれば、大学図書
館でのコピーや、国会図書館でのデジタル化ができなく
なるなど、結局誰も成果物を利用できなくなって文化の
発展が破綻するということで、この利用と保護を図るべき
だということが既に著作権法で書かれているということに
なります。
著作権者の権利の保護というのが私益で、公益という
のが図書館あるいは大学の研究教育などの利益になり
ますけど、それらの利害の調和が必要ということで著作
権の制限規定があるということになります。ただ、私益と
公益の調和の必要性と一言で言うのは簡単なのですけ
れども、やはり当事者である著作権者の身になってみれ
ば、幾ら著作権制限規定が法律に書いてあってもやっぱ
り内心は納得できないと思います。一方で図書館、大学
などの利用者側からすれば、もっと著作権制限規定を超
えて使いたいのになあ、ということがあります。
これらの著作権者と利用者の思いの違いが、著作権制
限規定の論点になると思います。後でご紹介するように
著作権制限規定には細かい要件があるのですが、その
要件の解釈を巡っても著作権者と利用者との間で争いが
ありますし、それでも取り返しがつかない場合や収まらな
い場合は法改正要望が出されることがあります。
図 1 の「著作物の利用に関するフローチャート」をご紹
介します。利用者側からすると、いかに無料でライセンス
取引なく許諾なく勝手に使えるか、しかも適法に使えるか
ということが気になりますが、その場合には著作権保護期
間や著作権制限規定の適用が問題になってきます。図 1
のフローチャートはこれらの過程を整理したものです。

図書館で使う資料はほとんど著作物（2 条 1 項 1 号）で
すので、フローチャートの「①保護対象となる著作物
か？」の論点はあまり問題にならないと思います。むしろ
問題となるのは「②著作権の保護期間内のものか？」や
「③例外規定に該当するか？」に該当するのかということ
だと思います。②の著作物保護期間で NO になれば利
用はできますし、②が YES でも③の段階で例外規定に
該当して YES ということになれば利用できることになりま
す。例外規定にも該当しないということになりますと、通
常どおりライセンスを得て許諾を得ないと利用できないと
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いうことになります。
保護期間についても確認します。権利の発生は著作
物を創作したときで、消滅するのは原則として著作者の
死後 50 年になります（51 条 2 項、57 条）。この保護期間
内にある著作物については原則として許諾が必要です。
例外として著作権制限規定が適用される場合のほか、強
制ライセンスの一種になりますが、文化庁長官裁定によ
る利用（67 条～70 条）というものがあります。
保護期間を経過したものについてはパブリックドメイン
ということで、著作権法では許諾不要で使えます。この規
定を大いに活用している例としては、著作権保護期間を
経過した作家の小説をウェブサイトに掲載している「青空
文庫4」があります。
著作権制限の話に入る前に、利用と使用の区別が必
要になってくるかと思います5。どういうことかと言いますと、
文書を一枚でも複製または翻訳すれば、複製権（21 条）
または翻訳権（27 条）という支分権（権利の束である著作
権を構成する権利のそれぞれを指すもの）が及びますけ
れども、上演権、演奏権（22 条）、上映権（22 条の 2）、口
述権（24 条）、展示権（25 条）では「公に」利用することが
権利発生の要件になっています。「公に」の意味は 22 条
で「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」いる
ことを指すと規定されています。また公衆送信権等（23
条）、頒布権（26 条、2 条1 項19 号）、譲渡権（26 条の2）、
貸与権（26条の3）では公衆に著作物を提供することが要
件になっています。支分権が及ぶ「利用」と及ばない「使
用」があるというになります。
例えばカラオケスナックで歌を歌っていれば不特定ま
たは多数のお客さんが聴ける状態なので演奏権が問題
になる「利用」になりますが、一人だけ自宅のお風呂につ
かって歌っている場合には演奏権が働かない「使用」に
なります。あとこの大学の講義室で学生の皆さんに教科
書を読み聞かせすれば「利用」として口述権が問題にな
りますが、お母さんが一人の子どもに自宅で絵本を読ん
で聞かせるのは「使用」になるので口述権が及ばないこ
とになります。また図書館での紙の書籍及び雑誌の閲覧
についても、対応する支分権が規定されていないので、
「使用」として著作権が及びません。
「利用」に該当する場合に、著作権制限規定が適用さ
れるのかどうか、つまり支分権が制限されて及ばないの
かどうかが問題になります。確認ですが、著作権制限は
利用者の権利ではないことに注意する必要があります。
では図書館サービスにおける著作物の利用はどうな
のかと言いますと、それぞれ、コピーサービス：複製権、
音楽鑑賞会：演奏権、映画上映会：上映権、絵本の朗読
会：口述権、本・音楽 CD の貸出し：貸与権、映画ビデオ・
DVD の貸出し：頒布権、電子書籍の貸出し：複製権＋公
4
5

「青空文庫」 http://www.aozora.gr.jp/
斉藤博『著作権法〔第 3 版〕』有斐閣（2007 年）55-57 頁参照

衆送信権が問題になります。このように著作権の支分権
の対象になりますが、公共的なサービスということで、著
作権者の許諾が不要になる場合が多いです。
もちろん、図書館がサービスしているから何でも利用
できるわけではなくて、これからご紹介します細かい要
件を満たした場合にだけ著作権が制限されることになり
ます。ちなみに電子書籍の貸出しについては、著作権制
限規定は特にありませんので、その他のサービスについ
て権利制限規定を確認することになります。
２．図書館に関する著作権制限
鳥澤： 図書館のサービスに関する著作権制限として、六
つの権利制限規定をご紹介します。
(1) 図書館等における複製（31 条１項）
鳥澤： 図書館のサービスの中で最も著作権が問題にな
ってくるのが、31条1項の図書館等における複製、つまり
コピーサービスです。その要件は次のとおりです。
1．国立国会図書館または政令で定められた図書館等の施設
であること
2．営利を目的としない事業として行われるものであること
3．コピー行為の「主体」が図書館であること
4．その図書館等が所蔵している資料をコピーすること
5．以下のいずれかに該当する場合に限られること
① 利用者の求めに応じ、その調査研究のために，公表され
た著作物の一部分（発行後相当期間を経過した雑誌に掲載
された論文等は、その全部）を一人につき一部提供する場
合（1 号）
② 図書館資料の保存のため必要がある場合（2 号）
③ 他の図書館の求めに応じ、一般に入手することが困難な
所蔵資料を複製して提供する場合（3 号）

1．の要件ですが、今村先生から図書館には設立の根
拠が異なるものが複数あることについてお話がありました
が、31 条 1 項の対象になるのは、国立国会図書館と政令
で定められた図書館の施設になります。「政令で定めら
れた図書館」とは、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）2
条1 項でいう公立図書館（都道府県立図書館及び市町村
立図書館）及び私立図書館（日本赤十字社、一般社団法
人及び一般財団法人が設置するもの）、大学及び高等専
門学校に設置された図書館、国立博物館、国立美術館
等の図書室などで、かつ、司書または司書に相当する職
員がいる施設をいいます（著作権法施行令（昭和45 年政
令 335 号）1 条の 3）。
司書とは、図書館法で規定する司書資格を取得して図
書館の専門的職員として採用された方のことです。また
司書に相当する職員については、著作権法施行規則
（昭和 45 年文部省令第 26 号）第 1 条の 3 で規定されて
いますが、文化庁が毎年実施している図書館職員向け
の著作権講習会を修了した方はこれに該当します。
2．の要件は、営利を目的としない事業として行われて
いるものということで、株式会社などの営利目的のコピー
81

＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業

専門業者がサービスを行って
いる場合は当てはまらないと
いうことになります。
3．の要件はセルフコピーサ
ービスとの関係で意外に思わ
れるかもしれませんが、コピー
行為の主体は図書館であると
規定されています。従って、原
則として図書館職員自らがコピ
ーしなければ、著作権制限の
対象にならないということにな
ります。
4．の要件は、図書館が所蔵
している資料がコピーの対象
になるということで、早稲田大
学であれば早稲田大学図書館
が所蔵している資料のみが対
象になります。図書館内で提
供される文献データベースについては、こちらは図書館
が管理しているとしてもそのサーバーは別の所にありま
すので、著作権制限の対象にはなりません。原則どおり
ライセンスを得て利用しなければならないということにな
ります。
さらに、5．の要件にあるように、三つの利用ケースに
限られます。①が典型的なもので、利用者向けのコピー
サービスです。調査研究のために公表された著作物の
一部分、つまり本を丸々全部コピーすることは許されず、
かつ一人につき一部のみ提供できると規定されています。
ただし、かっこ書にあるように新刊ではなくバックナンバ
ーがある雑誌の論文の各記事については、その全部を
図書館が提供することは著作権制限の対象になります。
5．の要件の②は、図書館資料の保存のために必要が
ある場合、具体的には図書館資料をコピーしなければ、
ボロボロになって保存できないという場合に適用されま
す6。③は他の図書館の求めに応じて入手が困難な所蔵
資料を複製して提供する場合ということですが、この入手
困難というのは単に資料の価格が高いとだけでは適用さ
れません。国立国会図書館にしか所蔵されていない資
料について、同館が他の図書館の求めに応じて提供す
る場合に適用されるということになります。
確認ですが、資料のコピー行為の主体は図書館で、
図書館で行われた複製の著作権法上の責任は図書館が
負いますので、図書館は著作権侵害訴訟の当事者にな
る可能性があることになります。
著作権法 31 条 1 項 1 号に基づくコピーサービスの際
に用いる複写申込書の例として、国立国会図書館の複写
6

なお、文化審議会著作権分科会が平成 21 年の著作権法改正に際して、
31条（現1項）2号の解釈を検討したものとして、文化審議会著作権分科会
『文化審議会著作権分科会報告書』（平成 21 年 1 月）192 頁
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2101.pdf
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申込書をお示しします（図 2 参照）。○で囲ったところに
「複写物の使用目的」のチェック欄として「調査研究の用
に供するため」か「その他」のどちらかとありますが、31 条
1 項 1 号は調査研究目的のときに限って適用されますの
で、例えば趣味のためとか会社で配りたいという場合に
は著作権制限はされず、図書館としては著作権者から許
諾を得て申し込んでくださいということになります。
提供できるコピーは、著作物の「一部分」、図書館の運
用では半分と解釈されることが多いのですが、一冊の書
籍の本であれば全頁の半分かどうかというところで、著作
権の審査をしていくということになります7。図 2 の○で囲
ったところに「ページ」の欄があるのはそのためです。
先ほど、31 条 1 項の著作権制限規定が適用されるに
は、図書館がコピーの主体でないといけないと言いまし
た。そうすると多くの大学図書館、公立図書館等では、セ
ルフコピーサービスが主流になってますが、そのセルフ
コピーというのは違法で、著作権者が差止請求をしたら
どうなるのかという問題が出てくると思います。
ただこれについては、権利者側と図書館側の間でガイ
ドラインがあります。それは社団法人日本複写権センタ
ーと、大学図書館の団体である国公私立大学図書館協
力委員会との間で作成されたものです8。このガイドライ
ンでは、セルフ式自動コピー機による複製については、
コピー機の管理について次の 5 つの要件を満たすほか、
複写申込用紙の記入事項、誓約書の提出、コピー利用
の点検などについて定めています。
7

なお『著作権審議会第 4 小委員会（複写複製関係）報告書』（昭和 51 年 9
月）「第 2 章 2」<http://www.cric.or.jp/houkoku/s51_9/s51_9_main.html#2_4>
では、31条（現1項）1号について「『一部分』とは、少なくとも半分を超えな
いものを意味するものと考えられる」と解釈している。
8
国公私立大学図書館協力委員会「大学図書館における文献複写に関す
る実務要項」（平成 15 年 1 月 30 日）
http://www.janul.jp/j/documents/coop/yoko.pdf
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（コピー機の管理）
(1) 図書館が文献複写のために利用者の用に供する各コピ
ー機について，管理責任者（及び運用補助者）を定める。
(2) コピー機の管理責任者は，司書またはそれに準じた者と
する。
(3) 図書館は，各コピー機の稼動時間を定めて掲示する。
(4) コピー機の管理責任者は，管理するコピー機による文献
複写の状況を随時監督できる場所で執務する。
(5) 図書館は，コピー機の稼動記録を残す。

このガイドラインに沿っていれば大学図書館でのセル
フコピーは著作権法上、適法であると解釈することが可
能になると思います。このガイドラインに則ってセルフコ
ピーを実施している公立図書館などもあるようです。
それでは、コンビニエンスストアではなぜセルフコピー
を行えるのかという疑問が沸いてきますが、こちらは 30
条 1 項の私的複製の問題になります。公衆に提供してい
る自動複製機器による複製については同項 1 号で私的
複製から除外されていますが、その例外の例外である附
則 5 条の 2 で「当分の間…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ものとする」と規
定されていますので、コンビニエンスストアでのセルフコ
ピーは原則として適法になると考えられています。
一方で、図書館の場合、管理責任者は図書館資料を
所蔵する図書館で、コンビニエンスストアとは状況が異な
ると考えられています。それでは、大学図書館でセルフ
コピーをする大学生は著作権法ではどのような扱いにな
るのかといいますと、2011 年 5 月の著作権法学会シンポ
ジウム「著作権法の間接侵害―知的財産法学の観点か
ら」に出席された方はお聞きになったかもしれませんが、
「手足論」が問題になってきます9。つまり、図書館の手足
として大学生がコピーをしているという法的構成になりま
す。従って、図書館でセルフコピーをして著作権侵害な
どの問題が生じたら、著作権法の責任を負うのは図書館
であると考えられます。
以上述べましたことは、著作権法の制限規定が適用さ
れる場合です。文化庁在任中に同じことを著作権講習会
などで説明しますと、図書館職員の方から、31 条 1 項の
要件を満たさないと違法なコピーサービスになるとお考
えになり、個別のケースについて要件を満たすのかどう
かについて、とても細かく質問される方が多くいらっしゃ
いました。
しかし 31 条はあくまで例外規定なので、落ち着いて考
えれば、この条文規定が適用されなくても、コピーサービ
スを適法にする方法があることが分かります。おさらいで
すが、図 1 のフローチャートにありますように、著作物で
ない資料についてコピーはできますし、著作権保護期間
が経過したものについても著作権保護の対象ではない
ので、資料の全ページをコピーすることができます。
9

手足論について、島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門』有斐閣
（2009 年）264-265 頁〔上野執筆〕参照

著作物の利用は著作権者の許諾を得て行うのが原則
ですが、実際に許諾を得る場合には、著作権等管理事
業法に基づき登録され、著作権を集中管理している著作
権等管理事業者から許諾を得て利用することが多くなっ
ています。JASRAC は音楽の著作権等管理事業者の典
型ですが、出版物についても同様の団体がありまして
（社団法人日本複写権センター、一般社団法人学術著作
権協会、一般社団法人出版者著作権管理機構など）、そ
れらの団体が著作権者から管理委託されている著作物
については、利用契約をしてある一定の金銭を支払えば、
資料の全ページをコピーできる場合があります。
図書館でのコピーに関連するガイドラインは、先ほど
のセルフコピーのもの以外にもいくつかあります。例え
ば「大学図書館間協力における資料複製に関するガイド
ライン10」では、早稲田大学の研究者が北海道大学附属
図書館の所蔵資料のコピーが必要になった場合、その
資料がガイドラインを提携している権利団体が管理して
いる著作物であれば、北海道大学から早稲田大学に対
して FAX 送信などでコピーを送ることが可能になってい
ます。すなわち複製権と公衆送信権について許諾してい
る状態と言えます。
また他の図書館から借りた資料を取り寄せて、取り寄
せた結果コピーしたい部分があるといった場合、31 条 1
項の要件ですとコピーを実施する図書館の所蔵資料で
ないとコピーできないのですが、「図書館間協力におけ
る現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライ
ン」に則ってコピーを行うことがあります11。さらに、事典
の一項目、俳句の一句、短歌の一首のように全体の分量
が少ないため、コピーをすると著作物の一部分以外の部
分の写り込みが避けられらないことに関するガイドライン
があります12。
(2) 営利を目的としない上演、演奏、口述、上映な
ど（38 条１項）
鳥澤： こちらの典型例としては、学校での学園祭、学芸
会や、図書館が主催する絵本の読み聞かせ、図書館内
での映画上映会や個人視聴ブースでの映画ビデオ、
DVD などの上映が挙げられています。
著作権制限規定が適用されるかどうかの要件は次の
通りです。
1．著作物を非営利・無料で利用する場合の例外
2．公表された著作物であること
10

国公私立大学図書館協力委員会「大学図書館間協力における資料複製
に関するガイドライン」（平成 21 年 7 月 1 日）
http://www.janul.jp/j/documents/coop/ill_fax_guideline_090701.pdf
11
社団法人日本図書館協会・国公私立大学図書館協力委員会・全国公共
図書館協議会「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製
に関するガイドライン」（平成 18 年 1 月 1 日）
http://www.jla.or.jp/Portals/0/html/fukusya/taisyaku.pdf
12
社団法人日本図書館協会・国公私立大学図書館協力委員会・全国公共
図書館協議会「複製物の写り込みに関するガイドライン」（平成18 年1 月1
日）http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/utsurikomi_guideline.pdf
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3．営利を目的としていないこと
4．観衆・聴衆から料金等を受けないこと
5．出演者等に報酬が支払われないこと

公衆送信権にはこの著作権制限規定が適用されない
ので、ウェブの利用は対象外です。対象となる利用は、
公表された著作物を非営利目的で、かつ観衆等から料
金を受け取らず、かつ出演者等に報酬は支払わないこと
とされています。東京の日比谷公園で定期的に東京消
防庁と警視庁の音楽隊による無料演奏会がありますが、
こちらも 38 条 1 項の典型例とされています。公立図書館、
大学図書館等も通常は無料で映画上映会や視聴サービ
スを提供しているので、この規定が適用される場合がほ
とんどではないかと思います。
なお慣行があるときは「出所の明示」が必要とされてい
ます（48 条 1 項 3 号）。
(3) 営利を目的としない貸与（38 条４・５項）
鳥澤： こちらの著作権制限規定の適用要件は、次のと
おりです。
1．公表された著作物であること
2．営利を目的としていないこと
3．貸与を受ける者から料金を受けないこと
【映画の著作物（ビデオ・DVD 等）の場合は以下の要件も満
たすこと】
4．政令で定められた施設（公立図書館など）であること
5．権利者に相当な額の「補償金」を支払うこと

図書館での本や CD などの貸出しについては、公表さ
れた著作物で、営利を目的としないで、貸与を受ける者
から料金を受けないということで、通常の大学図書館や
公立図書館であれば、38 条 4 項が適用されて貸与権が
制限されると思います。
映画の著作物については、こちらは 38 条の 5 項で規
定されていまして、1．～3．の要件に加えて、政令で定め
られた施設であることと、著作権者に相当な額の補償金
を支払わないとならないと規定されています。ちなみに
政令で定められた施設としては公立図書館、聴覚障害者
の情報提供施設などがありますが（著作権法施行令第 2
条の 2、第 2 条の 3）、コピーサービスに関する 31 条 1 項
とは違って大学図書館は含まれていません（聴覚障害者
等向けの貸出しを行う場合を除く。著作権法第 37 条の 2
第 2 号、著作権法施行令第 2 条の 2 第 1 項第 2 号イ(1)
参照。）。
従って、大学図書館が貸し出している DVD は、ライセ
ンスを得て学生の皆さんに提供していることになります。
館外貸出しについて制約があるのは、ライセンスを得て
行っているからであると考えられます。
(4) 国立国会図書館の所蔵資料の電子化（31 条２項）
鳥澤： こちらは国立国会図書館に限定した権利制限規
定になります。国立国会図書館所蔵資料の電子化という
ことで、31 条2 項が平成21 年の「著作権法の一部を改正
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する法律（平成 21 年法律第 53 号）」で設けられました。
適用要件は次のとおりです。
1.原本の滅失、損傷または破損を避ける目的であること
2.原本の代わりに公衆の利用に供するためのものであること
3.必要な限度内のものであること

31 条 1 項 2 号で、図書館資料の保存のための権利制
限規定がありましたが、こちらの方は原本の滅失、損傷ま
たは破損を避ける目的であること、原本の代わりに公衆
の利用に供するためのもので、必要な限度内のものであ
ることということで、ウェブサイトで提供されている「国立国
会図書館近代デジタルライブラリー」で主に活用されて
いる権利制限規定です。
この規定がなぜ国立国会図書館に限定されたもので
あるのかと言いますと、国立国会図書館は国立国会図書
館法（昭和 23 年法律第 5 号）24 条～25 条の 2 に基づい
て、官公庁、民間企業等に納本義務を課しています。そ
の納本義務を履行して戴き、日本国内の出版物を網羅
的に収集し永久保存をしています。
国立国会図書館は保存だけではなく、所蔵資料を閲
覧、複写等の利用サービスに提供していますが、そのよ
うな利用を長年にわたって継続しますと、資料が傷むこと
が多くなり、文化遺産として後世に伝えることが困難にな
ります。そこで文化遺産として永久保存すべき所蔵資料
が破損する前に、資料がキレイなときに電子化して永久
保存をするということが目的になります。本条はそういっ
た納本制度という特殊性から設けられた次第です（なお、
著作権法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 43
号）により、国立国会図書館所蔵資料のうち絶版等資料
について、同館が電子化したものを公立図書館等に自
動公衆送信すること等に関する権利制限規定として著作
権法に 31 条 3 項が新たに設けられました。）。
(5) 国立国会図書館のインターネット資料収集事業
のためのコピー（42 条の４）
鳥澤： こちらも国立国会図書館に限定した規定で、イン
ターネット資料収集事業のためのコピーです。適用要件
は次の通りです。①は国立国会図書館長によるインター
ネット資料収集のためのコピー、②は収集の対象となる
インターネット資料を発信する国、地方公共団体、独立
行政法人等が国立国会図書館に提供するためのコピー
について規定しています。
① 国立国会図書館長によるインターネット資料収集のため
のコピー
1．国立国会図書館法に規定する国、地方公共団体、独立
行政法人等のインターネット資料であること
2．収集に必要な限度内のものであること
② 国立国会図書館へのインターネット資料の提供のための
コピー
1．国立国会図書館法の規定に基づく求めに応じるためで
あること
2．提供に必要な限度内のものであること
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この著作権制限規定は、31 条 2 項と同様に国立国会
図書館法に基づくもので、インターネット資料収集事業
に関するものは同法第25 条の 3 で規定されています。こ
ちらについては納本制度とは異なり、国、地方公共団体、
独立行政法人等に限って義務が課せられています。こち
らも平成21 年の法改正で追加されたものですが、31 条2
項とは異なり「国立国会図書館法の一部を改正する法律
（平成 21 年法律第 73 号）」により改正されたものです13。
ここで注意が必要なのですが、国立国会図書館法で
は納本義務やインターネット資料収集のための義務が規
定されていますが、これらの規定だけでは著作権は制限
されないということです。インターネット資料収集であれ
ば、著作権法 42 条の 4 が適用されて複製権が制限され
るわけですが、同条と国立国会図書館法25 条の 3 がとも
に適用されることによって、国立国会図書館によるインタ
ーネット資料収集事業が適法になると言えます。
この他にも、法令で義務付けられた著作物利用の典型
として、警察の車庫証明があります。自動車の保管場所
の確保等に関する法律施行規則（平成 3 年国家公安委
員会規則第 1 号）1 条 2 項に基づいて、車庫証明のとき
に住宅地図等を複写して提出しなさいという指示がある
ようですが、法令上の義務があっても、それだけではそ
の住宅地図の著作権が制限されるわけではありません。
その複写について、著作権制限規定の適用がないので、
住宅地図の会社から許諾証を購入して、警察に提出する
ということが行われているようです14。
ですので、こういう著作権法以外の法令で著作物の利
用が義務付けられているからといって、そのために必要
な著作権の制限が自動的に行われるとは限らないのと、
著作権法等で著作権制限規定がないと適法にならない
ということにご注意戴きたいと思います。
(6) 福祉事業のための利用（37 条・37 条の２）
鳥澤： こちらは福祉事業に関する著作権制限規定という
ことで、図書館事業に限定したものではありませんが、図
書館等が障害者向けのサービスを行うために活用されて
いることが多いようです。授業の時間の関係で項目だけ
ご紹介します。
① 点訳のためのコピー（37 条 1 項）
② 点訳データの蓄積・送信（37 条 2 項）
13

国立国会図書館法の改正内容については、国立国会図書館総務部総
務課・総務部企画課電子情報企画室「インターネット資料の収集に向けて
国等の提供するインターネット資料を収集するための国立国会図書館法
の改正について」国立国会図書館月報 581 号（2009.8）4-11 頁
http://www.ndl.go.jp/jp/publication/geppo/pdf/geppo0908.pdf
なお、国立国会図書館法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 32
号）により、民間出版社等が発信したオンライン資料の国立国会図書館な
どによる複製についても、著作権法 42 条の 4 が適用されることになった
（平成25 年 7 月 1 日施行）。前澤貴子「法令解説 国立国会図書館におけ
るオンライン資料収集の規定等を整備 : 国立国会図書館法の一部を改
正する法律」時の法令 1923 号(2013.2.15)46-54 頁参照。
14
ゼンリン「地図複製等利用のご案内」
http://www.zenrin.co.jp/fukusei/info02.html

③ 視覚障害者等向けの録音図書等の製作（37 条 3 項）
④ 聴覚障害者等向けの字幕の作成等（37 条の 2 第 1 号）
⑤ 聴覚障害者等向け貸出し用の字幕入り映像等の作成（37
条の 2 第 2 号）

①～③は、視覚障害者の方のための著作権制限規定
です。点訳というのは文章を点字にすることです。点字
のためのコピーと、あと点字データの蓄積やウェブの送
信については、これは誰でもできます。
一方で、③の視覚障害者等向けの録音図書等の製作
については、こちらは限定された施設でしかできません。
著作権法施行令 2 条で規定されていまして、具体的には
大学図書館、国会図書館、公立図書館、学校図書館や、
東京にある社会福祉法人日本点字図書館のような視覚
障害者等に情報を提供する社会福祉施設になります。③
の規定を活用して、録音図書等の音声データをウェブで
送信するサービスを行っているものの代表例として、日
本点字図書館がシステム管理している「サピエ15」があり
ます。
④と⑤は聴覚障害者向けの著作権制限規定で、字幕
の作成やウェブ送信ですとか、あと貸出し用の字幕入り
映像等の作成について規定があります。作成の主体は、
④については聴覚障害者等情報提供事業者などに限ら
れ、⑤については聴覚障害者等情報提供事業者のほか
大学図書館、図書館法 2 条 1 項の図書館（公立図書館、
私立図書館）、学校図書館なども含まれると、著作権法施
行令 2 条の 2 で定められています。
３ 図書館に関する著作権裁判例
鳥澤： こちらでは二つの裁判例をご紹介します。
(1) 多摩市立図書館複写拒否事件16
鳥澤： 一つ目はコピーサービスのトラブルに関する裁
判例になります。図3 で「多摩市立図書館複写拒否事件」
とありますように、この事件は平成7 年に東京地方裁判所
で判決が出されたもので、最高裁も結論が同じなので、
こちらの判決をご用意しました。事案の内容は、この図書
館の利用者が土木工学事典の複写を要求しました。この
土木工学事典は全体で 300 ページほどあり、112 ページ
から 118 ページだったら著作物の一部分として、著作権
法上でも許諾なくコピーできるだろうと思って複写請求し
たら、図書館から拒否をされたというものです。
なぜ拒否をしたのかと言いますと、一ページに複数の
項目が掲載されている事典なので、一著作物である一項
目の一部分しか複写できませんと、多摩市立図書館が答
えました。これに対して利用者は不服があって訴訟を起
こしたのが、この事案です。
まず前提として裁判所は、そもそも図書館利用者には
図書館に対する資料複写の法定請求権がないことを断
15
16

社会福祉法人日本点字図書館「サピエ」 https://www.sapie.or.jp/
東京地判平 7・4・28 判時 1531・129
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わりました。それを踏まえた上で、事典のような編集著作
物の場合は個々の項目、論文ごとに一つの著作物として
数えるので、そうすると X の請求は著作物全部分になっ
てしまうので、著作権法 31 条（現 1 項）1 号の要件を欠く
と判決を出して X が負けたというものでございます。

(2)「北朝鮮の極秘文書」図書館蔵本事件17
鳥澤： 二つ目は、図 4 の「北朝鮮の極秘文書」図書館蔵
本事件というもので、こちらは知的財産高等裁判所まで
争われました。結局原告の X が負けているのですが、こ
ちらの方は著者X の作品の海賊版と目されたものを蔵書
している大学図書館に、その所蔵資料を破棄しないと著
作権侵害になるとして訴えたものです。
具体的にはこの X が北朝鮮の極秘文書を集めて本を
刊行したところ、似たような本の韓国語版が韓国で出版さ
れ、それを Y（国立大学図書館、私立大学図書館）が購
入して所蔵していたので、それは著作権侵害ではない
のかと主張したのです。
所蔵資料の破棄を要求したのですが、大学側からす
れば、いくらこの X に警告されたとしても、本当にそれは
海賊版かどうか分からない、裁判所で確定判決が出され
ないと分からないと主張していました。ちなみに、船橋市
立図書館に関する事案で平成 17 年 7 月 14 日に最高裁
判決が出されましたが18、こちらでは自らの思想に反する
書籍を図書館員が図書館に無断で破棄し、それらの書
籍の著者側から人格権侵害が問われ、裁判所で責任が
認められました。このような前例があることから、図書館側
としては、X からの破棄の要求を拒否するのはもっともで
はないのかと思います。
判決において、第一の論点として、X は複製権侵害と
貸与権侵害を主張したのですが、複製権侵害について
は、コピーサービスが31条（現1項）1 号に基づいていれ
ば成立しないとされました。所蔵資料の貸出しに係る貸
与権侵害については、平成16 年の著作権法改正で削除
17

第一審：東京地判平 22・2・26（平 20（ﾜ）32593 号）、控訴審：知財高判平
22・8・4（平 22（ﾈ）10033 号）
18
判例批評として、斉藤博「判批」民商法雑誌 135・1（2006.10）169-179 頁、
今村哲也「判批」著作権研究 32 号（2007.5）206-215 頁など参照
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されたのですが、本件事案の当時は附則4条の2という、
図書や雑誌について貸与権を適用しないという規定があ
ったので、それを根拠にこの Y の方が著作権侵害が成
立しないことを主張をしたところ、それが受け入れられて
貸与権侵害も否定されました。
さらに第二の論点として、X が Y の所蔵資料を海賊版
だと警告し、それを Y が知った以上は、みなし侵害規定
（113 条 1 項2 号）が適用されるのではないのかと X が主
張しました。しかし、裁判所は、単なる警告だけでは、海
賊版であることの事情を知った場合に適用される113条1
項 2 号の要件を満たさず、差止めの仮処分、確定判決な
ど何らかの確定的、公権的な判断がないと、このみなし
侵害規定の「情を知つて」には当てはまらず、113 条 1 項
2 号も成立しないので、Y の所持によっては著作権侵害
は成立しないと判断しました。

ちなみにこの判決自体は平成 22 年のものですが、似
たような問題が平成 20 年新司法試験の知的財産法二問
目19でも出題されたと思います。図書館がいくら自ら海賊
版を作成して提供する意図がなくても、他人の著作物を
使ってサービスをしているので、インターネットを通じた
著作権侵害でプロバイダーの責任が問われるように、図
書館もまた著作権侵害の責任を問われる可能性があるこ
とを示していると思います。
４ 図書館における著作物の活用
鳥澤： 今度は、図書館で具体的にどのように著作物が
活用されているか、著作権制限規定等をフルに活用して、
著作権侵害にならない程度に利用しているのかをお話し
したいと思います。
(1) 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
鳥澤： 国立国会図書館近代デジタルライブラリー20をご
紹介します。明治、大正、昭和前期の刊行図書のマイク
ロフィッシュ画像やデジタル画像約 34 万点などを収録し
19

法務省「平成 20 年新司法試験試験問題 論文式試験問題集〔知的財産
法〕第 2 問」17 頁 http://www.moj.go.jp/content/000006417.pdf
20
国立国会図書館「近代デジタルライブラリー」
http://kindai.ndl.go.jp/index.html
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（2013 年 3 月現在）、2002 年 10 月からウェブサイトで提
供しています。国立国会図書館ではこのほかに「デジタ
ル化資料：古典籍資料（貴重書等）21」というものがあり、こ
ちらも所蔵資料を掲載したウェブサイトなのですが、資料
の年代は江戸期以前で、明らかに著作権保護期間を経
過しているため、特に著作権について問題はないと考え
られます。一方で明治・大正・昭和の資料になりますと、
著者で長生きされた方やご健在の方もいらっしゃいます
ので、著作権が及ぶ可能性があるということで、著作権法
上の対策をして「近代デジタルライブラリー」事業を行っ
ています。
当館のデジタル化資料の例として、知的財産法関係の
文献を四つご紹介します。これらの文献の書誌情報は、
国立国会図書館所蔵資料の ウ ェ ブ 検索サ イ ト の
「NDL-OPAC」（国立国会図書館蔵書検索・申込システム
http://opac.ndl.go.jp/）に掲載され、図書館外でも利用する
ことができます。
近代デジタルライブラリーに収録されている資料であ
れば、この NDL-OPAC の検索結果で表示される書誌情
報のウェブページの中に、デジタル化資料を全文見られ
るサイトへのリンクがありますので、とても便利です。法律
文献をはじめ、様々な資料が収録されていますので、
NDL-OPAC を利用すれば研究、学習、調査などがとて
も捗ると思います。
一つ目は、清瀬一郎『工業所有権概論』三書樓出版
（明治 44 年）22です。清瀬先生は法政大学教授、衆議院
議長を歴任され、幅広く活躍された方です。お亡くなりに
なったのが 1967 年で、50 年を足しても 2017 年なので、
2011 年時点（講義時）では未だ著作権の保護期間は経
過していません。
しかし、図書館に行かなくてもインターネットを通じて
見ることができます。ここで近代デジタルライブラリーに
掲載された書誌情報に注目して戴きたいのですが、この
欄の「公開範囲」に「インターネット公開（許諾）」と表示さ
れているように、清瀬先生のこのご著書の著作権者のご
好意で許諾を得て、ウェブ送信が可能になっています。
二つ目は水野錬太郎『著作権法要義』有斐閣書房・明
法堂（明治 32 年）23です。水野先生はいわゆる旧著作権
法（明治32年法律第39 号）という現行の著作権法の前の
著作権法の草案を作成された方で、内務大臣などにも就
任されています。こちらの書誌情報（詳細レコード表示）
を見ますと、1899 年に出版されたもので、お亡くなりにな
ったのが1949年です。そうすると著作権保護期間が経過
して保護期間満了ということで許諾なく利用できることに

なります。保護期間満了なので、国立国会図書館に限ら
ず、誰でもコピー、ウェブ送信などの利用ができます。
三つ目は松谷克治編纂『商標心得問答』文林堂（明治
17 年）24です。1884 年に出版されたもので、かなり古い書
籍なのですが、書誌情報（詳細レコード表示）をよく見ま
すと、お亡くなりになった年が書かれていません。お亡く
なりになった年というのは、人名レファレンス事典などで
調査します。先ほどご紹介した清瀬先生や水野先生のよ
うに高名な方の死亡年は大抵掲載されているのですが、
この松谷先生についてはどうも分からなかったようです。
日常的な感覚からしますと、出版年が 1884 年だったら
もう著作権侵害の心配はないだろうということで利用して
しまいそうなのですが、国の機関である国立国会図書館
は著作権侵害をするわけには行かないので、著作権者
不明等の場合における著作物利用に関する文化庁長官
裁定を経て利用しています。
書誌情報の公開範囲に「インターネット公開（裁定）
著作権法第 67 条第 1 項により文化庁長官裁定を受けて
公開」と表示されています。この文化庁長官裁定の手続
は権利制限規定ではないのですが、強制ライセンスの一
種になります。手続の流れとしては、利用したい著作物
の権利者が不明である場合、まず「相当な努力」（67 条 1
項）を払って権利者を探すことになります。「相当な努力」
というのは、以前でしたら著作権者を探すために新聞広
告を何回か出して捜索を周知する程度に相当のことをし
ないと「相当な努力」を払ったとは言えないとされていた
のですが、最近では例えば公益社団法人著作権情報セ
ンターのウェブサイト25に 30 日以上継続して掲載すれば、
相当な努力を払っても著作権者と連絡することができな
いものとされています（著作権法施行令 7 条の 7 第 1 項
第3号、広く権利者情報を掲載していると認められる刊行
物その他の資料等を定める件（平成 21 年文化庁告示第
26 号）3 条）。
相当な努力をした結果、権利者が「私が権利者です」
と名乗り出た場合は、権利者と交渉して許諾が得られれ
ばウェブ送信なりコピーができますけれども、拒否されれ
ばもちろん利用は不可ということになっています。相当な
努力はしたけれども、連絡が何の音沙汰もなかったという
場合には、文化庁長官裁定の申請を行います26。
申請中利用を行わないで、文化庁長官の裁定が下り
た場合は補償金額を文化庁の方で決定しますので、申
請者が法務局にその補償金額を供託して、著作物の利
用を開始します。さらに利用中申請して裁定が下りるまで
の間、少しでも早く使いたいという場合は、今度は担保金
24

21

国立国会図書館「デジタル化資料：古典籍資料（貴重書等）」
http://dl.ndl.go.jp/#classic
22
清瀬一郎『工業所有権概論』三書樓出版（明治 44 年）
【請求記号：336-32】http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/796585
23
水野錬太郎『著作権法要義』有斐閣書房・明法堂（明治 32 年）
【請求記号：86-121】http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/796622

松谷克治編纂『商標心得問答』文林堂（明治 17 年）
【請求記号：特 47-562】http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/900606
25
公益社団法人著作権情報センター「権利者を捜しています」
http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html
26
なお、文化庁長官裁定の過去の実績については、文化庁「著作権者不
明等の場合の裁定制度：過去の裁定実績（平成 22 年 11 月 1 日現在）」
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/results_past.html>参照
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というものを法務局に納めます。文化庁長官裁定が出さ
れた際に、その差額がある場合には差額も払って利用を
継続するということになります（67 条の 2）27。
文化庁長官裁定手続について詳細にお知りになりた
い方は、文化庁の「裁定の手引き」で説明されています
ので、こちらをご参照ください28。
最後に四つ目は、勝本正晃『現代文化と著作権』雄渾
社（昭和31年）です29。勝本先生は、東北大学、京都大学
の教授、弁護士等を歴任された方で、著作権制度審議会
委員もされていた方です。
勝本先生は 1993 年にお亡くなりになっているので、
2011 年時点（講義時）では著作権保護期間が未だ経過し
ていません。そのため近代デジタルライブラリーではウェ
ブ公開されていません。代わりに「国立国会図書館デジ
タル化資料」のサイトに「この資料は、国立国会図書館の
館内でのみご覧いただけます。」という表示が掲載され、
国立国会図書館の館内のパソコンでのみデジタル画像
を閲覧できる状態になっています。
館内限定でも公開できるのは、２．(4)でご説明しました
31 条 2 項に基づく資料のデジタル化を行えるためです。
31 条 2 項では、複製権を制限し、かつ館内利用者に対
するデジタル化資料の上映については 38 条1 項で上映
権が制限されるため、国立国会図書館の館内でのみ閲
覧提供することは、著作権者の許諾なく実施できることに
なります。そして、利用者が館内で資料を閲覧して複写
を希望する場合は、紙の書籍、雑誌などと同様に、31 条
1 項1 号の範囲内で一部分のみ複写できるということにな
ります30。
(2)国立国会図書館インターネット資料収集保存事業
鳥澤： 国立国会図書館インターネット資料収集保存事
業31についてご説明します。その名の通り、国立国会図
書館が実施しているインターネット資料の収集保存事業
でして、ウェブサイト32の検索窓にキーワードを入力すれ
ば、収集したウェブを検索することができます。42 条の 4
に基づいて収集されるインターネット資料の対象は、国、
地方公共団体、独立行政法人等に限ると２．(5)で説明し
27

法務局への補償金の供託手続について法務省民事局担当官が解説し
たものとして、中西毅彦「著作権法の一部を改正する法律の施行等に伴う
供託事務の取扱いについて」民事月報 65 巻 9 号（2010.9） 8-49 頁参照
28
文化庁長官官房著作権課『裁定の手引き ～権利者が不明な著作物等
の利用について～（第 2 版）』（平成 25 年 3 月）
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/pdf/tebiki_ver2.pdf
29
勝本正晃『現代文化と著作権』雄渾社（昭和 31 年）
【請求記号:328.021-Ka713g】http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3001727
30
国立国会図書館でデジタル化された資料の利用に係る著作権制限規定
の適用については、文化審議会著作権分科会・前掲注 6・191-192 頁参照
31
平成23年度末現在の同事業のコレクションは、ウェブサイト別のコレクショ
ンは、①ウェブサイトが 5,082 タイトル、個体数 29,543 件、容量 136.43TB、
②電子雑誌が 1,971 タイトル、個体数 14,422 件、容量 1.78TB、著作別のコ
レクションは 94,073 タイトル（国立国会図書館総務部編集『平成 23 年度 国
立国会図書館年報』国立国会図書館（平成 24 年）99 頁）。
32
国立国会図書館「インターネット資料収集保存事業」
http://warp.ndl.go.jp/search/
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ましたが、早稲田大学のように一部の民間の団体からは
ご好意で許諾を得て収集し保存をしております。
具体的にどのように収集するのかといいますと、ロボッ
トクローリング・ソフトというものがありまして、Google も利
用しているのですが、ある一定の時期にそのソフトが、ウ
ェブのデータを収集するというもので、この事業ではそ
のようなデータを保存・蓄積してウェブサイトで公表して
います。
例として文化庁のウェブサイトを検索してみました。収
集の範囲となるのは、「URL：http://www.bunka.go.jp/」で
す。著作権制限規定である 42 条の 4 は、2010 年 4 月 1
日から施行されたのですが、その前から許諾を得て収集
していました。文化庁については 2004 年11 月11 日から
ウェブサイトを見ることができる状態になっています。
この 2004 年 11 月 11 日時点で保存された文化庁のウ
ェブサイト33を見ますと、今とデザインが相当違うことが分
かると思います。当時の新着情報には、平成 16 年 11 月
26 日に実施された「文化審議会著作権分科会法制問題
小委員会（第 4 回）の開催について」のお知らせがあり、
私は当時著作権課におりましたので懐かしく思います。
(3)慶應義塾大学の電子学術書利用実験プロジェクト
鳥澤： 今度は大学図書館の方に説明を移りたいと思い
ます。最近では電子書籍の利用が話題になっています
が、大学の研究教育で活用できないかということで、慶應
義塾大学が電子書籍を大学図書館で貸し出す「電子学
術書利用実験プロジェクト」を実施しています34。これは
2010 年 9 月 30 日に発表されたもので、慶應義塾大学と
学術出版社が提携して、学術出版社が有する特定のコ
ンテンツをスキャンした上で、「電子学術書プラットホー
ム」にデータを蓄積してサービスするとのことです。
このサービスの利用者は、蔵書検索システムで資料を
検索して認証システムを経た上で、電子学術書のデータ
が蓄積されているプラットホームで資料を確認し、そのデ
ータを iPad、パソコン等で閲覧することができるというもの
です。このプロジェクトでは「電子書籍の貸出」と表現して
いますが、電子書籍自体は有体物ではないので、著作
権法上の貸出しに当たりません。著作権法では公衆送信
と表現するのが、適切であると思います。
プロジェクトの説明では、電子書籍は貸出期限付きで
あるとされていますが、紙の書籍、雑誌等の資料を借りて
いるわけではないので、期限になるとデータが iPad、パ
ソコンなどの装置から消滅するという仕組みになっていま
33

国立国会図書館「文化庁：2004/11/11」
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283152/www.bunka.go.jp/index.html
慶應義塾大学「プレスリリース 日本の大学では初、日本語の学術書を
デジタル（電子書籍）化し、図書館で閲覧・貸出 －実験プロジェクト開始」
（2010 年 9 月 30 日）
http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2010/kr7a43000003or9x-att/100930.pdf
島田貴史「慶應義塾大学における電子学術書利用実験プロジェクト 実
験から見えてきたもの」情報管理 54 巻 6 号（2011.9）316-324 頁
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/54/6/54_6_316/_pdf 参照
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す。ただし延長手続をすれば貸出期限を更新できるそう
です。電子書籍については著作権制限規定がないので、
ライセンスを得てこのプロジェクトを行っているということ
になると思います。
(4) 機関リポジトリ
鳥澤： 機関リポジトリとは、大学、研究機関が主として所
属研究者の学術論文等の研究成果を収集、蓄積、提供
するシステムで、機関が主体となって、収録する文献の
種類や範囲を決めるものと説明されています35。
ほとんどの大学では大学図書館が機関リポジトリを運
営しています。ここでは早稲田大学リポジトリ36を利用して
みたいと思います。実は私は今、追及権の学術論文を調
べているところです。追及権とは、美術作品のオークショ
ンなどでの収益金を画家等の著作者に還元できる権利
で、ベルヌ条約（文学的及び美術的著作物の保護に関
するベルヌ条約パリ改正条約）14 条の 3 に規定されてい
るのですが、日本の著作権法にはないので、日本への
導入について議論されることがあります。早稲田大学で
はちょうど小川明子先生が追及権について研究されてい
るので、早稲田大学リポジトリで検索しますと、雑誌『企業
と法創造』に掲載された論文「日本における追及権保護
の可能性」のデータがあり、PDF ファイルもアップされて
います37。このファイルをクリックすると小川先生の論文を
ウェブサイトで見ることができます。
研究論文を作成しても、紙の書籍や雑誌で公表するだ
けではどうしても一部の大学、研究者等にしか流通せず
目に触れることが少ないのですが、機関リポジトリを通じ
てインターネットに公表すれば、社会に広く学術成果を
知らせることができ、ひいては社会の発展に貢献するこ
とを可能にします。
機関リポジトリに関する著作権制限規定は著作権法に
はありませんので、論文を作成した研究者の許諾を得て
サーバーに蓄積し、インターネットに送信して無料で提
供するのが通常です。著作権は創作のインセンティブを
高めるために与えられるものであると論じられることが多
いと思いますが、研究者の場合は論文を書いて売り出し
て、ベストセラー作家のように大儲けしようと考える方は、
あまりいらっしゃらないようです。
文化庁在任中に、ある理系の大学の先生に、むしろ
「学者というのは論文をインターネットでも何でも広く知ら
しめて、いろんな人に読んでもらえれば、よりいい大学の
ポストを取得し、さらにノーベル賞を受賞する可能性が高
35

科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会学術情報基盤作業
部会『学術情報基盤の今後の在り方について（報告）』（平成 18 年 3 月 23
日）72-73 頁
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/06041015/020.
pdf
36
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/
37
小川明子「日本における追及権保護の可能性 ―フランス、フィンランド、
英国での聞き取り調査をもとに―」企業と法創造 2 巻 2・3 号（通号 6）
（2006.3）221-234 頁 http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/12954

まる。だからお前たちが所管している著作権法で、論文
の著作権を保護するために、無断でインターネットに送
信してはいけないなどと言うのは、研究者の意思に反し
ておかしい。」と言われたことがあります。
学術論文と商業出版物とでは、著作者の創作のインセ
ンティブが逆転している場合があるのではないのかと思
います。また博士論文を完成させた研究者は、研究業績
になるので出版したいとお考えになる方が多いと思いま
すが、紙の書籍ですと印刷、流通などでお金がかかり、
しかも商業出版物と違って大量に売れるものではないの
で、財団等から得た出版助成金や、あるいは自費で出版
されている方が多いようです。しかし、機関リポリジトリに
博士論文の電子ファイルをアップすれば、自分のウェブ
サイト、SNS等にそのリンクを貼るだけで広く公表すること
ができるので、研究者にとってはむしろ積極的に許諾を
して機関リポジトリに論文等の成果物を収めたい方が多
いのではないのかと思います。
あと投稿論文についての問題ですが、学術雑誌を発
行する商業出版社に論文を投稿したら、その商業出版社
に投稿規程に基づいて著作権を譲渡することがよくあり
ます。外国出版社の理系学術雑誌や学会誌でそういうこ
とが行われているようです。執筆者が著作権を譲渡した
論文を機関リポリジトリに収めるには、著作権者である商
業出版者の許諾を要するため、そのような状況が機関リ
ポジトリの運営に影響を与えないのかということが、大学
図書館界で問題になっています。そのため最近では、論
文の著作権を出版社に安易に譲渡しないようにしましょう
という運動が起きているようです38。
５．今後の課題～電子書籍の流通
鳥澤： 図書館に係る著作権制度の今後の課題として、
電子書籍の流通についてお話ししたいと思います。
(1) 電子書籍の流通に関する日本政府の動向39
鳥澤： 従来の出版物の流通、つまり皆さんが書店などで
買っている出版物というのは、国の法律規制によるもの
ではないのですが、ほとんどは出版取次という流通シス
テムに則って流通しています。出版取次とは「出版社と小
売書店の中間にあって、書籍・雑誌などの出版物を出版
社から仕入れ、小売書店に卸売りする販売会社」である
取次会社が日本中の出版社の本や雑誌を倉庫に一旦集
め全国の書店に運ぶことを言いまして、そのような「取次
業者がいるおかげで各出版社は自分の手で運ばずに
すみ」「このシステムがあるためにベストセラーにならな
い少量の出版物も大量出版物と同一基準の運賃コストで
38

鳥澤孝之「大学研究者が作成した教材・論文の著作権法上の取扱い―
著作権の原始的帰属と管理を中心に―」メディア教育研究 4 巻2 号（通号
8）（2008）81-90 頁
http://www.code.ouj.ac.jp/wp-content/uploads/No.8-11kenkyusiryo02.pdf 参照
39
鳥澤孝之「電子書籍の著作権制度上の課題 ―出版者と図書館の視点
から―」パテント 64 巻 7 号（通巻 735 号）（2011.5）57-64 頁
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/2011
05/jpaapatent201105_057-064.pdf 参照
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全国の書店に配送」される利点があるとされています40。
この出版取次は、著作物の普及による文化水準の維
持を目的とする、私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律（いわゆる独占禁止法（昭和 22 年法律第
54 号））の例外である著作物再販制度（23 条 4 項）41 と、
書店が売れ残った出版物を一定期間内であれば出版社
に返品できる販売方法である委託販売制度42と一体にな
って、日本の出版流通の大きな特色となっています。
このシステムによって、出版社は取次業者、書店等へ
の書籍、雑誌等の搬入、送品等を迅速に実施し、かつ独
占禁止法に抵触することなく業者による販売価格をコント
ロールし、収益を確保することが可能になっていると考え
られます43。出版取次のシステムの原型は第二次世界大
戦中の戦時体制に由来するとも言われています44。戦時
中は当時の内閣情報局と商工省が規制していたのです
が、戦後では出版社などの民間企業が中心になってず
っと継続され、「世界最高のシステム」の建設に向かって
いると、出版業界の中で評価される場合があるという状況
です45。
そういう日本での長年の出版流通の慣行の中に、欧米
から電子書籍が突然のように出現してきまして、出版取
次の業者の代わりにアマゾンやアップルのような電子書
籍のプラットフォーマーが流通に関与し、書店に相当す
るものが iPad や kindle のような電子端末に代わってくると、
出版流通の業界再編に繋がるのではないのか、というの
が今の状況であると思います。
このような動向に対応して、政府でも取組みがなされ
ています。2010 年の 3 月からは、通信制度を所管する総
務省、著作権制度を所管する文部科学省と、出版産業を
所管する経済産業省が合同して「デジタル・ネットワーク
社会における出版物の利活用に関する懇談会」を開催し
ました。同懇談会では政府の具体的施策として「デジタ
ル・ネットワーク社会における出版者の機能の維持・発展
の観点から、出版者に何らかの権利付与をすることにつ
いて、その可否を含め検討」することとされました46。これ
を踏まえて同年 11 月には文部科学省で「電子書籍の流
通と利用の円滑化に関する検討会議」の設置が決定され、
40

社団法人日本出版取次協会「創設の経緯 取次とは」
http://www.torikyo.jp/gaiyo/souritu.html
根岸哲=舟田正之『独占禁止法概説〔第 4 版〕』有斐閣（2010 年）411-413
頁参照
42
日本図書館協会図書館ハンドブック編集委員会編『図書館ハンドブック
第 6 版』社団法人日本図書館協会（2005 年）204-206 頁
43
著作物再販制度と独占禁止法の関係について、石岡克俊『著作物流通
と独占禁止法』慶應義塾大学出版会（2001 年）11-26、35-40 頁参照
44
戦時中の出版流通体制を図式化したものとして、「出版物ノ発行・配給・
販売及用紙割当機構図」『書籍年鑑 昭和 17 年版』協同出版社（昭和 17
年）口絵参照
45
柴野京子『書棚と平台―出版流通というメディア』弘文堂（平成 21 年）
57-73 頁参照
46
デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇
談会『デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関す
る懇談会報告』（2010 年 6 月 28 日）53 頁
http://www.soumu.go.jp/main_content/000075191.pdf
41
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①デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サー
ビスの在り方に関する事項、②出版物の権利処理の円滑
化に関する事項、③出版者への権利付与に関する事項
について、検討されているところです47 。
(2) Ｇｏｏｇｌｅ Ｂｏｏｋｓ問題48
鳥澤： このような政府の会議で電子書籍が検討され始
めたのは、Google Books 問題が引き金になったと言われ
ています。これは検索エンジンの Google ウェブ検索でウ
ェブサイトを探す場合と同様に、検索ボックスに利用者が
探しているキーワードやフレーズを入力するだけで、書
籍を検索することができるようにしたものです。
ハーバード大学、スタンフォード大学のような米国の有
名大学の図書館や、ニューヨーク公共図書館などの蔵書
をスキャニングしてデジタル化したものが、Google Books
のコンテンツになっています。日本でも慶應義塾大学メ
ディアセンター（図書館）が著作権保護期間が経過したも
のに限って蔵書を提供しています。これらの蔵書につい
てデジタル化・データベース化・ウェブ表示をしていると
ころです。また Google は電子書籍事業も見据えていたと
も言われています。
Google Books の事業は 2004 年から開始されたのです
が、2005 年秋に米国作家協会がクラスアクション訴訟を
起こしまして、それと並行してアメリカの出版社協会の会
員５社が著作権侵害訴訟を提起しました。
これに対する Google の主張としては、データベース化
やウェブ表示については著作権者の了解は不要であり、
著作権者から削除の申出があれば、即座に削除してい
るので、そもそも著作権侵害を行っている事実はなく、仮
に著作権侵害をしていたとしても米国著作権法のフェア・
ユースが成立するので、この原告は著作権の主張をでき
ないと抗弁しました。
しかし、3 年経つうちに両者の間で和解契約書が作成
され、裁判所から予備的承認が出されました。この和解
契約書の原案で日本を含む世界中の作家や出版社が大
騒ぎしました。なぜかと言いますと、一点目としてクラスア
クション訴訟の和解はオプトアウト方式と言いまして、クラ
ス構成員に含まれる者は自らが積極的に同意する意思
を示さなくとも、和解の効力から離脱する意思を表示しな
い限り、和解の効力が及ぶと米国連邦民事訴訟規則で
定められています49。二点目は、和解契約書では米国内
47

文化庁「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」
http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankaitou/denshishoseki/
なお、国会議員、出版社、作家、有識者などから構成された勉強会が出
版社の権利の創設を求めるものとして、印刷文化・電子文化の基盤整備
に関する勉強会「出版物に係る権利（仮称）」に関する検討の現状につい
て」（平成 24 年 11 月 8 日）
http://www.mojikatsuji.or.jp/benkyoukai121108.pdf 参照
48
概要については、鳥澤孝之「動向レビュー Google Book Search クラスア
クション（集合代表訴訟）和解の動向とわが国の著作権制度の課題」カレン
トアウェアネス 302 号（2009.12）12-17 頁 http://current.ndl.go.jp/ca1702 参照
49
ジェームス=ドナート・宇野伸太郎「米国クラスアクション最新実務 〔3・
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に存在する書籍の著作権者がクラス構成員とされました
が、ベルヌ条約 5 条(2)では政府機関への登録をすること
なく著作権が発生する、いわゆる無方式主義を採用して
います。従って、日本を含むベルヌ条約加盟国の国民が
著作権を有する出版物が米国内で流通していれば、そ
の著作権者もクラス構成員として和解の効力が及ぶこと
になるので、世界中で大騒ぎになったという次第です。
諸外国の反応としては、外国の利用者団体の中には
世界中の書籍をウェブサイトを通じ安価で利用でき嬉し
いという歓迎の声もあったのですが、ヤフー、アマゾンな
どのライバル企業はあまり気持ちがいいものではなかっ
たようで、Google Books の事業が著作権侵害や独占禁止
法違反ではないのかという批判が出されていました。
外国の政府機関はほとんど反対していました。ドイツ、
フランスなどからはベルヌ条約違反という指摘が出され、
またフランス政府は文化の多様性に影響があるとして
Google を批判していました。米国で著作権法を所管し立
法機関に属する議会図書館著作権局は、ちょうど著作権
者が不明になって利用許諾を得るのが困難になってい
る孤児著作物（orphan works）の取扱いに関する著作権
制度を検討していたのですが、司法機関の裁判所が孤
児著作物の著作権法上の扱いを実質的に定めるような
内容を、クラスアクション訴訟の和解で決定するのは立法
権侵害であると批判しました。
日本国内では、出版団体、作家団体などの間で態度
が分かれました。大手出版社などは和解を受け入れたと
しても Google に対して削除要求が可能であり、また一定
の収益金を得られると説明されていたこと等から。和解の
受入れに前向きでした。一方で小規模出版社の団体や
作家団体の中には和解の内容について全て拒絶すると
ころもありました。
その後裁判所からの勧告なども受けて、訴訟当事者の
間で和解案を見直していたところ、2009 年 11 月に和解
修正案が公表され、裁判所から改めて予備的承認が出さ
れました。この修正案では、和解の対象となる出版物が、
①2009 年 1 月 5 日までに出版かつ米国著作権局で登録
を受けたものか、②同日までにカナダ、英国、オーストラ
リアで出版されたものに限られ、わが国の出版物の多く
が対象外になったことから、日本国内ではこの時点で安
心したという態度が見られました。しかし日本の出版物が
和解の対象にならないとしても、Google Books の事業か
ら除外することは Google から表明されていなかったので、
Google による日本の出版物の利用について著作権侵害
訴訟がそれぞれの関係者から提起され、フェア・ユース
が成立するか等について争われる可能性があったと思
われます。
権利者不明の孤児著作物を含む、権利者が名乗り出
ない著作物（unclaimed works）から得られる収益の扱い

について、和解原案では版権レジストリの運営費用や他
の権利者への支払いに用いられるとされ、その取扱いに
ついて批判がありました。これに対して和解修正案では、
収益資金は受託者が管理し、請求が 5 年間ない場合に
は版権レジストリによる権利者探しの費用に充て、10 年
間ない場合には識字関係の非営利組織等に提供できる
とされました。
和解の対象になった書籍の商業利用について Google
を他者よりも優遇するのは独占禁止法違反ではないのか
という指摘については、そのような優遇に関する規定を
削除することになりました。和解案修正後の経過ですが、
結局、2011 年 3 月 22 日に所管する裁判所（ニューヨーク
南部地区連邦地方裁判所）は和解修正案の承認を拒否
しました50。裁判所に拒否されたとは言っても、Google
Books は未だにサービスを継続していますので、やはり
日本においては例えば準拠法の問題ですとか、日本人
の著作権者が Google に対して訴訟を提起した場合に米
国著作権法のフェア・ユースが適用されるのかという問題
は残っていると考えられます。一方では IT の専門家など
から、日本の出版物が Google Books を通じてウェブサイ
トに提供されないと、世界の情報流通から取り残されか
ねないと懸念する声もありました。
６．参考文献
鳥澤： 図書館に関する著作権の問題を説明したものとし
て、次の三冊を参考文献としてご紹介します。
① 日本図書館協会著作権委員会編『図書館サービスと著作
権 改訂第 3 版』社団法人日本図書館協会（2007 年）
② 黒澤節男『Q&Aで学ぶ 図書館の著作権基礎知識〔第3
版〕』太田出版（2011年）
③ 名和小太郎・山本順一編『図書館と著作権』〔インターネッ
ト時代の図書館情報学叢書１〕社団法人日本図書館協会
（2005 年）

①は日本の図書館の代表的な団体である社団法人日
本図書館協会の著作権委員会が、図書館サービスで著
作権侵害を起こさないようにするために書かれた、図書
館員向けのいわば教科書です。図書館が所蔵する書籍、
雑誌等を貸し出すことによって失う作家の利益を保護す
るために「公貸権（こうたいけん）」を導入すべきであると
の報道がかつてありました。その公貸権制度の諸外国の
状況や沿革などについて巻末に解説がありますので、ご
関心のある方は役立つと思います。
②は文化庁著作権課、国立大学図書館を経て、九州
大学教授をされた方が書かれたものです。著作権制度
の基本的な解説のほか、Q&A が 46 問と豊富にあり、図
書館員が著作権についてどのような問題意識を持ち、対
策を取ろうとしているのかを知るのに便利だと思います。
③は教科書・マニュアルというよりも、図書館における
50

完〕 クラスアクションの和解」国際商事法務 39 巻 8 号（2011.8）1162 頁

松田政行・増田雅史「Google Books 和解案の不承認決定に関する解説」
NBL953 号（2011.5.15）32-39 頁参照
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著作権問題の議論の素材を提供するために書かれたも
のです。国立国会図書館、公共図書館、大学図書館、学
校図書館、病院図書室、企業図書館の現場の図書館員
のほか、出版社、新聞社といった権利者側の方々も執筆
に加わったもので、制度の論点や背景を知るのに有用
だと思います。
30条以下に規定される著作権制限規定のうち、私的複
製や引用については著作権侵害訴訟で主張されること
が多いため、法律専門家の関心は高いようです。一方で、
それ以外の図書館、学校教育、障害者、官公庁、美術作
品などに関する著作権制限規定は裁判で論点になること
が少なく、また政策的な側面が強いためか、あまり論じら
れていないように思われます。これから法曹になられる
方々には、制度とともに、背景にある事実も踏まえて、著
作権制限規定の多様さに象徴されるように、幅広い著作
権制度について考えていただければと思います。
７．質疑応答
今村： 鳥澤先生どうもありがとうございました。まだ若干
時間がございまして、いろいろ鳥澤先生の方から図書館
サービスを巡る著作権の関係の問題をかなり詳しく説明
していただいと思います。皆さまの方から何か質問や確
認しておきたい点などがあるかと思うんですけれども、あ
る方は挙手をしてご意見等をしていただければと思いま
す。何かございますでしょうか。
学生Ａ： はい、Google の和解修正案なのですが、これ
は裁判所が承認を拒否したという、その文脈ってよくわか
らなくて、何を拒否したのか、承認というのは何に対する
ものなのかというところをちょっと詳しく解説して戴けるで
しょうか。
鳥澤： クラスアクション訴訟の和解について米国の連邦
民事訴訟規則で、裁判所の承認がないとクラス構成員全
体に効力が及ばないという規定があります。そのことにつ
いての承認です。つまり、和解の内容について、裁判所
がこの Google Books の和解修正案を審査したところ、ク
ラスアクションの和解案としては適切でないので承認でき
なかったということになると思います51。
今村： 他に学生の皆さんから個別の意見ございますで
しょうか。何でもいいですよ。録音してるとか気にせずに、
自由にいろいろご発言いただいた方がいいです。では、
私の方からちょっとご質問をしたいんですけれども、先ほ
ど図書館に設置してあるコピー機でコピーするのは、何
か権利者の団体と図書館関係の団体とのガイドラインに
よると、これ 31 条 1 項 1 号の複製だというふうに解釈する
というような取扱いするということありましたけれども。この
解釈っていうのはそのガイドラインですよね、あくまで。
鳥澤： そうですね。

51

裁判所によるクラスアクション和解の承認の手続について、ドナートほ
か・前掲注 49・1163-1166 頁参照
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今村： 私はいままで、これは 31 条じゃなくて 30 条 1 項
の規定として図書館でコピーしてると思っていました。31
条ということになると図書館の手足として私が司書の代わ
りにコピーしているという扱いになると思うんですが、何と
なく違和感を感じるんですけれども。
鳥澤： 確かに図書館の間でも議論はあります。例えば
横浜市立図書館は、利用者が行うセルフコピーは私的使
用のコピーであり 30 条1 項に基づくものである、とする見
解を出したことがありました52。
しかし、私の見方としては、コンビニエンスストアの場
合は店内にある書籍、雑誌は販売用に置かれているだ
けで、店内に設置されたコピー機はあくまで持込み資料
を前提にしていると思われます。
一方で図書館の場合は所蔵資料を利用提供するため
の施設であり、その図書館が占有管理している所蔵資料
をコピーすることについては 31 条の範疇だということに
なると思います。したがってそのような状況の中で図書館
内でのセルフコピーを適法化するには、利用者を図書館
の手足と解釈するしかないのかなと考えています。図書
館も権利者団体も一般的にはそのように捉えられている
のではないかと思います。
今村： なるほど、いろいろ多分反対説もあると思うんで
すよ。例えばこの島並・上野・横山先生の教科書の該当
部分ではその説はあまり妥当でないというような解釈が
示されています53。
鳥澤： それも結局、2011 年 5 月の著作権法学会で話題
になりましたカラオケ法理や間接侵害と関わりますが、結
局責任の主体がどうなのか、著作権侵害の主体が誰な
のかという認定で相当争いになるのではないのかと思い
ます。
今村： わかりました。この辺は一つの論点として条文解
釈の問題にもなると思うので、ロースクールの方でもいろ
いろ学生の皆さんが解釈論を展開する一つの論点にな
るかと思います。あともう一つお伺いしたいんですけれど
も、さきほどのお話のなかで多摩市の図書館で図面か何
かの複製に関する事件がありましたよね。
鳥澤： 土木工学事典の複写に関する裁判ですね。
今村： そうでした。あの土木工学事典の複製の範囲の
解釈というのは 31 条 1 項の解釈として非常に厳格のよう
な気がするんです。例えば私も、国立国会図書館によく
文献の複写を依頼するんですが、編集著作物の論文を
一部丸々コピーしてもらったりすることもあるんですけれ
ども、こうした実務に照らすと土木工学事典の多摩市立
52

「利用方法が変わりました。：館内における複写機の利用」横浜：横浜市
立図書館報 36 号（1999.3）10 頁では「コピー業者さんに公共施設の目的
外使用を許可し、私的使用のコピーができるコピー機の設置となりました。
…セルフサービスのコピー機は、あくまで私的使用のためのコピーであ
ることをご承知おきください。」と利用案内をしている。この運用に対する
権利者側からの批判として、社団法人日本複写権センター「オピニオン：
図書館におけるコピーサービス」コピライト 477 号（2001.1）67-68 頁参照
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島並ほか・前掲注 9・166 頁の注 102〔島並執筆〕参照
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図書館の基準はすごく厳格ですよね。
鳥澤： そのような基準によると不合理な結果になる場合
が生じることから、図書館団体と権利者団体との間で「複
製物の写り込みに関するガイドライン」が締結されたのか
もしれませんね。念のため判決の背景を申しますと、裁
判所が採用したこの見解は、多摩市立図書館が文化庁
に照会してこのように主張したという経緯があります。
今村： なるほど。
鳥澤： 確かに解釈の仕方によっては、一著作物をどの
ように捉えるのかが問題になると思います。例えば住宅
地図の冊子であれば、著作権者から一著作物は冊子全
体ではなく見開きであると主張されれば、図書館が 31 条
1項1号に基づいて行える複写は一部分ということで見開
き半分しかコピーできないということになって利用者が不
満を持ち、争いに発展する可能性があるように、著作物
の単位については様々な見方が考えられると思います。
今村： なるほど、この辺もいろいろと法律で明確に定ま
ってるわけではなくて、国会図書館とか文化庁とかがい
ろいろと諸般の事情を鑑みながら、複写の範囲を決めた
りするということになっていくんでしょうかね。
ではまだ時間がありますので、学生の皆さんからご質
問等他にございますでしょうか。
学生Ｂ： 初歩的なことかもしれませんが、31 条 1 項 1 号
の半分の要件って、何回かに分けて複写請求をすれば
脱法できるのではないでしょうか。
鳥澤： 確かに利用者がそういう意図で図書館に複写請
求を繰り返せれば、結果的に全部分の複写物の受取が
可能になることはあると思います。しかしそうなっても、著

作権法上の複写の主体は図書館で、図書館が利用者の
そのような意図を知ることは普通ありませんので、図書館
が手続に則って、各回の複写請求につき著作物の一部
分を複製しているのであれば、必ずしも脱法ではないと
思います。
もっとも最近の著作権侵害訴訟では著作権侵害が成
立しなくても一般的な不法行為が認められる裁判例があ
りますが、図書館に繰り返し複写を請求した利用者にそ
の不法行為責任が問われる余地はあると思います。その
点は気をつける必要があると思います。
学生Ｃ： セルフコピーがガイドラインで 31 条1 項1 号に
よって適法と看做されるというお話がありました。ガイドラ
インの要件、条件はあっても、利用者がセルフコピーをし
ている現場を図書館がチェックしているわけではないと
思うので、全部コピーしたり調査研究の目的以外でコピ
ーしていることが跋扈しているのではないでしょうか。
鳥澤： そのような図書館はあるのかもしれませんが、そ
れが違法かどうかということは、あくまでもガイドラインの
内容は解釈の一つなので、訴訟になったらどう対応する
のかという問題になると思います。図書館のサービスが
ガイドラインに沿っていなくても著作権侵害にはならない
と考えているのであれば、訴訟でどのように主張するの
かということがポイントになると思います。
今村： それではちょうど時間になりましたので、まだいろ
いろご質問等あるかもしれませんが、何かありましたらま
だ先生は若干ここにいらっしゃいますので直接伺ってい
ただければと思います。
では鳥澤先生、ご講義どうもありがとうございました。

第９回 「似ている？ 似ていない？」

Ⅰ 概論
前田： 本日の担当講師の前田です。どうか宜しくお願い
申し上げます。本日の構成なんですけれども、最初の 10
分ぐらい、私の方から概括的な話をさせていただきます。
その後、本日はゲストとして伊藤真先生をお招きしており
ますので、著作物の似ている、似ていない論争について、
伊藤先生からお話をお伺いしていきたいと思います。
著作権侵害事件では被告著作物が原告著作物に類似
しているかどうか、すなわち原告著作物の複製物に当た
るか、あるいは翻案に当たるかを巡って争われることが
非常にしばしばあるわけであります。
また実際の裁判にならなくても、著作権問題を担当す
る弁護士としては、依頼者から「これは似ているでしょう
か？」と問われることがよくあります。そのケースには二
つの場面がありまして、自分の著作物と似ている他人の
著作物を見つけたけども、他人に対して文句を言えるだ
ろうかと、原告側からの相談を受けるという場面と、逆に、
まだ他人から何か文句を言われているわけじゃないけれ

ゲスト講師：伊藤 真（弁護士）
講師：前田 哲男（弁護士）

Ⅰ 概論
Ⅱ 東京地判平成 15・7・11 のケース
Ⅲ 東京地判平成 11・12・15、東京高判平成 13・6・21 の
ケース
Ⅳ 東京地判平成 22・12・21、東京高判平成 23・5・10 の
ケース
Ⅴ Alt v. Morello, 227 U.S.P.Q.49(S.D.N.Y.1985)のケース
Ⅵ Steinberg v. Columbia Pictures Industries, 663
F.Supp.706(S.D.N.Y.1987)のケース
Ⅶ 東京地判平成 15・11・12 のケース
Ⅷ 東京地判平成 11・7・23 のケース
Ⅸ 大阪地判平成 21・3・26 のケース
Ⅹ 東京地判平成 20・7・4 のケース
XI ミッフィー vs キャシーのケース
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ど、こういうものを世に出した場合には他人からクレーム
がつくだろうか、という相談を受ける場面とがあります。
そういうときに弁護士としては「これは大丈夫だろう」と
か、「これは侵害になるかもしれないから、止めておいた
ほうがいいですよ」とアドバイスしなければいけないので
すが、その判断は非常に微妙で、いつも悩ましいです。
今日おいでいただきました伊藤先生も私も、二十数年
に亘って著作権問題を扱う弁護士をしていますが、未だ
に、少なくとも私は未だに、自信を持って判断できない。
いつも悩みながら他の弁護士に相談したいなと、私自身
が弁護士として相談を受けているんだけれども、私自身
が他の弁護士に相談したいと思うケースがよくあります。
著作権関係をあまり扱ってない弁護士の方とお話しし
ても、私が 25 年ぐらい著作権事件をやってきたからとい
って、特にアドバンテージがあるわけでもなくて、あるい
は学生の皆さんと話しても、私の判断のほうが優れてい
るかというと、そういう訳でもなく、何年の経験があっても
同じような地平で議論したり、意見を述べ合ったりしてい
るという状態が続いていて、あんまり進歩がない。今日、
伊藤先生と私が色々お話をしていくのをお聞きいただい
ても、「何だ、その程度なのか」という印象を持たれること
になるかもしれませんが、それほどこの問題は難しいと
思います。
著作権事件で複製権侵害となる場合と翻案権・二次的
著作物利用権の侵害となる場合の関係なんですけれど
も、その前に皆さん著作権法は一通り勉強されていると
いう前提でいいでしょうか。…必ずしもそうでもない。わ
かりました。それでは、必ずしも著作権法を勉強されてい
る方だけではないという前提で話をしたいと思います。
著作権という権利があるわけですけれども、著作権と
いうのは、複数の権利を総称する言葉であって、複製権
とか翻案権とか上映権とか演奏権とか、そういった権利を
まとめて言う言葉が著作権です。著作権法21 条に規定さ
れている権利が複製権であり、その後、22 条から 28 条ま
で、それぞれ各種の権利が規定されている。その一つ一
つの権利のことを支分権と言います。
支分権をまとめて言う言葉が著作権である、少なくとも
現行著作権法は、このような言葉使いをしています。これ
に対して、最近発行された高林先生の『標準著作権法』
では、支分権がそれぞれ別個バラバラに規定されている
のは、法律作成のテクニック上の問題にすぎないのであ
って、これらをまとめて「著作物利用権」であると理解する
こともできると書かれております1。しかし、いずれにして
も条文上、著作権という言葉は、著作権法21 条から 28 条
までに規定されている一つ一つの権利をまとめて言う言
葉として使われています。著作権法17 条を見ていただき
ますと、同条は「第 21 条から第 28 条までに規定する権
利」を「以下『著作権』という」としております。この条文か

らすれば、少なくとも現行著作権法の書き方としては、
「著作権」というのは複数の支分権を総称する言葉である
と理解することになると思います。ただ高林先生がご指
摘のように、それが本質的な問題かどうかはちょっとまた
別の問題になろうかと思います。
著作権が 21 条から 28 条までの各権利、すなわち支分
権を総称する言葉にすぎないことから、単に自分の著作
権が侵害されたという訴えは、請求の内容が特定されて
いないことになります。なぜならば、自分の権利が侵害さ
れたと言うためには、自分の複製権が侵害されたという
のか、上映権が侵害されたというのか、あるいは他の支
分権が侵害されたというのか、つまり、21 条から 28 条ま
での自分のどの権利が侵害されたというのかが特定され
て主張されなければいけないということになります。
著作権法 21 条により著作者はその著作物を複製する
権利を専有するとされています。また 27 条では、著作物
を翻案等する権利が、28 条では、二次的著作物の利用
に関する権利が規定されています。この翻案権というの
は、既存の著作物に改変を加えて別の著作物を作るとい
う権利。その翻案によって作られたものが二次的著作物
であって、その二次的著作物を利用する権利が、二次的
著作物利用権として28条で規定されている。二次的著作
物の元となった著作物のことを原著作物といいますが、
原著作物の著作者は、28 条により、二次的著作物の著作
者が有しているのと同じ種類の権利を有するとされてお
りますから、二次的著作物についての 21 条の複製権を、
原著作物の著作者も、28 条をクッションとして有するとい
う構造になっているわけです。そして、著作者が直接 21
条に基づいて持っている複製権侵害となる範囲と、28 条
をクッションとして二次的著作物について有する権利とを
比較しますと、後者のほうが範囲が広いということになり
ます。「複製」がコアにあって、その外延を、28 条をクッシ
ョンとして二次的著作物について有する権利が及んでい
るというイメージです。
昔の事件では、「複製権」侵害かどうかだけが争われ
ているというケースが多かったのですが、最近は、侵害と
なる範囲の外延を決めるのは翻案権・二次的著作物利用
権の方であるという理解が広まり、最近は翻案権、隣接し
た利用権の侵害かどうかを巡って争われるということが多
いです。
原告が、特に区別せずに「複製権または翻案権」を侵
害されたというふうに主張するケースもよくありますが、こ
れはあまり正確ではありません。
じゃあ翻案権侵害となるのはどういう場合かということ
なんですが、その前提として、「翻案」とは何かが問題に
なり、この点については、有名な最高裁判決がございま
す。平成 13 年 6 月 28 日の「江差追分事件」最高裁判決2
がそれでございまして、この最高裁判決には要旨が二つ

1

2

高林龍『標準著作権法』有斐閣（2010 年）13 頁
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ございます。要旨の一番目は「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。」。
これが「翻案」という行為であり、このような翻案をする
権利を著作者が専有するということになるわけであります。
この判決にはもう一つ、要旨二がございまして、「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著作物を
創作する行為は、既存の著作物の翻案に当たらない。」
というものでございます。
上記判旨一は言語の著作物についての判断でありま
すが、その後の判例の流れを見ますと、これは言語の著
作物以外の著作物についても、翻案の定義としてこの判
旨が引用されております。
ところでさっきの要旨一には「既存の著作物に依拠し」
と書かれておりました。これは著作権というのはそもそも
いわゆる相対的独占権であって、特許のような絶対的独
占権とは違うということです。つまり、他人の著作物を真
似して作った場合だけが著作権侵害となり得る。これは
世界共通原則だろうと思いますけれども、著作権というの
はそういう権利ですから、依拠性の要件というのは本来
的に必要となります。もちろん、「依拠」がなければ複製
にもなりません。
それから、「複製」と「翻案」の区別の基準なんですけ
れども、複製がコアにあって、その周りに翻案、二次的著
作物利用権の権利侵害になる範囲があるということを申
し上げましたけれども、この複製と翻案というのはどこが
違うのかということについては、最近の考え方では、新た
な創作性を付加することがなく他人の著作物等をコピー
することが複製であって、新たに創作性を付加して何か
変更を加えた、その変更を加えた部分について創作性
が認められるという場合には、それは翻案であるというふ
うに理解することが一般的かと思います。先ほどの最高
裁判決の要旨一も、「新たに思想又は感情を創作的に表
現することにより」ということを翻案の要件に入れておりま
すのは、そういう趣旨であると思います。
次に、要旨の二について、元々著作物とは何かという
と、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文
芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と著作権
法 2 条 1 項 1 号に定義されております。著作権とは、「思
想又は感情の創作的な表現」を保護するものであり、そ
の保護は、「表現」とはいえない思想・感情そのものやア
イデア、あるいは事件・事実のようなものには及ばない。
それから創作的な表現といえないものもやはり著作物
としては保護を受けない。これも日本だけではなく、世界

共通の考え方であろうと思います。元々著作権というの
は、思想または感情の創作的な表現のみを保護するとい
うことでございますから、そのことからすると先ほどの要
旨の二、「思想又は感情若しくはアイデア、事実若しくは
事件など、表現それ自体ではない部分、あるいは表現上
の創作性のない部分において既存の著作物と同一性を
有するにすぎない著作物を創作する行為は、その著作
物の翻案に当たらない」というのは、当然の結論です。
翻案に当たらないということは自由だということでありま
して、他人の著作物から創作的な表現の部分を利用する
行為は翻案権侵害等になり得るけれども、他人の著作物
から思想、感情あるいはアイデア、事実だけを取り出して、
それだけを利用することは他人の著作物の権利侵害とは
なりません。
先ほどの最高裁判決の具体的な事例では、原告作品
と被告作品との共通点として何があるかを見ますと、北海
道の江差町が、「かつてニシン漁で栄え、そのにぎわい
が『江戸にもない』といわれた豊かな町であった」として
いること、「現在ではニシンが去ってその面影がない」と
していること。「江差町では9月に江差追分全国大会が開
かれ、年に１度、かつてのにぎわいを取り戻し、町は一気
に活気づく」こと、それから、これらをこの順序で表現して
いること、これらが共通点です。これが翻案権侵害になる
のかどうかについて最高裁が判断を示しているのですけ
れども、最高裁は、江差町がかつてニシン漁で栄え、そ
のにぎわいが「江戸にもない」といわれた豊かな町であ
ったこと、現在ではニシンが去ってその面影はないこと
は、一般的な知見に属し、ありふれた事実であって、表
現それ自体ではない。それから「江差町では 9 月に江差
追分全国大会が開かれ、年に１度、かつてのにぎわいを
取り戻し、町は一気に活気づくこと」は、江差町民の一般
的な考え方と異なる特有な認識なんだそうです。本当は
江差町が一番活気付くのは、8 月に神社のお祭りが開か
れるときなんだそうですが、そうだとしてもこの認識自体
は著作権法で保護されるべき表現ではない。
それから、こういう順番で並べて書くことも、独創的なも
のとは言い難く、表現上の創作性が認められる部分では
ない。そうすると、共通点として挙げたものは著作権法上
の保護されるべき表現ではない部分、あるいは創作的と
はいえない部分にすぎないから、翻案権侵害には当た
らない。こういう判断がなされているわけでございます。
最高裁判決によると、原告著作物などの既存の著作物の
表現上の本質的な特徴が被告著作物から直接感得でき
るかということをポイントとして判断することになるわけで
すけれども、そういう判断枠組みを用いるとすれば、著作
物の表現上の本質的な特徴が一体何なのかを具体的に
認定した上で、被告著作物がその同一性を維持し、著作
物に接する者がその表現上の本質的な特徴を直接感得
することができるかを判断するという順序が素直な考え方
のような気がいたしますけれども、実際の裁判例では必
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ずしもそういう判断の順序にはなっていないことがありま
す。まず、原告著作物と被告著作物とを対比させて共通
点は何かを認定したうえ、その共通点が既存の著作物の
表現上の本質的な特徴と言えるかどうかということを判断
するという判断順序を取っているケースもたくさんありまし
て、むしろこちらの、後者の方が多いような気がします。
そもそも抽象的に、原告著作物の表現上の本質的な
特徴は何かを認定するというのは、かなり困難を伴うこと
だと思いますので、そういう作業はしないで、まずは共通
点を取り出した上で、その共通点が既存の著作物の表現
上の本質的な特徴と言えるかどうかというような形で判断
してもいいと、これは一般的にもそういうふうに考えられ
ていると思います。
以上を前置きとしまして、ここからは具体的な画像など
を見ながら、皆さんのご意見も伺いながら、伊藤先生とお
話を進めて行きたいと思います。伊藤先生、前に来てい
ただきますでしょうか。伊藤先生どうぞよろしくお願いしま
す。どうぞお座りください。
Ⅱ 東京地判平成 15・７・113のケース
前田： それでは最初のケースを挙げたいと思います。
東京地裁平成15 年7 月11 日判決のケースなんですが、
これは一筆箋のデザインについての事件でございます
が、今こちら見ていただいている画面の左側の方が原告
の一筆箋で、薄緑の地に金魚が泳いでいて水色の水草
が幾つかある。被告の方もやっぱり薄緑の地に金魚が泳
いでいて、水草がある。全体的な印象は似ているような
気もしますけれども、これについて皆さんのご意見を伺
っていきたいと思いますが、A さん、どう思います？

（原告）

形で描いているということを言っていくと、確かに似てると
いう話が出るのかなと思います。
ただ、画風、画法というものは保護されない。いわゆる
アイデアや、絵画におけるピカソ「風」の絵、棟方志功
「風」の版画という画風みたいなものは保護されない。単
に雰囲気が似ているといわれる絵画は、画風・画法の類
似の範囲じゃないかと思います。
実はこの事件で、原告作品と被告作品とでは、描いた
人は同じなんです。原告の会社に勤めてたときに従業員
として描いたので、職務著作として原告である会社の著
作物になって、原告が著作権が持ってる。その後、その
人が会社を辞めて、その後に別の会社のために描いた
絵が被告作品であった。だから、画風・画法が似ている
のは当然なんです。
そうすると若いときに会社に所属してデザイナーやっ
ていた人が、独立後に同じ画法、発想で描けないとなる
と、その人は永遠にその会社から出られないみたいな話
になってしまうというようなこともある。画風が似ているだ
けであり、構図も違うという風に判断するのが妥当なんだ
ろうなという風に私は思うんです。
前田： 私も、これを絵として見ると、やっぱり違う絵だと
思います。確かに金魚の形が似ているということはあるか
もしれませんけれども、そこだけに着目して侵害というに
は、あまりにも単純でありふれた形であると思います。こ
れは翻案の範囲ではないと判断されるのが普通かなと思
います。実際に判決でも侵害ではないとされています。
同じ事件の別の一筆箋なんですが、スイカを描いてい
るものです。左が原告作品ですが、一番上に三角形に
切ったスイカがありまして、真ん中にかなり食べた後のス
イカがあり、最後に食べ終わって種と皮だけが残ってい
る。そういう順番に並べてあって、この種が五つあるんで
す。右のほうの被告作品は、一番上のスイカが半球形で、
真ん中のスイカは三角形に切ったもので、最後に食べ終
わったスイカの皮がある。ちょっと離れていますがここに
種が五つあるんです。これについてどういう印象を持た
れるでしょうか。C さん。

（被告）

学生Ａ： やはり配色とか、後は書いてる金魚の数も同じ
で、全体的な印象としてはかなり似たものであるという…
前田： ありがとうございます。B さんは、どうですか。
学生Ｂ： 印象はやっぱり似てるなと思うんですけれども、
結構、葉っぱの大きさとかがかなり違うので、そういうとこ
ろを見ると、違ったものなのかなっていう感じです。
前田： 伊藤先生、いかがでしょうか。
伊藤： はい、これは上から見た図だから、本当は金魚は
こういうふうに見えないですよね。でも、わざわざこんな
3
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学生Ｃ： スイカが食べられているにつれて小さくなって
いくっていうアイデア自体はそんなに似てないのかなと
基本的には思います。
前田： ありがとうございます。D さんはどうですか？
学生Ｄ： だんだん食べられて、無くなっていくっていう
アイデア自体ちょっと面白いかなと思うんですけれども、
何かわざわざ保護するほどのこともない感じです。
前田： 伊藤先生いかがでしょうか。
伊藤： ちょっと質問ですが、原告作品の一番上のスイカ
と、被告作品の真ん中のスイカだけを比べたらどう？
学生Ｄ： それは確かに似ていますけれども、でもそうい
うスイカの絵は誰でも…
伊藤： そう、一つのスイカだけを比べたら似ているけど
も、それはありふれてるっていう話になるんでしょう。私も、
全体としては違う絵という判断でいいと思っています。
この人はすごく工夫して、侵害って言われないようにし
ようと考えているわけで、スイカの絵では、被告作品では
二つめのスイカはまだ食べていなくて、その後食べ始め
たという形にしている。それからさっきの金魚の絵につい
ても、多分意図的に葉っぱの形の大きさなどを変えてい
て、そういう形で違う絵ですよといえるように気をつけて
描いているような、頭のいい方だなあと私はこの事件で
思ったのです。
前田： ありがとうございます。判決でもこれは侵害では
ないとの結論になっています。判決は、結構細かく理由
を述べていまして、原告作品では種が固まっているのに、
被告作品では種が離れていると、そういう細かいところま
で指摘していますが、やっぱり絵としては違うことが決め
手なんじゃないでしょうか。
Ⅲ 東京地判平成 11・12・154、東京高判平成 13.6.215
のケース
前田： 次にいきたいと思います。上が原告作品で、下が
被告作品です（次頁）。
これはかなり解説が必要でありまして、どちらも、三角
形に切ったスイカが６個並べられています。それらのスイ
カは、ラグビーボールのようなスイカの上に並べられて
いるのですが、原告作品では切り方がギザギザになって
いるんです。それに対して、被告作品ではフラットにただ
切っただけという違いがあります。それから後ろの方なん
ですが、スイカが並べられ、ツタが絡まっています。原告
作品では、茶色いカゴの上に乗っているのですが、被告
作品では、ザルの上に乗っています。ちょっとザルが暗
くて見えないんですが、本当はザルがあるそうです。ま
た原告作品では氷がある、被告では氷がない。背景は、
両方とも真夏を思わせるような青いグラデーションである。
光の当たり方は違っていて、原告作品では、ワザと光を

4
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当てて、水滴を吹き付けるなどの工夫をしている。被告
作品では、そういった工夫はあまり見られていない。こう
いうものでございます。

これについてどういう印象をお持ちでしょうか。E さんは
どうでしょう。
学生Ｅ： 全体としては似ていると思うんですけれども、
絵としてみたら違うのかなと。
前田： これは絵じゃなくて写真なんですよね。F さん、ど
うですか。
学生Ｆ： 写真としての特徴が違うと思います。
前田： ちなみに原告がこの写真を撮るに当たって、こう
いう風にスイカを切って、こういう風に並べてという配置を
したのも、原告自身なんです。伊藤先生、割と否定説が
優勢なようですが。
伊藤： そうですね、私も否定説なんですけど、構図は似
ていますよね。実は、原告の写真を使わしてくれって申
し入れたが拒否されて、その後、それでは似たようなもの
を新たに撮ればいいと考えて、似たような写真を撮ったと
いう事情が裏側にあります。
そういう意味で敢えて似せていると高裁で判断された
事件なんですが、こうスイカを六切れ並べて、確かに工
夫はあるんだけれども、この構図の並べ方に創作性を認
めてもよいかとなると、それは違うだろう。本当にピッタリ
同じ構図にしている場合は侵害になるかもしれないけど、
そうでない場合には侵害にしない方がいいんだろうなっ
ていうのが私の感覚です。写真の話をしゃべってもいい
かな。
97

＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業

前田： はい。
伊藤： 写真の場合には、光の当て方とか、どんなレンズ
を使ったりとか、今なら普通はないんですけれども、カラ
ーにするか白黒にするか、引き伸ばすときにどのくらい
にするか、少しぼかすかシャープにするか、そういったこ
とに写真の著作物と表現の本質的特徴部分が現れてくる。
だから同じ風景を撮っても、それぞれのカメラマンの写
真がそれぞれの思想・感情を創作的に表現しており、
別々の著作物として保護されるのだという考え方につな
がってくるだろう。風景写真の場合には構図はそれほど
関係ないわけですけれども、本件の写真の場合にはスタ
ジオで撮影しており、スイカの置き方だったり、水の付け
方だったり、後ろの背景の紙の光り方だったり、そういう
風なところも含めて、そういう風な構図が似ていれば著作
権侵害になるんだという話はあり得ると思いますが、構図
がこれだけ違っていると、これは違うだろうって私は思っ
ています。
前田： ちなみに、これは地裁と高裁で判断が分かれて
いるケースで、地裁は侵害じゃないとしたけれども、高裁
は侵害としたケースでございます。ただ高裁が言うには、
自然のものを撮った写真と違って、被写体自体を原告が
作り込んでいるケースですので、被写体の構成も、この
写真の著作物の創作性を基礎づける要素になると、そこ
も考慮して翻案に当たると高裁は判断しています。
伊藤先生は、被写体の創作性の部分も含めても侵害
ではないとお考えということなんですが、私はここまで似
たらさすがにアウトじゃないかなと。やっぱり対応関係が
あり過ぎるという気がいたします。さっき伊藤先生からご
紹介いただいたように、使わせてくれって言ったら断られ
て、じゃあ勝手に作っちゃうっていう、その悪性もあるん
ですけれども、それを度外視したとしても、ちょっと対応
関係がありすぎるんじゃないか、ここまできたら侵害じゃ
ないかなと私は思います。今日は高林先生もおいでなさ
っていますので、先生、いかがでしょうか。
高林： 伊藤先生は、被告も原告写真と同じ構成にしたと
したならば、それは写真の著作権の侵害だっていうご説
なんでしょうか？全く同じ並べ方にしたとしたら。
伊藤： この事件を離れて、全く同じにしたら、あるいは、
他の写真の著作物で相当構成が複雑だったり奇抜だっ
たりした場合に、別の場所で別の時に別の人が並べたも
のを撮ったとしても、写真の著作権侵害になる場合はあ
る、そこのところの高裁の判断には私は賛成します。
高林： 絵の場合に全く同じ構成をしたけれども、全く違う
画家が描いたならばこれは侵害にならないですよね。な
るんですか？
伊藤： なるんじゃないですか。
高林： 全く同じ静物を並べて絵に描いた場合です。
伊藤： 私はなる場合があると思います。
高林： 私はそれもならないと思っているんですよ。写真
と絵というものは、そのものを表現する過程における創作
98

性によって絵の著作物だったり写真の著作物だったりが
成立するので、写真というのは機械的なところが大変多
いので、絵と違って誰が写しても同じになってしまうという
面が多いとは思うんですけども、私は基本的に絵と同じ
ように考えて、同じ構成であっても写真の著作権、絵の著
作権の侵害にはならないと。ただそれは、編集著作権の
侵害になる可能性はあると思っています。こういう盆栽だ
とかお花だとかいうものは、その配置というものが編集著
作権として成立する場合に、その創作性を認められてい
るその配置自体を写したならば、編集著作権を侵害して
いるという意味で、写真に表わされている著作権の侵害
だという場合があると思うんですけれども。本件ではスイ
カの並べ方自体に編集著作権が成立するような創作性
があるのかというところで判断すべきだと私は思っている
んです。
伊藤： 今、高林先生が編集著作権というご説明をされた、
色々なものを組み合わせて、オブジェとして一つの創作
的表現物になっている場合には、それを真似したという
ことで、編集著作権の侵害になることはあるけれども、絵
画・写真という形で描いた部分についてのでは、侵害に
ならないのでは。
高林： 絵を描くときの創作性というものが美術の著作物
であり、写真は、光をどういう風に写すとか、そこにおける
創作性が問題となる…
伊藤： 被写体の構成とか、それを置いたということにつ
いては、絵画とか写真の著作物の創作性と区別して考え
るということですね。私の方は、それも一緒になって、光
線の写し方もそうですけれども、そういうところも一体とし
て写真・絵画の著作物の創作性という形で判断するんだ
と。そこのところが多分違いだと思います。
高林： ちょっと私の方が異説なのかもしれませんね。
前田： そこはどうでしょうか。生け花を撮った写真につい
ては、写真の著作物の部分と生け花という美術の著作物
の部分とは別個であると、もちろん生け花を生けた人と写
真を撮った人が別の人もありますし、同じ人である場合も
ありますけれども、いずれの場合においても著作物とし
ては別個であると理解した上で、写真の著作物の創作性
は、まさにそれを写真として撮るときの角度だとか光の当
て方だとか、露出だとか、そういうものに創作性を認める
という考え方が最近多数になりつつあるように思います。
高林： そうですか、ありがとうございます。私はその説な
ので。
前田： 私の知る限り、中山先生の教科書6、横山先生の
教科書7にもそう書いてありまして、逆に、著作権判例百
選の松田先生の解説8では、それを異説である書いてあ
6

中山信弘『著作権法』有斐閣（2007 年）97 頁
島並良・上野達弘・横山久芳『著作権法入門』有斐閣（2009 年）50 頁〔横山
執筆〕
8
松田政行「翻案権と類似性(1)－写真」中山信弘=大渕哲也=小泉直樹=田
村善之編『著作権判例百選（第 4 版）』有斐閣（2009 年）103 頁
7
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ります。
高林： はい。じゃあ私はそれを読んでいたんですね。
伊藤： その話だけで一時間経っちゃうかもしれない。例
えば、人の顔の写真を撮るのだって、「もっと手を上げて、
もっとニコッと、ピースやって」というふうにカメラマンがそ
の人を動かして撮っていく。そこのところは、やはりカメラ
マンとしての写真の創作性の一部である。そのような考
え方を広げていくと、被写体の創作性と写真自体の創作
性とを区別できないのかなあと思います。その辺は両方
あるのかなっていうところですね。
Ⅳ 東京地判平成 22・12・219・東京高判平成 23・５・
1010のケース
前田： 今日のテーマに戻りたいと思います。同じような
論点かもしれませんけれども、割と比較的最近の事件で、
高裁判決は今年の五月なんですが、最近、廃墟が一つ
のブームになっており、廃墟になった所に行って写真を
撮ってくるカメラマンがいらっしゃる。
原告・被告ともに写真家ですが、廃墟を写真に撮ること
に関しては原告の方のほうが先行していて、いろんな廃
墟を見つけて写真を撮って来て、それを発行・出版して
いた。被告の写真家は同じ場所に行って写真を撮って発
行した。原告の方がお怒りになって裁判を起こしたという
事件です。原告の著作物はセピア色で撮っていて、被告
の著作物がカラーで撮っているものでございますが、こ
れについてはどのようにお考えでしょうか。
学生Ｇ： 僕は似ていると思います。色が違う、セピアに
するかカラー写真にするかっていうのは技術という点で
は違うとは思うのですけれども、その被写体を撮るに当た
って両方とも、片方の屋根が壊れていて、そこから光が
差し込んでいたり、それからツルがそこから伸びているよ
うな、そういったところを写真の著作物として被写体にし
ているという点で、構図も、同じ建物を同じように撮って
いるので。
前田： ありがとうございます。じゃあその後ろの方。
学生Ｈ： 私はこの写真を最初に見たときに似ていると思
いませんでした。同じ建物だとは思うんですけれども、写
し方が違うので、それは似てないんじゃないかなと。
前田： 二つの意見をいただきましたけれども、伊藤先生
いかがでしょうか。
伊藤： 廃墟のこういう場所を探すこと自体が大変であっ
て、それを、オレが先に探してきたところを、後追いで写
真を撮ってきて大手出版社から写真集として出したのは
けしからん、廃墟を探すのがいかに大変で、そこで撮ら
してもらうのが大変かということを原告は切々と主張して
いる。
ただし、それは表現の本質的特徴の話ではないわけ
で、著作権の範囲とは別の問題なんだということです。私
9
10

裁判所 HP
判タ 1372・222

自身は、例えば、緑の小枝があって、その先にトンネル
があって新幹線が出てくるような、あるいは汽車がこう回
ってこう来る、蒸気がそこの所でプーッと吹く典型的な写
真を撮ろうと思うと、撮る場所はだいたい一緒になってき
て、そこの所にきょう汽車が走るという話になると、「鉄ち
ゃん」たちは大挙して同じ場所に行き、場所取りをする。
同じ場所から同じように撮れば同じような写真が撮れる。
あるいは写真雑誌にはどこの場所で、カメラはこれを使
って、レンズはこれを使って、シャッター速度をこうしてと
書いてあるわけですが、同じような場所に行って同じよう
に撮ったら、最初に写真を撮った人の写真の著作権侵
害になるかという大問題があります。
次の方、同じ所で同じように撮ったら、どうなると思いま
すか。
学生Ｉ： 対象が同じだったら確かに似ていると感じると
は思うんですけれど、ただそれだけで著作権侵害になっ
てしまうかって言われると、その構図をもう他の人は撮れ
なくなってしまう。そこまでその構図に保護すべき価値が
あるかと言われるとそうは感じない。
伊藤： その場所で他の人は写真を撮れなくなっちゃうと
いう話になります。そういうことも含めて侵害にはならない
んだろう。ましてこの廃墟の写真の場合、角度が違って
いる。それから原告の方は、広角レンズを使ったりセピア
色にしたりで違っています。そういう意味では、これは明
らかに著作権侵害ではないと私は思っています。原告の
方が、まさに写真家として写真の著作物として自分の思
いを込めてアートに作った写真を作っていて、逆に被告
の方のほうが忠実にその風景を写し取っていて、だから
逆に被告の写真の方が廃墟の写真を説明したり、廃墟マ
ニアの方にとっては被告の写真の方が受けたのかも知
れません。インターネットで廃墟の写真とかいう風に引く
と、本件のことも含めていろいろと載っていますので、興
味があったら後で見てください。
前田： これは先ほどのスイカとは違って、被写体が元々
あるものですから。
伊藤： 風景ですよね。
前田： だから被写体自体をその原告が創作したわけで
はない。原告は、それを探したかもしれませんけれども、
元々そこにあるものを撮影したということだけで、撮影地
点・撮影場所そのものに創作性が生じるというのは、元々
難しいんではないかなという気がいたします。
Ⅴ Alt v. Morello, 227 U.S.P.Q. 49 (S.D.N.Y. 1985)
のケース
前田： 次は、アメリカ合衆国の事件なんですが、これが
原告の写真の著作物なんです。格子の紙の上にボール
ペンを二本並べてその先端にスポットライトを当てて撮っ
た写真作品で左が原告、右が被告です（次頁）。これに
ついてはどうでしょうか。
学生Ｊ： そうですね、芸術性についてはちょっとわから
99

＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業

ないんですが、同じもののように見えます。スポットライト
の当て方など、明らかに自分なりに構図を工夫して撮っ
た写真だと思うので、そういうことを考えると、やはり構図
とか配置とか、いろんなことが似ていると思います。
前田： 次の方。
学生Ｋ： 構図をすごく細かく見たら、片方が右展開、片
方が左展開みたいな風にも見て取れるんですが、でも
やっぱりここまで、いろんなものを準備して、いろんなも
のを配置しているのですから、似たようなものが他にどれ
だけあるかどうかよくわからないのですが、これだけ入念
に準備してちゃんと配置を決めて写真を撮っているので
あれば、同じと言っていいんじゃないかと思います。
前田： 伊藤先生、いかがですか。
伊藤： 私もこれはさすがにアウトにしていいと思います。
細かい点では、ボールペンは違いますし、格子やスポッ
トの大きさの違いがありますよね。それからボールペンを
格子の上に乗せているのか、格子の間に置いているの
か、またボールペン相互の角度も、原告の方は 45 度より
はかなり狭いのに対し、被告の方は 45 度くらい。そういう
風な違いは色々ある。格子の上に乗せると、シャープな
印象を与えるというような言い方もできるんですが、さす
がにこれは侵害と言っていいと思っているのですが、さ
っきのお考え方に従って高林先生のご意見がすごく聞き
たくて。
高林： いや、私は、例えば彫刻などの芸術作品として見
るならば、彫刻としてこれが本当に抽象的な彫刻とか、そ
ういうものとして認識するならば、被写体そのものを芸術
作品として見るならば似ていると。だから、例えば
こういうオブジェみたいな物は、彫刻とかそういう
物に作るならば、このぐらい似ている彫刻を作っ
たならば、これはやはり翻案、翻案というか複製か
どうかわかりませんけれど、侵害になるんだと思う
んです。ですから、そういう意味でこれは写真とい
うか…。
伊藤： 写真の著作権侵害で争われているんです
か。
高林： 写真の著作権なのかどうなのか、私は、写
真として捉えるのかなっていうのがよくわかりませ
んけれども、これ自体を芸術として捉えるとするな
らば、似ている範囲にあるなと思うんですよ。なの
100

で、これをこう置く、例えばスイカを置くこと
自体が芸術だっていう風にはちょっといえ
ないと思うんですけども、このボールペン
はこれ自体を何て言いますかね、非常に
…。
伊藤： 現代アートの。
高林： 現代アートだと見ることはできるん
だと思うんです。だからそのアート作品を
写真として表現したアート作品として、似て
いるんじゃないでしょうか。これが似ていな
いというのは、きついですよね。
前田： 判決もこれは似ているとしました。アメリカの裁判
官は割と自由に意見を書きますので、「一見したところ同
じ物にしか自分には見えなかった」と裁判官は判決に書
いています。
Ⅵ Steinberg v. Columbia Pictures Industries,663
F.Supp. 706(S.D.N.Y. 1987)のケース
前田： では、次にいきたいと思います。あと 30 分になっ
てきまして、まだ予定したものの半分にも進んでいない
のですが、そうですね、じゃあこれを取り上げましょうか。
ちょっとわかりにくいかもしれないんですが、これもアメリ
カ合衆国の事案なんですが、この左、こちら原告のイラス
ト、これは「ザ・ニューヨーカー」という有名な雑誌の表紙
になったものです。
右は被告の映画ポスターです。これもかなり解説が必
要でして、両方ともニューヨークの町を描いております。
原告作品ではここにハドソン河があって、その上にアメリ
カ中西部があって、太平洋があって、その向こうに日本、
中国、ロシアが見えているのです。すごくデフォルメして
いてニューヨークから、ハドソン河の向こうにアメリカ大陸、
太平洋、更にその向こうを俯瞰しているのです。色は、こ
れではよくわからないのですが、地平線がピンクに描い
てあって、空が青いのです。被告の映画ポスターの方も、
ニューヨークの町を似たようなタッチで描いてあって、ハ
ドソン河があり、文字のフォントも同じようなもので書いて
ある。その向こうに
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は大西洋があって、さらにその向こうにモスクワを俯瞰し
ているのです。また原告作品と同じように、地平線がピン
クに描いてあって、空が青い。こういうポスターなのです
が、次の方、いかがですか。
学生Ｌ： そうですね、一見してやはり似てないっていう
イメージだったんですけれども、今の説明を聞いていた
細かいところで似てるところもあると思うのですが、やはり
被告のポスターで三人の人物のイメージの方が強くて、
原告作品にはそれがないので、かなり違うのではないか
と思います。
前田： ありがとうございます。次の方はどうですか。
学生Ｍ： 写真とは違って、かなり想像上の構図で、実在
する風景ではないので、かなり創作性が認められるので
はないかと思います。
前田： 先にこの判決の結論を申し上げますと、アメリカ
合衆国の裁判所はこれを侵害にしたんです。その判決
理由の中で、車の描き方とかですね、これじゃちょっとよ
くわかんないんですが、信号の描き方だとか、建物の上
に乗っている給水塔だとか、そのような細部が一致する
んだそうです。
細かいところを見ていくと、いっぱい似ているところが
あるんです。ニューヨークの町のストリートは、基本的に
は一方通行なんだそうですが、原告作品では一方通行
じゃなく描いており、被告ポスターでもそうなっている。そ
ういった細かいところを判決は多数指摘して、これ侵害だ
としたんですが、伊藤先生、これは日本だったらどうでし
ょう？
伊藤： 判決が指摘していることなどを含めて考えると、
原告のニューヨーカーの絵に依拠して、その絵を知って
いて、ある意味でそれをパロって描いたという関係はある
だろう。複製とか翻案というのは、相手方のものを見て、
それに依拠して同一・類似のものを創る、有形的に再製
する、あるいはプラスアルファの創作性を付加して表現
上の本質的な特徴部分が直接感得できるようなものを創
るという類似性の話と、二つが合わさって初めて侵害に
なる。真似したに違いないっていう話になると、何となく
侵害っていう風に思っちゃうんだけども、そこのところは
やはり冷静に、同一性があるのか、類似しているのかっ
ていうところを見ていくと、これは違うだろうと思いました。
前田： はい、ありがとうございます。これは日本の裁判
所だったら侵害にならないでしょうね。絵としては違うも
のだから。ニューヨークの町から太平洋とか大西洋が見
えて、さらにその向こうに日本とかモスクワが見えるという、
アイデアは似ているにしても、それはアイデアの類似に
すぎないという気がします。

たしますと、これが原告の作品です。

これに対して、裁判所の HP に掲載されている被告の
作品は、このようなものですが、この被告の作品がかなり
暗くてつぶれちゃっていて、細部がわからないです。

この原告の著作物と被告の著作物を比較しますと、左
の端にエッフェル塔があります。次にピサの斜塔があっ
て、右向きに傾いている。その次にピラミッドがあって、ラ
クダに乗った人物がいるんです。原告作品では分かりに
くいですが、ラクダに乗った人物は、どちらも左向きです。
次に、ロンドンの二階建てバスがあります。それからビッ
グベンがある。ビッグベンの指している時間がどっちも２
時。オランダの風車があります、羽根が４枚。ただし高さ
はちょっと違う。それから何故かここでいきなり南国にな
ってヤシの木がある。ヤシの木が２本あって、この葉っぱ
が同じ数だけある。
それからヨットがあります。原告の方ではヨットが２艘あ
るんですが、被告の方ではヨットが１艘と客船が１艘ある。
その後ろにニューヨークの摩天楼がある。何故かここで
またヨーロッパにいきなり戻りまして、ローマのコロセウム
があるんです。コロセウムに被ってヤシの木がある。判決
も指摘していますけれども、このコロセウムの欠けてると
ころですね、崩落しているところが一緒です。これで侵害
かどうかということなんですが、どうでしょうか。
学生Ｎ： これは侵害じゃないかなと思います。原告のは、
配置自体が創作的で、被告が描いている中身も、個々の
ものをみても、全体を見ても侵害になるんじゃないかなと
思います。
前田： はい、ありがとうございます。次の方は？
学生Ｏ： 私も似ていると思います。世界の名所をパクる
にしても、どういうものを持ってくるのかという選択をする
ことになると思うんですけれど、その選択をしたということ
と、それをどういう順番に並べるかという点で似ているん
じゃないかなあと思います。
伊藤： これは似ているでしょうね。
前田： 判決でも割とあっさりと侵害であるとされてますし、
被告からも控訴が出ていないようです。被告の立場だっ
たら、なかなか争えない事案だろうなと思います。

Ⅶ 東京地判平成 15・11・1211のケース
前田： では、次にいきたいと思います。ちょっと説明い

Ⅷ 東京地判平成 11・７・2312のケース
前田： 次はこれです。女優を描いたイラストなんです
が、左が原告の作品で、右が被告の作品です（次頁）。
どちらも急いで走っている女性がこっちを向いている。

11

12

判時 1856・142
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それから、目の印象も割と似ているというケースです。次
の方、どうでしょうか？
学生Ｐ： 目とかそういうところが似ているとは思いますし、
他にも細かい点で似ている点はあると思うのですが、女
性が何か急いでいるような様子を表現するに当たっては、
それはありふれたものだと思うので、表現に関して非侵
害だと思います。
伊藤： 私も非侵害でいいんだろうと思いますね。
前田： そうですね、判決でも非侵害になっています。
Ⅸ 大阪地判平成 21・３・2613のケース
前田： 今度はこの事件を取り上げたいと思います。上
の二つが原告作品で、下の二つが被告作品です。ポー
ズとか、服装とかは似ている、それから髪型が似ている。
だけど違うところもあります。被告作品は、マンションのこ
とをいろいろ書いた「マンション読本」中のイラストですの

13
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で、家族がいるのですが、原告は、他の人物のことでは
なく、この女性が似ているということで訴えています。どう
でしょうか。
学生Ｑ： キャラクターの描き方で髪型というのは割と本
質的な部分だと思います。違う部分としては、スカートの
色合いとかでしょうか。
前田： もう一つ説明し忘れたんですが、原告作品には、
このキャラクターを登場人物としてたくさんのイラストがあ
る。被告作品の方にも、この女性を登場させたたくさんの
イラストがある。その中から原告が似ているものを選んで
対比させています。また、ここに挙げた、右側の絵（女性
が立っている絵）と左側の絵（女性が椅子に座っている
絵）は、セットになっているのではありません。それぞれ
がバラバラに存在している。訴訟では、たくさんの箇所に
ついて争われているのですが、この二箇所は、たまたま
私が取り上げたというだけです。そういう点を含めて考え
た場合、どうでしょう。
学生Ｒ： 私は似ていると思います。
伊藤： 私もこれは似ていると思うんですね。ただ、とりわ
け肩が全くなくて、首からなで肩にこう落ちている。それ
から顔と体のバランスとか、そういうことを考えていくと、
かなり似ているという判断でいいんだろうなと。ただ、人
をデフォルメして描くときにこういう風になりやすし、また、
顔を中心にして見ていくと、顔が違うんだよねっていう話
は出てくるのかもしれない。私は、これはアウトと言って
いいのかなと思います。
前田： はい、ありがとうございます。判決は侵害でないと
しています。ただ、先ほど申し上げましたように、原告作
品にも被告作品にもいろんな場面があって、いろんな服
装をしているんです。服装も統一はされていないんです。
その中から、同じような服装をしているものを原告が選ん
で対比させている。ただし、依拠性はあり、被告のイラスト
レーターは「ごめんなさい」と言っていたそうです。大阪
地裁は、原告の登場人物も被告の登場人物も、いろんな
場面でいろんな服装をしたり、いろんな姿勢をしたりする
わけだから、服装が類似しているのは原告作品の本質的
な特徴を構成しているとはいえないとしました。原告のキ
ャラクターの本質的な特徴部分は、顔の部分などである
とし、服装の類似を除外して判断しています。そうすると、
顔だけ、さっきも伊藤先生がおっしゃったように、顔だけ
比べるとこれかなり違うんです。
目が、原告の方は白目なんですけど、被告の方は黒
目です。髪型は似ていますが、一般的な髪型であって、
また、原告作品では直線だけで表現しているのに対し、
被告作品では一般的な描き方をしている。眉毛が、原告
作品では直線なのに、被告作品では丸みを帯びている。
口も、原告作品では直線でちょっとへの字型なんですが、
被告作品では、ニコっとしている。それから輪郭も、原告
作品では割と三角形型ですけど、被告作品ではふっくら
しています。

第 10 回 著作権関係訴訟の審理

こういった違いが色々あり、大阪地裁は、いろんな服
装をするのだからということで服装の類似を捨象して、侵
害でないとしているのですが、ちょっとどうなのかな、や
はり対比をするときには、この絵とこの絵とで対比をする
のが原則じゃないかなと思います。
このキャラクターがいろんな服装に着がえることがある
としても、やはり、この絵とこの絵とが対比されたら、服装
とか姿勢の類似性も、判断のファクターに入ってくるので
はないか。そうすると、私も、これはかなり微妙な事案で
はありますが、侵害になってもおかしくなかったようなケ
ースのような気がいたします。
Ⅹ 東京地判平成 20・７・４14のケース
前田： 次は、この事件です。これは判決文を見れば分
かりますが・・・
伊藤： 私が原告代理人を務めた事件です。小学校に入
る前の幼稚園児向けの教育用のビデオです。これが原
告作品にでてくる博士です。これは、「あいうえお」を教え
るものですが、これ以外に「カタカナ篇」とか「ABC 篇」と
かがあり、この博士の絵柄が、いわば狂言回しというか、
そういうような形で、黒板を使ったりなんかしながら、文字
を教えていくようなビデオです。

被告は、原告から OEM で画像の供給を受けていたん
ですが、トラブルがありまして、急遽、別画像を作ることに
なりました。OEM で供給を受けていたパッケージについ
て、まず下の画像を作りました。CG で作った画像です。
それから 1 年使い続けた。今までも被告が売っていたの
で、同じ販売ルートで、同じようなものを作って供給したと
いう事実関係になります。

前田： これについてどうでしょうか。
学生Ｓ： 博士のイメージは、ヒゲが生えていて角帽をか
ぶっていて、髪の毛もこんな感じではないかと思うんで
すが、パッと見に似ているなと思います。
14

裁判所 HP

前田： 実は、今見ていただいたのは、ジャケット用掛紙
や本体ラベルに描かれた絵柄であり、映像そのものの比
較では、少し印象が異なっています。そちらのほうを見て
いただきましょう。上二つが原告作品の映像です。これに
対して被告作品の映像は、下二つのようなものでした。

伊藤： 襟足を飾って、ちょっと耳が見えるようになって。
前田： それから服装も違う、蝶ネクタイとかです。こちら
で見たときは、どんな印象を受けられましたか。
学生Ｔ： 違うように見えます。
前田： 次の方は、どうですか。
学生Ｕ： 絵柄自体は、すごく似ていると思いました。ヒゲ
の配置が同じですし、帽子を被っているし、輪郭もすごく
似ていると思うんですけど、似ているところが創作性を有
するかと言われると、ヒゲを蓄えたオジサンというのはど
こにでもいるわけで、そういうところが似ているとなると、
結局ヒゲを書いた人は、こんな感じのオジサンになる、そ
んなことを考えると、創作性がないものとして似てないと
して侵害を否定する判断も一応あるんじゃないかなと思
いました。
前田： 伊藤先生、当事者の代理人として、いかがです
か？
伊藤： まず博士の絵柄ってこんな風に普通描くんじゃな
いの、帽子つけて、という話があるんだけど、実際、だっ
たら同じような他のものを出してみろっていうと、なかな
か出てこないんです。お茶の水博士みたいのばっかりで
す。顔の描き方のバランスが、ちょっと下ぶくれで、頬っ
ぺたが丸くて、この辺りのヒゲの付け方っていうのは、原
告作品と被告作品とで酷似していて、元々子供向けなの
で、お姉ちゃん・お兄ちゃんが持ってたので自分も欲しく
なるという商品なので、そういう意味では連続性がある。
被告は、子供たちに違和感なく、CG になって画像が
キレイになってという程度で、連続して受け入れられるよ
うな画像で作りたかったということがあるのではないか。
私としては、これは当然にアウトだろうと思っていました。
キャラクターの話なので、キャラクターの絵柄としてどう
なんだと、これを侵害にすると、博士の絵を描けなくなっ
ちゃうんじゃないか、というようなことで、ここでは類似性
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を狭く判断されたようであります。確かに二番目の画像の
方では、もう少しずらしてあるので、工夫してあるんです
が、顔の輪郭とか雰囲気は変わりない。年取ったからヒゲ
が白くなっちゃったという話なんですが。
実をいうと、この判決に控訴しまして、控訴審で若干勝
訴的な、完全勝訴的ではないのですが、若干勝訴的な
和解を裁判長から勧告され、それに双方が従って和解が
成立しています。その意味で、果たして控訴審で判決ま
で持って行ったならば、判決がどうなっていたか、パッケ
ージの部分については侵害になっていたのかなと思い
ますが、そこはわからないまま終わっています。
前田： ありがとうございます。私の印象としては、やっぱ
りジャケットで比べるのか、映像で比べるのかでずいぶ
ん違う印象を受けるんです。映像だと共通点は、まあ一
般的な博士のイメージを超えないのかな。それに対して、
ジャケットの方だと、一致点が多くなりすぎるんじゃない
かなという気がして、私の感覚では、ここに境界線がある
のかなと思います。
判決文は少し分かり難く、映像の方での違いを念頭に
置いて書いているようで、ジャケットの方だけでの比較を
あまりしていないようです。
伊藤： そうですね。
前田： 結果として非侵害になっていますけど、ジャケット
だけを比べたら侵害でもよかったんじゃないかと私は思
いました。
伊藤： いいよね。
前田： 著作権判例百選でも、「両著作物の酷似度に鑑
みると疑問が残る」と解説されています15。ジャケットと映
像とで違うように思うのですけれども、これは何か理由が
あるんですか？
伊藤： 映像のほうは、ケンカ状態になってから作ってま
すので、これだけずらしてます。
前田： 映像はケンカになってからワザとずらして作って、
ジャケットのほうは。
伊藤： ケンカになる前に作って、使っていた部分がある
ので。
前田： 私としては非常に納得できました。
XI ミッフィー VS キャシーのケース
前田： 最後に、最近話題になったミッフィーとキャシー
で、皆さん報道でご存知だと思いますけれども、オランダ
で裁判が起きて、昨年の秋頃でしたか、キャシーの差止
めを命じる仮処分が出たということです。その後も裁判が
続いていたようで、つい先日、和解が成立し、双方が裁
判に要する費用を東日本大震災の義援金として寄付す
るということになったとの報道がありました。
オランダでは少なくとも仮処分段階では類似と判断さ
れたとのことですが、日本の裁判所だったらどうでしょう。
15

津幡笑「翻案権と類似性(6)―イラスト」中山信弘=大渕哲也=小泉直樹=
田村善之編『著作権判例百選（第 4 版）』有斐閣（2009 年）112 頁
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次の方どうぞ。
学生Ｖ： これは似ていないと思いますね。本質的なとこ
ろを見ますと、もしもこれを真似して描いたとするんであ
れば、なぜ口が無いのかとか、なぜ鼻を付けたのかとか、
というところに着目すべきと思います。キャラクターの場
合、服装はその都度変わるので、やはり顔に注目すべき
だと思うので、顔に注目すると、ミッフィーの印象である
バッテンの口、これがキャッシーにないということと、キャ
ッシーの特徴である鼻があるというところで、本質的な違
いがあるんじゃないかなというふうに思います。
前田： ありがとうございます。次の方お願いします。
学生Ｗ： 片方はやっぱりリボンを付けており、服装も違う、
やっぱりそういった点が相違があると思います。
前田： はい、ありがとうございます。伊藤先生いかがでし
ょうか。
伊藤： 私も非侵害だと思います。このぐらいの違いで侵
害とされると、ウサギを擬人化してイラストを描けなくなっ
ちゃう。確かに、目がこんなに離れている点で似ていると
いう話もあるかもしれませんが、かわいく描こうと思ったと
きには、目を離して鼻と目の距離を近づける。これは赤
ちゃんの顔になって、赤ちゃんの顔に近い形でかわいら
しく描くというのは、イラストの一般的な手法なんです。ま
た、我々は特にキティちゃんに見慣れてるので、よけい
キティちゃんに似たウサギを描いただけだっていう声もよ
く聞くところだと思います。
前田： ヨーロッパの感覚と日本の感覚の違いが何かある
のでしょうか。
伊藤： ヨーロッパではミッフィーちゃんが有名であって、
また、こういう風に平面的に極めてシンプルな形で、いわ
ゆるキャラクターを擬人化して描くということが少ないの
ではないか。
それに対して日本では、漫画、あるいはその前の時代
から、こういう描き方をするキャラクターがたくさんある。ヨ
ーロッパでは、ミッフィーが非常に斬新で有名だ、と思っ
てる人が見ると、我々が見るときとは違うんじゃないかな、
と他の先生が言っており、私もなるほどと思いました。
前田： 私も、仮処分命令が出たとの報道を見てびっくり
しました。日本人の感覚だと、伊藤先生がおっしゃったよ
うに、これは違うだろう、先生からお話がありましたように、
我々はどうしてもキティちゃんの耳が長くなったバージョ
ンみたいに受け取る。
出発点にキティちゃんがあるっていうことも、私たちが
受ける印象を構成しているのかもしれないんですが、こ
れを侵害としたら、動物を擬人化してかわいく描くことが
できなくなっちゃうという気がいたしました。
高林先生はいかがですか。
高林： 全くおんなじ感じですね。私もキティちゃんの商
品を子供に買ってたから。
前田： この和解で義援金を寄付するということになりまし
たけれども、サンリオさんはもうキャシーを使わないこと
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にしたらしいです。
伊藤： それは、一方的な声明なのかな。
前田： はい。
伊藤： 和解の約束としてではなくて、ただ自主的に使わ
ない。
前田： それがいいのか悪いのか、紛争解決のためとい
うことであれば一つの選択肢であるのかもしれませんが、
私の感覚としてはもっと争っていただいてもよかったの
かなっていう気もしなくはないですけれども。
実は、予定していたものは他にもいろいろあったんで
すけれども、ちょっともう時間がありませんので、本日はこ
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Ⅰ はじめに
Ⅱ 著作権関係訴訟の審理概要
１ 訴え提起
２ 第１回口頭弁論期日
３ 争点整理
４ 和解・損害額の審理
５ 判決
Ⅲ 具体的事案の検討（後掲レジュメ「検討課題」を中心に）
１ 訴え提起前の準備（検討課題１）
２ 対象となる著作物の特定・限定（検討課題２）
３ 一般不法行為に基づく主張（検討課題３）
４ 和解について（検討課題４）
Ⅳ 知財事件を担当して

こまでにして、また機会がありましたら、もう一度同じよう
なことをやれればと思います。伊藤先生、きょうは本当に
お忙しい中をありがとうございました。 （拍手）
伊藤： 片付けながら聞いてください。今言ったように、国
によっても違うし、裁判官によっても違う。今日取り上げた
ような事件がいくつかあると、○×が付ける人によって違
ってくる。そのぐらい微妙だし、それから時代によっても
少しずつ変わってくる部分もあると思います。それだけに
奥が深い問題と思います。
前田： ありがとうございました。

時代から実は仲が良かったものですから、先ほど教員室
で久しぶりに再会して驚いていたところです。
横浜地裁を始めに、愛媛県の松山地裁、東京地裁の
知財部、そして岩手県の花巻支部に勤務しまして、今、
知財高裁二年目になります。JASRAC の講義はこれまで
はベテランの裁判官の方が招聘されていたようですけれ
ども、たまにはもうちょっと若いやつが来いというお話に
なったときに、じゃあ OB なんだからお前が責任取ってこ
いということで、私が送り込まれることになりました。ベテ
ランの方に比べれば迫力不足かもしれませんが、なるべ
く興味を持って皆さんに聞いていただけたらなあと思い
まして、今日担当させていただきます。
今、皆さんは三年生、二年生の方が中心のようですが、
理論的な難しい話はいつでも高林先生に伺うことができ
るでしょうし、高林先生の『標準著作権法』という本もある
ことなので、せっかく裁判官が呼ばれたからには、本日
は、著作権あるいは知財の事件がどのように審理されて
いくのか、そしてまたどのような形で終わっていくのかに
ついて、ご紹介できればいいかなと思っています。
Ⅱ 著作権関係訴訟の審理概要

Ⅰ はじめに
高林： 今日は知財高裁の荒井章光判事に来ていただき
ました。経歴はご自分でお話頂ければと存じますが、早
稲田大学法学部出身ということで、皆さんの先輩に当た
るわけですが、以前は東京地方裁判所の知財専門部に
いたご経験もあり、現在は知財高裁の判事です。今日は
裁判官としての経験や若い人たちに対して伝えたいこと
あるいは著作権関係訴訟に関して存分にお話していた
だけるということですから、私はこの程度で引っ込んで早
速荒井判事にお任せしたいと思います。
荒井： ご紹介をいただきました知財高裁の裁判官の荒
井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
簡単に自己紹介をします。早稲田大学の出身です。こ
ちらの教務主任の秋山靖浩教授とは同級生でして、大学

１ 訴えの提起
荒井： まず著作権関係訴訟の審理の概要をちょっと説
明させていただきたいと思います。当然のことながら訴え
提起がなければ事件は進んでいきませんので、弁護士
さんあるいはご本人が作成した訴状が裁判所の受付に
提出されてから事件が始まっていくわけです。知財の事
件は大体 80％から 90％ぐらいは弁護士さんが付いてお
ります。国によっては弁護士強制主義を採用し、弁護士
さんを付けないと訴え提起ができないところもありますが、
日本はそういうことになってませんから、弁護士さんが付
かなくても訴え提起ができる。ただ、知財の場合には専
門的な知識が要求されますので、弁護士さんが付くこと
が多いです。
訴え提起がされますと、裁判所の民事訟廷で受付され、
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それぞれの部の所に回ってきます。裁判所の場合には
基本的には順番です。この事件やりたいからくれってい
うのは公平の原則に反してしまう結果になりかねません
ので、ともかく順番で各部に事件が配てんされます。
東京の場合には知的財産権の専門部が四カ部ありま
すから、その部に順番に事件が配てんされます。各部の
書記官室で今度は配属裁判官ごとに事件が割り振られ
ていくことになります。そのように事件が割り振られること
を「配てん」と呼んでいます。
配てんを受けると訴状の中身を見て、ここはちょっとわ
からないかな、ここはちょっと間違ってるんじゃないかな
という点に関しては、補正を促すという形で代理人に連
絡して、ここはどうなんでしょうかという形で聞きます。
例えば、明らかな誤記、ちょっと名前が違ってるなどに
ついて、訂正してもらうことはありますね。後は請求の趣
旨が不明確の場合とかには特に直してもらっています。
知財事件からは若干離れてしまうかもしれませんが、
複数の被告に金銭の支払いを求めるときに、連帯支払を
求める趣旨なのか否かが不明確な場合等が結構見受け
られますので、そのあたりは趣旨を確認してもらうことも
少なくないと思います。
気を付けるポイントとしては、ほかに訴訟物が不明確、
要件事実として最低限のことが記載されていないことなど
が挙げられます。知財事件ではあまりありませんが、中
には一体何が言いたいのかわからないという訴状もあり
ます。さすがに「何を言っているのかわからないので、も
う少し教えてください」という内容の事務連絡は書けない
ので、「もう少し請求を特定してください」とか、「あなたが
相手方に求めたいことはなんですか、具体的に述べてく
ださい」とか、そういう形で補正を促すことが多いです。

それで、ある程度訴状の見通しが、補正の見通しが立っ
てくると、被告に訴状を送達して第一回の口頭弁論期日
が開かれることになります。
何か民訴の話ばかりになってしまい、恐縮なんですけ
れども、B さんいますか。
学生Ｂ： はい。
荒井： 第一回口頭弁論期日までに、被告側が準備すべ
きものって何でしょう。
学生Ｂ： まず認否。
荒井： そうですね、答弁書を出してまず認否等をすると
いう形になります。一般的な事件では、第一回目には
中々認否は間に合わないこともあります。ある程度訴え
提起されることが予想されている場合ならいいんですけ
れども、いきなり訴えられるケースも多いものですから、
第一回目からなるべくきちんと認否してほしいとお願い
はしているんですが、中々そういうわけにはいかないも
のです。追って認否しますっていうのも結構あります。
ただ、知財事件の場合には、ものすごく詳細な反論が
出てくることの方が多いです。特許権の侵害訴訟などが
そうですが、訴状が百ページぐらいのものが出てきて、
答弁書も百ページぐらいのものが出てくるという場合もあ
ります。それで次回期日には原告の反論の準備書面が
百ページ出てきて、被告の反論の準備書面がまた百ペ
ージぐらいで出てくるっていうのもよくあるんです。
一般の民事事件ですと、訴状が五ページ、答弁書が
一ページ、反論の準備に二カ月待って出てきた準備書
面が三ページとか、そういうことはよくあるんですけれど
も、知財の場合には二カ月待つと二百ページとかそうい
うような状況になってですね、どんどん裁判官の首が絞
まっていくことになります。

２ 第１回口頭弁論期日
荒井： 知財事件の場合には基本的には三人の裁判官
で担当します。それでは、これも聞いてみようか、A 君。
学生Ａ： はい。
荒井： 地方裁判所の民事事件を傍聴に行ったことありま
すか？
学生Ａ： いや、ないです。
荒井： ないですか。裁判官って何人います、法廷に。
学生Ａ： 三人。
荒井： 三人の場合と一人の場合がありますが、三人で
担当する事件のことを何事件と呼ぶか知ってますか。
学生Ａ： ちょっと言葉が出てこない。
荒井： 合議事件ですね。一人で担当するのが単独事件
です。付合議決定をすると三人で担当することになりま
す。基本的には難しい事件を合議にしているんですけ
れども、知的財産権に関する事件というのは原則三人で
やろうということで、自動的に合議決定をする形になりま
す。後は行政事件、労働関係、あるいは医療過誤の場合
等は、原則的に合議事件として取り扱うことになります。

３ 争点整理
荒井： 先に進みたいと思います。基本的には知財事件
の場合にはいろいろと期日で図面を見たりとか、著作権
の事件などは表を見たり、あるいは絵画などが対象にな
ってるときには絵を見比べていろんな話をすることもある
ので、双方出頭してもらうことが多いです。ただ、一般的
な事件もそうですけれども、片方の当事者が遠方にいる
場合などは口頭弁論期日ではなくて、別の手続を使って
進めることもあります。このあたりは民訴の話だから聞い
てもいいよね。C さん。
学生Ｃ： 遠方の場合電話とか。
荒井： そうですね、弁論準備手続に付した上で電話会
議システムを使うこともあります。ちょっと意地悪な質問を
してみましょうか。D君、第一回口頭弁論期日の前に弁論
準備手続に付すことはできますか。
学生Ｄ： できたと思いますが。
荒井： 弁論準備手続に付すときに、何かしなければなら
ないことってありますか。条文は何て書いてありますか。
学生Ｄ： 民訴法 169 条 1 項に「当事者双方が立ち会うこ
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とができる期日において行う」とあります。当事者双方が
立ち会わなければいけないということは口頭弁論を開か
なければいけないということになるんではないかと。
荒井： 場合によっては電話会議ができるんですけれど
も、まず 168 条っていうのを見ていただきたい。「当事者
の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することがで
きる」って書いてありますよね。だからまず、弁論準備手
続に付していいですかという形で意見を聞きます。条文
は意見を聞いてってなってますから、当事者が反対の意
思を表明したとしても、裁判官がやろうと思えば弁論準備
手続はできるんです。でも強行してもロクなことはないの
で、反対された場合には、説得してもダメだったら弁論準
備手続に付さないことが多いですね。
民訴規則の 60 条というのを見ていただきたいんです
が、E 君何って書いてありますか。
学生Ｅ： 「訴えが提起されたときは、裁判長は、速やか
に、口頭弁論の期日を指定しなければならない」。「ただ
し、事件を弁論準備手続に付する場合（付することにつ
いて当事者に異議がないときに限る。）又は書面による
準備手続に付する場合は、この限りでない」。
荒井： と書いてありますよね。だから例外的に当事者双
方の異議がない場合には、第一回弁論期日の前に弁論
準備手続に付すことができます。
ですので、もしこれをやりたい場合には、双方が弁論
準備手続に付することに異議はないという書面を取って
から付すことになります。知財高裁では、審決取消訴訟
において、まず弁論準備手続期日を入れて、最後に口
頭弁論期日を入れるという方式で審理しています。その
場合、当事者双方から弁論準備手続に付すことは異議
がないという確認を取っています。
著作権関係訴訟の講義なのに、何でこんな民事訴訟
法の話をしてるのかと思われるかもしれませんけれども、
手続ですから民訴法の条文っていうのはすごく大切にな
るんですね。
だから条文にどう書いてあるのかなということを目にす
るクセを付けてもらいたいなあと、ちょっと思いました。こ
こは規則にしか書いてないことなので、ちょっと意地悪を
して聞いてみました。
細かなことなんですけれども、第一回口頭弁論期日に
は被告が欠席することもあります。そういうときに、もし弁
論準備手続に付したいときには、一応電話で確認して弁
論準備手続に付すことは構いませんという書面を一通書
いてもらうか、裁判所で電話の内容を聴取書として残して
おく取扱いをします。
こういう形で意見を聴いたっていうことを記録上明らか
にすることにしています。民事訴訟の場合、刑事訴訟より
は手続はあまりうるさくないですが、やはり手続はきちん
と守っていることを記録に残す形で進めていくんです。
そういうことも気にしてやってますし、弁護士になった
らちゃんと裁判所が手続守ってるかどうかとか、その辺も

見ながら事件を進めていくことが必要になってきますの
で、こういう形で条文を引いたりとか、考えるクセを付けて
いただければと思って、ちょっと意地悪なことを聞いてし
まいました。すいません。
当事者が遠隔地に居住する場合、書面による準備手
続に付すというやり方もあります。この場合には双方電話
会議、裁判所から原告・被告両方に電話をかけて電話会
議システムを使うことができますので、原告も被告も遠隔
地というときにこの手続を使います。ただ、特許権とか著
作権関係の訴訟は皆さん力が入っていますので、「電話
会議でやってください、出頭したくありません」という人は
ほとんどいません。基本的には皆さん出頭しています。
先ほど合議事件の場合には裁判官が三人いますが、
法壇があって、真ん中に座っている人が裁判長です。法
壇から見て右側が右陪席、左側が左陪席です。傍聴席
から、今の皆さんから見ると左右逆転するんですけれど
も、一般の民事事件の場合には左陪席に一番若い人が
来ますので、大体裁判官になって 1 年目から 5 年目ぐら
いですか。右陪席が 6 年目以上、裁判長だと 15 年目ぐら
いからです。単独事件は 6 年目以上でないと担当できな
いとことになっていますので、皆さんの中で裁判官にな
れば5年目までは合議事件という一番重い事件を担当す
ることになります。
知財事件において、争点整理手続に三人の裁判官を
揃えるとなると、全員が予定を合わせなければならなくな
ってしまうので、大変になります。ですから、争点整理手
続は最初に事件の配てんを受けた裁判官、主任裁判官
と呼んでいるんですけれども、一番主に担当する主任裁
判官が争点整理を担当することが多いです。
一人で争点整理手続に関与するためには、どういう手
続が必要でしょうか。F さん。
学生Ｆ： 一人で。
荒井： 合議体の裁判官は三人いるのに、一人の裁判官
に争点整理手続、例えば弁論準備手続を任せる場合。
学生Ｆ： 受命裁判官。
荒井： そうですね。受命裁判官として担当する形になり
ます。事件にもよるんですが、本当に大変な事件の場合
には三人で入ります。でも普通の事件の場合には主任
裁判官一名。場合によっては部総括と主任裁判官の二
人の受命で入ることが普通です。ちなみに高裁レベルに
なりますと、問答無用で一人です。
それでそろそろちょっと、著作権の話に入っていかな
いとマズイかなと思うので、著作権の話に入っていきたい
と思うんですが、G 君、著作権関係訴訟で争点整理をす
ることになったときに、例えばどのような争点が出てくるこ
とが予想されますか。ごめんね、抽象的な質問で。
学生Ｇ： 本当にその著作権があるかどうかとか。
荒井： そもそもまず、著作物性があるかどうかが問題に
なることがありますよね。争いのない場合もありますが、
後はその人が本当に著作権者なんですかということも争
107

＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業

いになる可能性があります。その他、そもそも侵害してる
んですかという問題もありますね。
例えば被告の出している本は、私の書いた本の複製
権を侵害するという点が争いになったときに、本当に複
製権侵害と言えるのかという話は、当然争点になります。
他は？H さん。今までは請求原因レベルの話ですよね。
抗弁としては、何があるかな。
学生Ｈ： 侵害してない。
荒井： 侵害してないは否認だよね。例えば「いや確かに
著作権を侵害しているかもしれませんけど、私のやって
る行為は許されてますよね」という規定があるでしょ、著
作権法に。例えばどういうのがありますか？条文見ても
構いませんよ。こういうとき、ロースクールでは、後ろから
教えてあげるとか、横の人が条文を指で指してあげると
か、前の人がワザと六法を開いて見えるように置くとか、
そういうことはないのかな。
学生Ｈ： 著作権法 30 条。
荒井： そうですね、その辺りですね。私的使用のための
複製なんだとか、図書館における複製だとか、あとは 32
条の引用とか。この辺りが、特に引用等はよく出てくるも
のです。こういうものも争点になりますね。
だからどこのレベルで争われているか、どこのレベル
が争点となって、訴訟になっているかを確定していくん
です。それで、せっかく著作権の話をしてるんですが、
当然著作権に興味のある方は特許権にも興味があるとい
うことで、特許権侵害訴訟の場合にはどうなのかっていう
こともついでに考えてみようかと思います。
特許権侵害訴訟の場合には、相手の製品がまず自分
の特許を侵害しているからけしからんと。だから製造販売
を差し止めてほしい。あるいは損害賠償金を払ってほし
いという訴訟ですね。そうするとまず何が問題になってく
るのというと、そもそも相手方の作っているものがどういう
ものなのか、相手方の製品、被告製品の特定という問題
が出てくるんです。ここでまず揉めるんです。原告は当
然に自分の特許を侵害するような形で、自分の特許を侵
害してますってことを説明しやすい形で被告の製品を特
定する傾向があります。
被告は被告で「いやあ、うちの製品はそんな形はして
ませんよ」という形で争ってくることが多いので、まずここ
で問題になることがあります。
後はこの被告の製品は侵害してるかどうかっていうこと
がポイントになってくるんですね。この侵害してるかどう
かっていうことを考えるためには、この特許権というもの
をどのように解釈すべきか、クレーム解釈の問題というの
が出てきます。当然原告はなるべく被告の製品が自分の
特許権を侵害するような形でクレームの解釈をします。そ
のようなクレーム解釈の問題が出てきて、さらにじゃあ本
当に被告の製品はこの特許権を侵害しているのかどうか
っていう充足論も登場します。
それだけで事件が終わればまだ簡単なんですけれど
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も、実はもう一つの問題として無効論の問題というのがあ
ります。確かにうちの製品はおたくの特許を侵害してるか
もしれませんが、元々あなたの特許って無効ですよね、
だからうちが損害賠償請求を受けるいわれはありません、
うちが製品の製造販売を差し止められるいわれはありま
せん。ということを言ってくる可能性があります。
ですから、特許権侵害訴訟の場合に、フルに争うとな
ると、まず製品の特定のところで揉めて、クレーム解釈で
揉めて、さらに充足論で揉めて、ようやく無効論に辿り着
いてここでも揉めるっていうケースもありますね。
ただ、事案によっては、侵害していることは争いません、
問題は無効論だけです、というケースもあります。これは
もう事件によって全然違います。
それから著作権の侵害訴訟でも著作権侵害は認めら
れる可能性が非常に高いので、もう引用の抗弁一本で勝
負しますっていう場合もなくはないです。もちろん、複製
権や翻案権侵害が認められるか否かという段階から揉め
るケースがやっぱり多いです。
４ 和解・損害額の審理
荒井： 争点整理が終わると、どの点について争っている
かが裁判所にわかってきます。そうすると、ある程度裁判
官としてこの事件はどのような結論になるのかが段々見
えてくるんです。
例えば、著作権者が誰かという問題が起こったときに
は、A さんは自分が書いたといい、B さんは私が書いた
っていう風に言って、そのレベルで揉めている場合、A さ
ん B さんから話を聴いて、本人尋問なり証人尋問なりをし
て結論を出すということもあるんですが、一般的な民事事
件と異なって知的財産関係の訴訟だと、法律的にどのよ
うに考えるかということが中心的な問題となってくるので、
双方の言い分を見て、あるいは出てきている書証を見れ
ば、ある程度裁判所としてどのような結論を出すか、が大
体見えてくるんです。
ただ一般的に、その後どのような進行になるかというと、
和解を勧告することが多いです。例えば、著作権侵害が
認められると裁判所として判断したときには、原告・被告
双方に裁判所としてこの事件は著作権侵害が認められる
と思います。しかも、引用の抗弁が成立すると考えること
は難しいと思います、などと説明した上で、ある程度損害
賠償金を払って和解しませんかと提案するんです。提案
するに当たっては、損害を認定するための資料が必要
になってきますので、そちらを出していただくという形に
なります。
著作権法で損害に関する条文がありますが、何条にな
りますか。I さん。
学生Ｉ： 114 条。
荒井： そうですね。114条に損害の推定規定が定められ
ています。この条文を活用しながら、例えば被告の利益
がどれぐらいあったんですかということで、書類等を提出
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してもらうことになります。一般的には総合でどれぐらい
の利益があったかとか、あるいは売上げに関する、例え
ば本だったら何冊印刷して幾らで発注して、幾らで卸し
て定価幾らで何部売れたかとか、そういう書類を出しても
らうことになります。
このように、特許権あるいは著作権侵害が認められる
ということになってくると、会社の帳簿あるいは利益に関
する書面等を出してもらった上で、損害額の算定に入っ
ていきます。一般的に考えて、じゃあもう一つ聞いていい、
J 君でいいのかな。あなたがもし会社の社長だったら、さ
っき私が挙げたような書類は他人に見せたいものですか、
見せたくないものですか。
学生Ｊ： 見せたくない、そもそも外部には法律上求めら
れているもの以外は見せたくありません。
荒井： そうですね、このような重要な書類は、会社の秘
密ということもできますね。会社の帳簿や、利益率に関す
る書面というのは、これは他の人には見せたくないもの
なんです。特に、特許権侵害訴訟等は、ライバル企業か
ら訴えられることが多いわけだから、ライバルに自分の手
の内を見せる結果になっちゃいますね。
もちろん、自分のところの利益率はこの程度だから、あ
そのこの会社はこのぐらいの規模だからこれぐらいの利
益はあるだろうなというのは、ある程度推定はできるんだ
と思いますが、人にはなるべく見せたくないものなんで
す。もしそういう書類を出し渋ると、どういうことが起こりま
すか？何条にありますか。
学生Ｊ： 114 条の 3。
荒井： そうですね、114条の3、書類の提出義務があるわ
けです。だから、損害額の立証に入ってくると、被告とし
ては非常に厳しい立場に立たされます。そこで、裁判所
の審理における工夫点としては、まず侵害論、すなわち
侵害してるか否かの議論と、損害に関する議論を分ける
んです。
まず侵害が認められるか否かを中心に争点整理をしま
す。侵害が認められて初めて損害論について具体的に
主張立証してくださいという形で入っていくんですね。こ
れをやらないと、侵害かどうかがまだわからない段階で、
会社の営業秘密的なものをどんどん出すことを要請され
ることになりかねません。
知財財産関係訴訟では侵害論と損害論を厳密に分け
ています。対比的によく言われているのが、交通事故に
関する損害賠償請求訴訟です。訴訟提起後、最初の段
階でケガに関する診断書とか、あるいは治療費や交通費
等の領収書等が書証として提出されます。基本的に交通
事故の場合は、特に人損の場合には自賠責法 3 条という
大きな規定がありまして、まず免責されることが難しいん
です。仮に請求棄却になるにしても、責任自体が否定さ
れることはあまりなくて、過失割合を認定して損害額を認
定した上で、今までも幾ら貰ってるから、もうこれ以上は
ないですよという形で棄却になるケースが多いんです。

ほとんど全ての事件で、損害額の主張立証が必要に
なってくるものですから、最初から具体的に主張立証し
てもらった方が効率的なんです。ただ、知財事件の場合
は侵害が認められること自体がなかなか難しいというとこ
ろがあるものですから、侵害論、無効論がクリアになって、
原告が勝つことがわかって初めて損害論に入ることにな
ります。
だから、一般的な訴訟の流れからいくと、争点整理が
終わって、これ以上主張・立証することはありませんとい
う段階まで来ると、じゃあ一旦ここで検討をさせてください、
今、受命裁判官が争点整理を担当してますから、合議を
して裁判体の意見を固めます、という形で時間をもらうん
です。
その間裁判官三人でこれは侵害が認められるかどうな
のかということを検討して、「これやっぱり認められるね」
ということになった場合には次回期日のときに、これから
は損害論の審理に入りますという形で手続を進めていく
ことになります。
もし、これが例えば侵害じゃないよということになってく
ると、非侵害であることを前提に和解の話をしていくという
ことになります。特に微妙なケースなんかがそうですね。
地裁ではこれは著作権侵害とは言えないと思いますが、
非常に判断が分かれるところなので、もしかしたら高裁で
ひっくり返るかもしれません。だからこの場合には、例え
ば侵害を前提とした金額の五割ぐらいで和解したらどう
ですかとか、三割ぐらいで和解したらどうですか、というよ
うな話をしていくことになるわけです。これが高裁になる
と、事実審の最後の段階における和解ですから、などと
話をしながら和解を試みるわけです。
５ 判決
荒井： 以上のような形で和解を試みるんですけれども、
和解ができなければ判決ということになります。これが、
一般的な著作権侵害事件の審理の流れになります。で
は具体的な事案に沿って検討したいと思うんですけれど、
事前に検討課題をお渡ししていると思います。検討課題
について全く考えていませんっていう人はいませんね。
Ⅲ 具体的事案の検討（後掲のレジュメ「検討課題」を中心に）
１ 訴え提起前の準備（検討課題１）
荒井： まず検討課題１（次頁）を見ていただきたいんで
すけど、あなたが甲さんの顧問弁護士として、甲さんが、
顧問弁護士であるあなたに対し、乙の本全体が甲書籍の
コピー品であるとして出版等の差止めや損害賠償請求を
する訴訟を提起することを求めたとします。この場合、あ
なたが弁護士さんだったら、どのように言うでしょうか。K
さん、あなたが弁護士さんとしたらどういう風に訴える？
学生Ｋ： 全体を全て丸ごと複製物だというのはちょっと、
と思ったんで…。
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（レジュメ） 検討課題
以下の架空事例（実在の人物，団体，書籍等とは一切関係ありません。）を前提として，検討課題１ないし４について
検討してください。
第１ 事案の概要
甲は，古着のリサイクルショップを営む会社の社長である。甲の父で，最近亡くなった先代亡Ａは，生前，戦後間もな
く古着の取引を始め，卓越した商才と行動力で事業を急成長させ，さらには，５年前にライバル会社とほぼ同時期に開
始した古着の一部を発展途上国の産品と適正価格で交換するというシステム（古着公正交換制度・本件制度）の先駆者
の１人として有名であった。なお，本件制度は，現在において，多数の同業他社により採用されている。
甲は，亡Ａの伝記「古着一筋わが人生」（甲書籍）を執筆，出版し，亡Ａの生涯と本件制度の概要を紹介した。
ある日，甲が書店を訪れると，乙が執筆した亡Ａの伝記「古着一徹の彼の人生」（乙書籍）が山積みにされていた。興
味を抱いた甲が中を読むと，甲書籍で紹介した亡Ａのいくつかのエピソードや，本件制度の概略に関する記載が，多
少の文言の変更はあるものの，ほぼそのまま転記されていた。乙書籍の参考文献には，甲書籍が多数の参考文献の１
つとして紹介さていたが，個別の記載について，甲書籍から引用した旨の記載はなかった。
甲は激怒し，その足で顧問弁護士の事務所を訪れた。
第２ 訴訟提起と争点整理
１ 訴訟提起前の相談について
甲は，既に様々な書籍で紹介されているとはいえ，父親である亡Ａへの気持ちを込めて掲載したエピソードをその
表現までまねた乙は許せないと考えている。
また，乙書籍の巻末に別紙で添付された「古着公正交換制度概略一覧表」（本件一覧表）は，亡Ａが本件制度を開始
したころ，甲が執筆し，会社のウェブページに登載し，甲書籍にも転載した本件制度の紹介文の表現をまねて作成さ
れたものであるとも考えている。
（検討課題１）
甲は，乙書籍全体が甲書籍のコピー品であるとして，出版等の差止めや損害賠償を求めたいと考えている。
甲の顧問弁護士としては，甲に対し，どのように説明することが考えられるか。
２ 著作物の特定について
（検討課題２）
甲の顧問弁護士は，甲の勢いに押され，乙書籍全体が甲書籍の複製権を侵害するとして，損害賠償と出版等の差止
め，謝財広告を求める訴訟を提起した。
第１回口頭弁論期日において，裁判長は，甲の訴訟代理人弁護士に対し，複製権侵害を主張する著作物の範囲を
常識的な範囲で限定することを次回期日までに検討するように伝えた。
甲の訴訟代理人は，次回期日までに，どのような準備が必要か。
３ 著作権侵害以外の主張について
（検討課題３）
甲は，弁論準備手続におけるやり取りから，著作権侵害に基づく主張のみでは負けるのではないかという雰囲気を
感じ取った。
そこで，甲は，訴訟代理人に対し，ほかに何か主張を追加するように催促した。この場合，どのような主張を追加する
ことが考えられるか。過去の裁判例では，どのような主張がされているか。
第３ 和解について
（検討課題４）
争点整理手続が終わり，主任裁判官から，甲に対しては厳しい心証が開示され，当事者双方が和解について検討
することとなった。
甲としては，乙が許せないという気持ちは強く，謝罪広告を乙の公式ウェブページに掲載してくれれば，和解金の金
額については，乙が支払うという金額を受け入れようと考えている。
乙としては，謝罪広告を掲載することまではしたくはないが，乙書籍の出版により，このような紛争が生じたしまったこ
と自体については申し訳ないと思っており，今後の執筆業に悪影響が生じない限度で，何らかの形で甲にそのような
気持ちを伝えることは必要であると考えている。
また，乙は，仮に判決で勝ったとしても，甲が控訴を提起するとともに，ウェブページや記者会見で乙を批判すること
によるイメージ悪化を恐れており，乙書籍出版により執筆者としての名声が高まり，執筆依頼が増加したこともあり，50
万円から 100 万円程度の金額を払ってでも，早期に解決したいと考えている。
もっとも，乙としては，自ら責任を認めて金銭を支払うという形にはしたくはない。
さらに，乙は，甲の母であり，著名な日本画家亡Ｂの大作「夕焼けの早稲田と枇杷の果実」（本件絵画）に関する書籍
の執筆を計画しており，現在，本件絵画の著作権者であり，自宅に保管する甲に対し，本件絵画のカラ―写真の転載
と，亡Ｂのエピソード取材等の協力を得たいと考えている。
このような場合，主任裁判官として，和解成立に向け，どのような努力をすることが考えられるか。
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荒井： そうですね、おっしゃるとおりだと思います。ちょ
っと事案が解り辛かったかもしれないのですが、これを
見ると甲さんが本に書いた幾つかのエピソードや、古着
の制度の概略に関する記載が似てるんだっていうことで
腹が立ったって書いてあるんですね。
これがもし、甲さんの書いた本をカバーだけ変えて、
あるいはタイトルだけ変えて、全部コピーしている場合に
は本全体が複製権侵害と言えると思います。でも幾つか
のエピソードしか似てないんだったら、全体がコピー品
だというのは難しいと思います。この場合、K さんだった
らどういう風に説得しますか？
学生Ｋ： 全体というのは無理だから、似ている部分につ
いて主張します。
荒井： そうですね、全体を複製物だって主張するのは
難しいから、制度の概略の一覧表であるとか、あるいは
個別のエピソードの個別の文章部分に限って複製権侵
害あるいは翻案権侵害等で訴えた方がよろしいんじゃな
いですかと説得を試みるという考え方になってくるという
ことです。
これはもう訴訟戦略の問題で、本人がどうしてもって言
うなら、もう本丸ごとコピーだっていうことを主張すること
自体はいいのですが、大体このケースでは早ければ訴
状審査の段階で、普通であれば第一回の口頭弁論の段
階で、ちょっと対象が広過ぎやしませんか、っていう指摘
が裁判所から入るものと思われます。だから検討課題に
ついては、どのレベルで複製権侵害あるいは翻案権侵
害を主張するかっていうところをキチンと考えた上で、訴
え提起してもらえるとありがたいなということで、ここを考
えてもらおうかと思ってました。じゃあ L 君、他に何か自
分だったらここについて訴えるってところはありますか？
学生Ｌ： 改変しているってことを著作者人格権として主
張するとか。
荒井： そうですね、著作者人格権を使ってくるというの
が一つありますね。後もう一つすごく細かなところなんだ
けども、これタイトルも真似たんじゃないかっていうことで
訴えてくる人はいます。ただ、なかなかちょっとタイトルに
関する著作権侵害は一般的には難しいかなという気は
するんですけど、タイトルも場合によっては著作権侵害と
いうことで訴訟の中身になってくるってこともあります。
それで、とりあえずこの甲さんとしてはこういう形で訴え
を提起したのですが、裁判所としては第一回口頭弁論期
日において、複製権侵害を主張する著作物の範囲を常
識的な範囲に限定することを次回期日まで検討するよう
に伝えたとレジュメに書いてあります。指摘の仕方、難し
いんですよ。本全体って無理ですよね、もうちょっと考え
てくださいよって言い方をすると、甲本人が法廷にいると
きにはその瞬間にこの裁判官忌避という話に繋がりかね
ません。だから、言い方としては「代理人、そうはいっても
一般的にこういうときって限定してきますよね」っていうよ
うな、そういうやんわりとした言い方で検討を促すというこ

とが多いです。
後これ、乙書籍全体が複製権侵害ということで、損害
賠償と出版等の差止めを求めている。この出版の差止め
について何か引っ掛かる点ってありますか。M 君。本全
体の差止めというのが認められるかどうかという問題につ
いてはどう思いますか。
学生Ｍ： 全体についての差止めまでを認めることがで
きないということでしょうか。
荒井： そうですね、差止めの範囲というのをどのように
するかは、やはり問題になってくると思うんですね。例え
ばこれ、個別のエピソードというのがいろんな所に散らば
ってると、その部分を抹消すると何が何だかわからなくな
ってきちゃうものですから、もうここまできたらもう全体的
に不可分、一体的になっちゃってる場合には全体の差
止めというのは認められると思うんですけれども、例えば
別表だけ、あるいは 10 本書いてる論文の 1 本分だけ著
作権侵害だよっていうときには、これは全体を差止めるっ
ていうのはいかにも乱暴な形になってきますので、こうい
うときには大体別表を付けたままでは出版してはいけな
いとか、あるいは別表を削除しない限り、巻末を削除しな
い限り出版してはいけないというような留保を付けること
を求めるということが考えられます。
どうしても削らない場合には判決で一部認容するという
こともできます。ただここは、被告の代理人になったとき
には、ちゃんと見て差止めの対象があまりに過大になっ
てないかというところはチェックするようにしてください。
答弁書において、被告としては著作権侵害を認めるも
のではないが、別表部分が侵害すると主張しているに過
ぎないのに、本全体の差止めを求めるのはいかにも過
大であるとか、そういう指摘を入れることができるかどうか
によって、被告本人から頼れる弁護士さんと評価されるこ
とになると思います。
さすがに差止めの範囲に問題があることに気付かない
まま判決に至ることはないとは思いますが、その辺りを指
摘してくれると裁判所としても非常にありがたいんです。
あと、差止めの関係でよく問題になってくるのは、既に流
通している書籍を回収した上で廃棄せよとの請求がされ
ることがある。基本的に差止めの場合にはもう流通に置
いちゃって、手元を離れているものを回収して破棄せよ
というのは、不可能だと考えるのが一般的なので、このあ
たりは一応頭の中に入れておいてください。まあ豆知識
的なものですが。
あと被告が占有するとか被告が所有する書籍を廃棄せよ
という形で、占有するとか所有するなどという文言を書く
必要はありません。そもそも裁判所で判決をするときに、
所有していることを前提に差止めを出しますので、基本
的には書く必要はないです。被告が占有していないもの
に関しては基本的には執行できないことになってますし、
所有するって書いてあると、じゃあ現場に言った執行官
が被告の所有か否かについて認定しなければならない
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のかという問題が生じかねないので、所有するとか占有
するなどと書く必要はありません。このあたりもまあ豆知
識的なものですけれども、覚えておいていただけると余
計な指摘を裁判所からされなくてもすみます。
それで今回の場合には、複製権あるいは翻案権の侵害
が問題になると思います。次に、書籍全体なのか個別の
表現なのかという問題になってきまして、やはりちょっと
エピソード少しだけという話になってくると、全体っていう
のは難しくて、個別の文章表現の侵害が審理の対象とな
ってこようかと思います。
２ 対象となる著作物の特定・限定（検討課題２）
荒井： 富士屋ホテルの事案（知財高判平 22 年 7 月 14
日1）を見ていただくように事前にお願いしておりますけ
れども、これ読んでますよね。この事件の別表、目を通し
たでしょうか。こういう形で今後並べてこんなに似てるん
だってことを主張すると非常にわかりやすいということな
んです。
例えばこの別紙対比表の１（次頁）を見ていただきたい
んですけれども、ナンバー10 というところに、帰国したと
き 7 頭だったはずの牛が 5 頭になっているのは、恐らく
売却するときに 2 頭が死んでしまったからだろうって書い
てあって、横のところに仙之助の牛は全部で 5 頭、80 年
史には 7 頭とあるが、飼っているうちに死んでしまったの
であろうかという風に書いてありますが、ここの部分が複
製権あるいは翻案権侵害なのかが問われていることがわ
かります。
このような形で、争われている部分が全部別表に整理
されているわけです。裁判所で判断するときには、これ
を一個一個判断していく形になります。例えば、本全体
がまず複製権侵害だと言われたときには、「いやあ、本全
体ってのはちょっと難しいと思いますから、個別の表現で
似てるところをピックアップしてください」というような形で
お願いするとこういう表が出てくるんです。
侵害箇所の指摘については、最初から、例えば 10 個
という形で整理できるときもありますが、普通はわーって
いっぱい出てきて、心証や相手方の反論などを踏まえな
がら、でもこれは明らかにダメだよね、これは明らかに違
うよねっていうことで削っていって、これくらいのものに落
ち着くということが結構あるパターンですね。じゃあ、一
審判決は何て判断したのですか？O さん。
学生Ｏ： 一審は確か認めてたと思います。
荒井： 高裁の判決を読むように指示されたときには、必
ず地裁の判決から読まないといけませんね。そうですね。
地裁では一箇所だけ侵害を認定しています。どこです
か？O さん。高裁の判決にも書いてあるんだけどね。
学生Ｏ： 彼は「富士屋ホテルと結婚したようなものだっ
たのかもしれない｣というところと、「正造が結婚したのは
1

知財高判平 22・7・14 判時 2100・134
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最初から孝子というより富士屋ホテルだったのかもしれな
い」というところ。
荒井： 被告の文章が、「孝子はスコットランド人実業家と
再婚したが、正造が再婚することはなかった。彼は富士
屋ホテルと結婚したようなものだった」です。原告の文章
が、「正造が結婚したのは最初から孝子というより、富士
屋ホテルだったのかもしれない」。ここですね、ここの表
現を著作権侵害と認めました。箱根に富士屋ホテルとい
う非常に有名なホテルがあるんですけれども、明治の頃
にこの正造さんという方が婿に入って、ホテルを大きくし
たんです。その後、離婚することになったのですが、普
通、婿に入った人が家から出ることが多いところ、女性の
方が出て行っちゃったんです。
そして、婿さんはそのままホテルの経営に携わってい
たから、お嬢さんと結婚したんじゃなくて、ホテルと結婚
したようなものだと書いたところを著作権侵害だと認定し
たわけなのです。一審と控訴審で、判断基準というのは
変わってるんですか？O さん。
学生Ｏ： 判断基準というのは。
荒井： 著作権侵害かどうか、複製権侵害、あるいは翻案
権侵害かどうかっていうのは、どのような基準で判断しま
すかということです。著作権法は、思想または感情の創
作的な表現を保護するものであるから、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また
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、複製にも翻案に
も当たらないものと解するのが相当であるとしています。
地裁でも判断基準は同じです。ただ、評価の問題として、
このホテルと結婚したようなものだというところに関しては、
高裁は何て判断しているの？
学生Ｏ： 高裁は、表現それ自体ではない部分またはせ
いぜい表現上の創作性のない部分において同一性を有
するに過ぎないなどとしています。
荒井： そうですね、なんか仕事に打ち込んで独身でい
たりすると、仕事と結婚したようなものだとか、野球と結婚
したようなものだ、サッカーと結婚したようなものだって、
よくある話なんですね。
だから、事実自体ではないんだけれども、正造とホテ
ルとの関係という事実に関する自然な感想という思想で
あるか、あるいはありふれた表現なんじゃないんですか
と判断したのですね。
これは富士屋ホテルを発展させた人物の伝記ですか
ら、そういった意味では特に、例えば何歳頃箱根でこうい
うことが起こったとか、この頃この人はこういうことをしたっ
ていうのは、基本的には事実なんですよね。だから、そう
いう伝記を書いていくと、そういった事実部分を積み上げ
ていく形になってきますから、そこの部分というのはやは
り著作権法によって保護されて、独占されるべき問題で
はないんです。後はやはり、感情とか思想等や、ありふ
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別紙対比表１＜抜粋＞

No.10
35 頁最終行
～36 頁 1 行目

No.19
41 頁
6～9 行目

破天荒力
帰国したとき七頭だったはずの牛が五頭
になっているのは、おそらく、売却する前
に二頭が死んでしまったからだろう。
明治一九年には、二階建て一〇室からな
る洋館が完成した。のちに、この洋館は緑
が鬱蒼と茂る敷地内の庭園の中に移され
たことから、「ハーミテイジ（hermitage、隠者の
庵）」と呼ばれた。アイリーにしろ、ハーミテ
イジにしろ、なんとも素敵な響きではないか。
日本における外国人向けリゾートホテル
の先駆けともなると、建物の愛称ひとつと
っても洒落ている。

れた言葉での表現などの部分に独占を認めるのは、や
はりよくないんじゃないかということになります。
ただ、個別の表現的部分としてはありふれていたり、あ
るいは事実の評価に過ぎないとしても、全体をそっくりそ
のまま複製したら、これはもう明らかに複製権侵害になり
ます。訴訟において大体問題になってくるのは、いわゆ
るデッドコピーのような明らかな態様ではなく、個別のエ
ピソードとか個別の表現が似通ってるかどうか、の問題に
なります。
この事件は私が所属する部に係属していたのですが、
私はこの事件を担当していません。もっとも裁判官室でこ
の事件のことが話題になった際、私は独身なものですか
ら、「そんなことを言ったら荒井君だって裁判と結婚した
ようなものなんだよな」と言われてしまいました。その上、
でもホテルと積極的に結婚した場合と、消極的に独身を
貫いた場合とではまた話が違うんじゃないかという話に
なりました。ということで、私も色々と言いたいことはある
のですが、それは本編とは全然関係ない話なので置い
といて先に進めたいと思います。
前回の講義では、「似てる・似てない」の話で色々と盛
り上がったみたいですが、ちょっと聞いてみましょうか。
例えば、別紙対比表１ナンバー19 です。「アイリーにしろ、
ハーミテイジにしろ、なんとも素敵な響きではないか。建
物の愛称ひとつとっても洒落ている。」っていうのと、「『ア
イリー』に呼応するようチャーミングな前がついた。『ハー
ミテイジ』である。私はこの『ハーミテイジ』という響きが大
好きだった。」。これは似てると思いますか？P さん。
学生Ｐ： 結論は似てないと思います。

38 頁
1～2 行目

77 頁 8 行目
～
78 頁 2 行目

物語
仙之助の牛は全部で五頭。『八十年史』には
七頭とあるが、飼っているうちに死んでし
まったのだろうか。
そして、明治十九年には、二階建ての
洋館を新築する。客室数は十室。外観の
雰囲気は「アイリー」に似ているが、むこう
が和風の装飾を施しているのに対し、こち
らはより純粋の洋館といった趣だった。こ
の建物も関東大震災を生き抜いて、「アイリー」
同様に移築と改装をくり返していく。古い
時代の名称は「下の西洋館」。明治二十四年
に建てられた本館から見て、その位置が
“下”だったところから付けられたものだ。
大正九年に緑深い庭園の中に移築さ
れてから、「アイリー」に呼応するようチャーミ
ングな名前が付いた。「ハーミテイジ」（隠者の
庵）である。私はこの「ハーミテイジ」という響
きが大好きだった。

荒井： 似てない。
学生Ｐ： 素敵な響きではないかっていうところと、響きが
大好きだったというところでは、響きについては共通して
いますが、大好きだったっていうのと、素敵な響きと大好
きだったというのは明らかに違うと思いますし、愛称一つ
取っても洒落ているっていう、洒落ているという表現は右
側の文章からはどこにも読み取れないですし、洒落てい
るっていう評価と、大好きという感情の評価は別モノだと
思いますので、これは全く違うものだなと、違う表現だな
と思います。
荒井： ありがとうございます。じゃあ、Q 君。
学生Ｑ： 私はちょっと似てるかなと。固有名詞などが被
ってる。
荒井： では R さんはどう思います。
学生Ｒ： アイリーとハーミテイジに対する感想を述べて
いるところは似てると思うんですけれども、実際アイリーと
いうものとかハーミテイジっていうものがあったというのは
事実なので、それは感想で、あとそれが素敵な響きだっ
たり、感想というか思想なので、それは表現が複製に当
たるかといえば当たらないと思います。
荒井： わかりました。このように、文章が似てるか似てな
いかっていう話は非常に意見を求めやすいし、判断する
ときもまだ書きやすい方だといえると思います。ここの部
分はありふれてるとか、思想だとか事実にすぎないとかと
いうのは、まだ書きやすいんですけれども、絵とか曲に
なってくると難しくなります。
前回の講義もそういう話になったということを、高林先
生から伺ってるんですけれども、すごく本当に主観の問
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題というか、似てるか似てないかっていうのは個人の好
みも大分入ってきて、それを後は著作権法の解釈として
どのように説明するかという話になりがちですから、原告
と被告の主張も完全に分かれちゃうことになります。
裁判官室で議論をしても様々な意見が出ることも多い
です。ですから、どちらかというと、文章がまだ判断しや
すいかなというのが一般的な印象です。
5 月 26 日付の知財高裁のデータ復旧サービス事件判
決2も紹介していると思います。この事件は、ハードディス
ク等が壊れてしまったときにデータだけでも何とか救い
たいということで、最近では、データ復旧サービスという
のがあるのですが、原告の会社のホームページに、デ
ータ復旧サービスってどういうものですかということ等を
説明する文章が掲載されているんです。
それを被告側がほぼそっくりそのまま真似したとして争
われた事件なんです。例えばこの事件で問題になった
部分は10 項程度あります。口頭で言います。それで似て
るか似てないかだけ、言っていただけますか。S 君いい
ですか？控訴人の「文章、データ復旧って何」被控訴人
「文章、データ復旧技術サービスとは。」、著作権侵害は
認められますか。
学生Ｓ： ないと思います。
荒井： なぜですか。
学生Ｓ： 表現自体が似てないと思いますし、「何」という
のと「とは」っていうのでは、若干質問に答えようとして何
か内容が異なっているので、文章自体が違うものだと。
荒井： じゃあ、T さん、別の問題。控訴人の文章、どんな
ときに利用されるの？被控訴人の文章、どのようなときに
利用するサービスなのか？著作権侵害は認められます
か。
学生Ｔ： ないと思います。
荒井： なぜですか。
学生Ｔ： 短い文章ですし、オリジナリティがない。
荒井： 基本的には当該サービスというものが利用される
時期というものを質問形式で表現すると、どうしてもこうい
う文章になってしまうということですね。じゃあもう一人だ
け聞いてみよう。U 君。控訴人の文章、修理と何が違うの。
被控訴人の文章、「データ復旧と修理サービスとの違い
は」、これには著作権侵害が認められると思いますか。
学生Ｕ： 認められないと思います。
荒井： なぜですか。
学生Ｕ： 表現の仕方が違う。
荒井： 控訴人の文章は、修理とは何が違うのと書いてあ
るのに対して、被控訴人の文章は、「データ復旧と」との
文言が入っているだけの違いです。データ復旧サービ
スと修理サービスとの違いを聞くときに、不要な部分をカ
ッコに入れたかどうかだけの違いしかないので、著作権
侵害はないという風に考えることができますね。

３ 不法行為に基づく主張（検討事項３）
荒井： 次の問題に入ります。甲さんは、著作権侵害を主
張していましたが、このままでは負けそうだという風に考
えました。
何とかして何かないかということで考えついたものを挙
げていただきたいのですが、V君、著作権侵害訴訟にお
いて、著作権に基づく請求以外について請求原因として
主張されることもあります。何でしょう。
学生Ｖ： 不法行為。
荒井： そうですね、一般不法行為ですね。著作権侵害
が仮に認められなかったとしても、人が考えたものを勝
手に使うのはけしからんと、一般的不法行為、民法709条
に基づいて主張しますというのがよくあります。「ヨミウリ・
オンライン事件」3と「通勤大学法律コース事件」4が認容し
た事案ですね。ヨミウリ・オンラインの事件は読売新聞が
運営するウェブサイトの見出しを使ってそれを被告のサ
イトのニュース見出しとして載せてしまったという事案で
す。よくネットニュースで見出しが出てますよね。誰々に
対して損害賠償請求認容とか、かなり短くする努力、ぱっ
と見てわかる見出しを頑張って作っていたんですが、そ
れをそのまま別のサイトに使われてしまったというのが事
件になったんですね。
この事案に関しては一般不法行為という形で請求が認
容されています。先ほど紹介した、データ復旧サービス
の事案も一般不法行為の主張がされています。原告は
データ復旧サービスが認知されていないときからこのサ
ービスをやっていました。 修理との違いについて理解
が不十分な客から苦情を受けることもあり、修理等とデー
タ復旧サービスとの違いをみんなに理解してもらうように
一生懸命頑張ってわかりやすい表現を編み出して、ウェ
ブに載せたんだと主張しました。簡単だから創作性がな
い、ありふれた言葉だから創作性がないというが、広告
はわかりやすく短く作らなきゃいけないものだから、その
ために努力に努力を重ねてようやく出したら、「こんなの
ありふれてる」って言われたら、じゃあ自分たちの努力っ
て一体何ですかっていうことで、成果物を丸々コピーす
るような行為は、一般不法行為に該当するんじゃないか
と主張したわけです。
これはいろいろ考え方が分かれているところで、一つ
の考え方としては法律が著作権というものを保護して、差
止請求権を認めたり、損害額に関して推定規定を設けた
りして保護している以上、著作権法の保護に値しないと
判断されたのであれば、原則自由に使っていいんじゃな
いかと考えると、一般不法行為に基づく主張は立ちづら
くなります。一般不法行為に基づく主張の場合には、差
止請求は認められるんでしょうか、V君。一般的に不法行
為に基づく差止請求は認められていますか。
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学生Ｖ： いいえ。
荒井： 認められないんですよね。だから基本的には損
害賠償請求だけになります。もちろん差止請求を認める
べきだという見解もありますが、一般的には認められてい
ないんです。ただ、差止請求が認められなくても、お金
で払ってくださいねっていう話になってくると、事実上は
当該表現を独占することが可能になります。
じゃあデータ復旧サービスって何ですか？などという、
データ復旧サービスの説明をすること自体が、他の人は
できなくなるんですかってことにもなりかねないんです。
だからなかなかそういうのは難しいんじゃないですか、と
考える見解では、一般不法行為に基づく請求は認め難く
なります。著作権法は、確かに著作物を保護するものな
のだけれども、当然その周辺部分で、保護から漏れてし
まった、こぼれ落ちたものもあるんだから、その周辺部分
は一般不法行為の形で拾ってあげないとダメなんじゃな
いかと考えると、一般不法行為に基づく請求は認め易く
なります。
これはどちらもあり得ると思います。実はこのヨミウリ・
オンライン事件は、今私が所属する部で出されたものな
のですが、今回私どもが出した判決は一般不法行為を
認めていないんです。裁判官が入れ替わっているところ
もありますが、やはり考え方は異なり得るところだと思い
ます。
一般不法行為を認めるためには、やはり被侵害利益
は何かという点が大切になります。その意味では被侵害
利益が認められるのであれば、当然一般不法行為に基
づく請求は認容されることになるとは思うんですけれども、
やはり、著作権法でこぼれてしまったものに関しては、被
侵害利益を認めるのはなかなか難しいんじゃないかなと
いう問題意識をこの判決は指摘しているものと思います。
これは非常に議論が分かれるところだと思うので、ちょ
っと時間があったら皆さんの意見を聞いてみたいなと思
ってたんですけれども、またこの点については是非勉強
していただければと思っています。
この判決は、一般不法行為に基づく請求は全く認めな
い立場ですかと聞かれたこともあるんですけれども、被
控訴人の広告について著作権侵害が成立しない本件に
おいて、著作権以外に控訴人の具体的な権利ないし利
益は侵害されると認められない以上と書いてありますか
ら、被侵害利益が認められれば、一般不法行為に基づく
請求が認められる余地はあります。
４ 和解について（検討事項４）
荒井： さあ、だいぶ時間が足りなくなってきちゃったの
で、最後は和解についてです。ここだけやって終わりに
したいと思います。今回の設例の課題を見ると、甲さんと
しては金の問題ではないから、謝罪広告さえ出してくれ
ればいいと考えているんです。
乙さんとしてみれば、悪いことはしたと思うので何らか

の形で謝りたいと思うけど、謝罪広告まで出しちゃうと、ウ
ェブページに出しちゃうと、影響が大きいのでそれだけ
はやりたくない。お金は多少払ってもいいんだけれども
自分が負けたというイメージは作りたくない。こういう場合
にはどのような和解をしたらいいんでしょうか。これはもう
完全に普段ロースクールではあまり習わないことだと思
いますが、X さん、わかりますか。
学生Ｘ： 甲としては多分オリジナルは自分のものだとい
うことを何らかの形で示したいっていうところだと思うんで、
それ以降に出版するものとかについて甲の名前を出す。
荒井： なるほどね、調整としては考えられるね。今流通
に置いちゃってる分については仕方ないから、第二版に
なったら、「甲の本を参考にさせていただきました。ここ
に甲さんに対して謝意を述べます」などという文言を書き
加えるという形で和解するというのは一つの考え方として
あると思う。よく気付きましたね。
まず、お金の問題からいくと、和解をするときには、和
解金と書くか、解決金として書くか、損害金として書くかと
いう問題があるんです。和解金と書くと双方が傷み分け。
解決金と書くと払う方は自分の責任は認めないのだけれ
ども、この事件を解決するために払うんだというニュアン
スが出てくる。
損害金と書くともう損害賠償金を払います、私が悪いこ
とをしましたというイメージがあるんです。だからお金の
問題じゃないんだったら解決金でいいですね、ということ
で説明したりします。すみません、もう完全に知財の勉強
とは離れてくるんですけれども、せっかく裁判官が来てし
ゃべるんだからこういうところがあるんですよということを
やりたいと思って話しています。
特に関西のある都市では、名目より金額の話が中心と
なることが多いようです。もう「なんぼもらえまっか」の世
界で、金額が決まれば名目は「かまへん、かまへん」とな
ると。これが本音と建て前が錯綜する難しい訴訟になると、
金額的には合意に達したのだけれども、もらう方が損害
金って書かなきゃイヤだ、払う方は解決金と書かなきゃイ
ヤだということを主張し合って、金額的にはまとまってい
るのに和解ができなくて判決になるという非常に悲しい
経験をしたという裁判官を何人も知っております。土地柄
によっては、まず名目のところがポイントとなることもある
のですね。
謝罪の関係なんですけれども、これは先ほど X さんが
言ってくれたように、第二版から調整するっていうのは、
これはすごくいいアイデアだと思います。あと一つのやり
方としては、和解調書で書くというやり方があります。公
式のホームページではなくとも、少なくても何らかのこと
を言いなさいっていうのであれば、和解調書において陳
謝するとか、謝罪の意を表するという趣旨のことを書くと
いう手があります。
遺憾の意を表するというのは、政治家の答弁みたいな
感じなのですが、これ、結構使えて、著作権侵害等をし
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たことを陳謝すると書くと侵害を認めたことになりますから、
私が出した本によってこのような紛争が生じてしまったこ
とについて遺憾の意を表する、私がこんなことをやってし
まったために、こんな紛争が生じてしまった、これに関し
ては迷惑をかけてごめんなさいという意味で遺憾の意を
表するっていう言葉使うことがあります。
自分だけが謝るのはいやだっていう人に対しては、当
事者双方は本件がこのような事態に至ったことについて
は遺憾の意を表するなどと書くこともあります。今後は侵
害しないなどと書くと、何で自分だけ誓わなければならん
のだという話になるので、誰だって侵害なんかしちゃい
けないんだから、お互いに約束しましょうね、などと説明
して、お互いの知的財産権を尊重し、双方の知的財産権
を侵害するようなことはしないなどという形でまとめるのも
一つの方法です。
じゃあ、陳謝するって書いた和解調書をホームページ
に掲載されてしまったら、それだけで謝罪したことが公表
されたくないという希望がアウトになってしまうので、和解
に関する情報は人には見られないという形にしなければ
なりません。これくらいは聞いてもいいかな、Y 君。訴訟
記録を第三者に見せたくないときっていうのはどういう風
にやったらいいんですか。
学生Ｙ： 民事訴訟法とかの制度ですか。
荒井： そうです。条文があるということを指摘してくれた
から正解としよう、時間もないし。閲覧制限です。民訴法
92 条の訴訟記録の閲覧等の制限を和解調書に掛けてし
まう方法です。また、和解をしたこと自体を、あるいは和
解調書の内容を秘密にするという和解条項を入れます。
ただ、和解したこと自体を秘密にする旨の条項とすると、
知り合いから「あの事件どうなったの」って言われたときに
何とも言えなくなっちゃって困るので、「本件が和解によ
り円満に解決したことを除いては、第三者に一切和解内
容について公表しない」などという条項にしたりします。
このあたりになると、その場で頭に浮かんだことを提案
してしまうこともあるんですけれども、もう完全にどれだけ
アイデアを出せるかという勝負になってきます。裁判官と
してでもいいですし、代理人弁護士として和解をすること
になったら、「じゃあこういう条項だったらどうか」という形
で、いろんなことを考えていく努力が、円満な和解成立
には必要になります。
ちょっと時間がなくなっちゃったんで詳しく説明するこ
とができないのですが、乙さんは、D さんの絵のことで協
力を願いたいと考えていますから、もし D さんのことで協
力してくれるんだったら今回は譲って侵害を認めることを
前提に和解しますというのも一つのやり方なんです。特
許権侵害訴訟のときなどは、訴訟の対象にはなっていな
い製品や特許のことを踏まえて和解することもあります。
この商品は侵害してないんだけども、実は今度売る商品
が危ないと思っているときは、ライセンス料を払いますか
ら、特許使わせてくださいよ、っていう交渉をしたりするこ
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となどが考えられます。今回問題となっている特許につ
いては無効の抗弁で勝てそうなんだけれども、実は原告
の持ってる別の特許を使いたいなと思っているときには、
この特許については争わないから、その代わりこっちの
特許を使わせてくださいね、という交渉をするとか。裁判
官としては、双方から色々な希望を聞きます。その上で、
例えばこういう形でライセンスする方向で和解できません
とか、などという話をすることもあります。訴訟の対象とは
直接関係していない部分も含めて和解をすることによっ
て、紛争全体の解決をしたり、将来の紛争を防止すること
ができるという意味でも、和解は有効な解決方法です。
Ⅳ 知財事件を担当して
荒井： 以上のような色々なことを考えて仕事をしており
ます。何か非常にまとまりのない話になってきちゃって恐
縮なんですけれども、最後に知財事件を担当する裁判
官として一言。知財事件というのは非常に面白いと思い
ます。日々、新しい問題がどんどん起こってきます。
新しい問題点に直面し、悩みながら判決を書くことは
非常にやりがいがありますし、最高裁判決のみならず、
地裁や高裁の判決がこれほど注目される分野も珍しいと
思います。
非常に面白いですし、皆さんすごく熱心にやっていま
すから、そういった中で切磋琢磨し合いながら話ができ
るのはすごくいい機会だと思います。学者の皆さんとも
和気藹々と意見交換をさせていただいております。今回
もこういう形で皆さんとお話しする機会を与えていただい
ておりますし、非常にやりがいのある分野と思います。
弁護士になっても裁判官になっても、知財だけをやる
環境に身を置くのはなかなか難しいかもしれませんけれ
ども、もし興味のある方にはトライしていただきたいし、皆
さんの中に一人でも二人でも裁判官になってくれる人が
いたら嬉しいなと思っています。また、裁判所を見学した
くなったら、歓迎いたしますので、是非いらっしゃってく
ださい。
本当は質問を受けなきゃならないと思うのですが、もう
時間を大幅に超過してしまいましたので、何かあったら
見学のときにでも是非聞いてください。どうもまとまりのな
い話になっちゃって恐縮なんですけれども、これで終わ
りたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手）
高林： ありがとうございます。私が出る幕が全くありませ
んでしたけれども、私のゼミ生も法廷見学に行って荒井
判事から民事訴訟の説明まで受けて感激してたこともあ
りますから、皆さんにもそういう機会を設けてくれるそうで
すから、希望者はすぐに申し出たらいいと思います。
本日は皆さんも和解の話など初めて聞いたんだろうと
思いますけれども、裁判官のやりがいとか面白かったとこ
ろがわかった授業だったと思います。
どうもありがとうございました。
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第 11 回 著作隣接権とエンタテイン
メントビジネス
ゲスト講師：市村 直也（弁護士）
担当講師：前田 哲男（弁護士）

Ⅰ 概論
１ はじめに
２ 音楽における権利構造
３ 映画における権利構造
Ⅱ 対談
１ はじめに
２ 著作権と著作隣接権との違い
３ 実演家の権利に関するワンチャンス主義について
４ 実演家の著作隣接権と肖像権・パブリシティ権と
の関係
Ⅲ 質疑応答

Ⅰ 概論
１ はじめに
前田： 皆さんこんにちは、では始めたいと思います。今
日の担当講師の前田と申します、どうぞよろしくお願いい
たします。
今日の構成なんですけれども、著作隣接権とエンタテ
インメントビジネスというタイトルで、前半 20 分ぐらい私の
方から、概論的なお話をさせていただきます。
その後、今日は弁護士の市村直也先生をゲストとして
お招きしておりますので、私から市村直也先生にいろい
ろ著作隣接権あるいはエンタテインメントビジネスとの関
係についてご質問をして、お話をお聞きするという形で
進めたいと思います。
当初、最初から市村先生のお話を伺うという形で進め
ていこうと思ったのですが、先々週私が別のタイトルでこ
こでお話をさせていただいたときに、皆さんにお聞きす
ると、必ずしも著作権法を履修されていない方が多いと
のことでした。市村先生からお聞きするお話は、かなり発
展的といいますか、先端的な論点にもなりますので、そ
の前座として私の方からお話をさせていただきたいと思
います。
２ 音楽における権利構造
前田： まず音楽と映画における権利構造をお話しした
いと思います。レコード製作者の著作隣接権と実演家の
著作隣接権と作詞家、作曲家の著作権、この三つの種類
の権利が音楽では関係してきます。それ以外にもあり得
ますけれども、主にこの三つの権利が関係している。
まず作詞・作曲のことですけれども、作詞家・作曲家の

権利は、著作権法上「著作権」で保護されております。そ
してこの作詞家・作曲家の著作権は多くの場合は音楽出
版社を経由して、あるいは直接、日本音楽著作権協会
（JASRAC）等の著作権等管理事業者へ、管理のために
譲渡されていることが実務的には多いということになりま
す。
「著作権等管理事業法」という法律がございまして、他
人の著作権あるいは著作隣接権の管理の委託を受けて
これを行うことについては、受託者が使用料を決定する
場合には、勝手にそういう事業を行ってはいけなくて、そ
ういった著作権等管理事業を行うためには基本的には文
化庁長官の登録を受けなければならない。登録を受けた
団体、音楽の世界では日本音楽著作権協会や、ジャパ
ン・ライツ・クリアランス、あるいはイーライセンスという会
社などが存在しておりまして、音楽の著作権の管理を行
っています。
著作権等管理事業者には、使用料規程、すなわち、そ
の著作権等管理事業者が利用者に著作物の利用を許諾
するときに幾ら使用料として徴収するのか、その料金規
程である使用料規程を定めて、それを文化庁長官に届
け出なければならないという義務が課せられております。
それから著作権等管理事業者は、正当な理由がなけれ
ば、利用許諾の申し込みを拒んではならない。応諾義務
と呼ばれる義務を負っております。
ですから、個人の方が自分のブログに有名な楽曲を
使いたい、BGM として有名な楽曲を使いたいという場合
には、それが JASRAC の管理楽曲であれば JASRAC に
申請をして一定の対価を支払うことによって利用許諾を
受けることができる。特別の理由がない限り、JASRAC は
その申込みを拒絶しないということになっています。
ただ、この JASRAC などの著作権等管理事業者が管
理しておりますのは、著作権でありまして著作者人格権
を管理しているわけではない。これの後程また整理をさ
せていただきますけれども、著作者の権利には、財産的
利益を保護する著作権と、人格的利益を保護するための
著作者人格権っていう権利の二種類があるわけですけ
れども、JASRAC 等が管理しているのは著作権のみであ
って、著作者人格権を管理しているわけではない。
従って、著作者人格権は、著作権をJASRACが管理し
ている場合であっても著作者人格権は作詞家・作曲家に
あるということになります。従いまして、JASRAC等の著作
権等管理事業者に申込みをして、許諾を受けて音楽の
著作物を利用する場合であっても、著作者の意に反する
改変を加えた利用をするならば、それは著作者人格権
侵害になるということになります。
もしどうしてもその音楽の著作物を改変して利用したい
という場合には、著作者本人に直接、あるいは音楽出版
社を経由して著作者の意向を確認するしかないということ
になります。音楽出版社っていう言葉を先ほどから何回
か使っておりますのでちょっと説明をさせていただきた
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いと思います。音楽出版「社」の「社」を会社の社っていう
言葉を使っておりますけれども、これは JASRAC の用語
では音楽出版社の社は「者」って書いてありますけれども、
一般には会社の「社」って書くことが多いかなと思います。
個人でも音楽出版「者」になることがあり得るということに
すると、「者」と書いた方が正しいのかもしれません。
作詞家・作曲家が直接 JASRAC 等に著作権を信託的
に譲渡しているというケースももちろんあるわけなんです
が、音楽出版社を経由している、すなわち作詞家・作曲
家は、音楽出版社にまず著作権を譲渡し、音楽出版社が
さらに JASRAC 等へ管理のために信託的な譲渡をする
ということが比較的多いわけであります。
この場合音楽出版社は何をしているかということなん
ですが、音楽出版社は著作権を取得した楽曲の利用開
発をする、プロモーション活動をすると。利用開発すると
いうことから、その楽曲の利用によって得た収入のうち、3
分の 1 か 2 分の 1 ぐらいを音楽出版社が取得して、残り
が作詞家、作曲家に支払われることが多い。
利用者から使用料を集めるのは JASRAC です。音楽
出版社を経由して JASRAC に権利が信託されている場
合には、JASRAC は管理手数料を控除した上で、音楽出
版社にお金を分配します。音楽出版社は自分の取り分を
もらった上で、さらに著作者である作詞家、作曲家にお
金を再分配するというような構造になっています。正確に
言うと JASRAC から音楽出版社を経由せずに作詞家、作
曲家に直接分配されるお金もあるのですけれども、ちょ
っと細かい話は省略するとすれば、そういう構造になっ
ています。
今申し上げましたのは、作詞家・作曲家の権利の話な
んですが、今日は著作隣接権のことを中心としてお話を
したいわけなんですが、作詞家・作曲家が楽曲を作ると、
その作られた楽曲を歌手の方が歌う、あるいは演奏家の
方が演奏する。歌手・演奏家の歌唱・演奏をレコード製作
者がレコードに録音し、それを使ってレコード会社が CD
として発売する。あるいは配信をするということになるわ
けですけれども、その歌唱する歌手、演奏する演奏家の
権利はどうなるかということなんですが、歌手・演奏家は
著作権法上「実演家」という位置付けを与えられておりま
す。
歌手・演奏家である実演家は、音楽の著作物を創作す
るものとは考えられていない。音楽の著作物を創作する
人っていうのは、作詞家・作曲家である。歌手は作詞家、
作曲家が既に創作した著作物を実演するという者という
位置付けになる。もちろんシンガーソング・ライターは同
一人物が両方の立場を持つ。
宇多田ヒカルさんは自分で作詞作曲をしますから、作
詞・作曲家としての宇多田ヒカルさんは著作者であり、著
作権と著作者人格権が与えられるのですが、宇多田ヒカ
ルさんは自分で作詞・作曲した楽曲を自分が歌う。歌っ
ている宇多田ヒカルさんは歌手であり、実演家であるとい
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うことになります。
実演家は著作物を創作する者、すなわち著作者では
ないから著作権を取得するわけではない。著作権という
のは著作者の権利のうちの一つですから、実演家は著
作者ではないという位置付けとなると、著作権を取得しな
い。しかし、実演は、「準」創作的行為であり、また、著作
物を伝達するという意味で非常に重要な行為であること
から、法的に保護する必要性が高いので、著作権ではな
いけれども、著作隣接権という権利が与えられることにな
ります。
著作権ではないんだけれども、著作権の隣にある著作
隣接権という権利が与えられるわけでありまして、著作隣
接権というのは著作権と同じく、財産的利益を保護する権
利であります。先ほど著作者の権利には著作権と著作者
人格権があって、著作権は財産的利益を保護する権利
で、著作者人格権は人格的利益を保護する権利であると
いうことを申し上げましたが、著作隣接権は、著作者の権
利のうちの著作権と同じく財産的利益を保護する権利で
あります。
実演家には、著作者人格権に相当する実演家人格権
が、著作隣接権とは別に与えられております。ただし、著
作者人格権とぴったり一致する内容ではありません。
それから、著作隣接権が与えられているのは、実演家
だけではなくて、レコード製作者、放送事業者、有線放送
事業者にも著作隣接権は与えられておりますけれども、
著作者人格権・実演家人格権に相当するような権利が与
えられているわけではありません。
そして、実演家は実演を行う者プラス実演を指揮し、ま
たは演出する者と定義されています。実演を行う者という
のは、歌手とか俳優とか演奏家なんですが、自ら直接実
演を行わなくても他人の実演を指揮し、または演出する
者も実演家に含まれます。
オーケストラで実際に音を出しているのは楽器を演奏
する人であり、その演奏をする人は実演家であるのです
が、実際に演奏している方だけでなく、その指揮者の方
も、直接音を出しているわけじゃないかもしれないけど、
実演家の中に含まれます。
それから舞台演劇の演出家の方。舞台演劇において
直接演技をしているのは俳優さんですけれども、俳優さ
んに対して演技指導をしている演出家の方も、この実演
家の定義の中に含まれるということになります。
著作権法で定められている権利には、「著作者の権
利」があり、「著作者の権利」の中に財産的利益を保護す
るための著作権があり、人格的利益を保護する著作者人
格権がある。
それから実演家の権利があり、実演家の権利の中に
は財産的利益を保護する著作隣接権と人格的利益を保
護する実演家人格権がある。そのほか、レコード製作者
としての権利としての著作隣接権があり、放送事業者とし
ての権利としての著作隣接権があり、有線放送事業者と
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しての著作隣接権があるということになります。
ですから、著作権法というネーミングは、法律の名称と
してはよくないわけです。著作権法っていうネーミングか
らすると、この法律によっては著作権だけが定められて
いるという風に誤解されがちでありますけれども、そうで
はない。著作権っていうのは著作権法で定められている
「著作者の権利」の中のそのまた一部であるということに
なります。
それから、実演家の著作隣接権とレコード製作者の著
作隣接権というのは別個にあるわけですけれども、レコ
ードに収録された実演についての実演家の著作隣接権
はレコード製作者に譲渡されるということが一般的です。
レコード製作者というのは誰かというと、レコードに固定さ
れている音を最初に固定した者と定義されております。
普通の音楽レコードについては、実演家の著作隣接権と
レコード製作者の著作隣接権が併存することになるわけ
ですけれども、契約によって、そのレコードに収録されて
いる実演についての実演家の著作隣接権は、レコード製
作者に譲渡されて、二つの種類の著作隣接権が同一人
に帰属するようにしていることが実務的には多いです。こ
の二つの著作隣接権が同一人に帰属して一体となった
ものを、実務的に原盤権とよく呼んでいます。ただ、今日
の講義のために市村先生と事前にディスカッションさせ
ていただいたときに、私はこういう風に認識してたんです
が、市村先生からは、「確かにフィーチャード・アーティス
トについてはそうだよね、だけれどフィーチャード・アー
ティスト以外はそうでもないのではないか」とのお話があ
りました。フィーチャード・アーティストっていうのは、例え
ば浜崎あゆみの楽曲であればメインのアーティストとして
歌っている浜崎あゆみさんがフィーチャード・アーティス
トだけどその浜崎あゆみさんのレコードにおける実演家
っていうのは実は浜崎あゆみさんだけじゃない。なぜな
らばバックバンドで演奏している方がいらっしゃる。実演
家である浜崎あゆみさんとレコード製作者であるエイベッ
クスとの間では恐らく契約があり、確認したわけじゃない
ですけど、おそらく浜崎あゆみさんの著作隣接権はレコ
ード製作者であるエイベックスさんに譲渡されているだろ
う。
これも多分、市村先生も、私も、確認したわけではあり
ませんが、契約書でそうなっているだろうと想像ができる
のですが、問題はバックバンドについてどうなのか。バッ
クバンドで演奏している人も実演家です。だけど恐らくは、
これも恐らくはなんですが、バックバンドで演奏している
人とレコード製作者との間では、契約書がないケースが
多い。契約書がないにもかかわらず、契約によって実演
家の著作隣接権がレコード製作者に譲渡されていると言
えるのかという問題はございます。
私はフィーチャード・アーティスト、この中心となるアー
ティストである浜崎さんの権利ですらレコード製作者に譲
渡されているんだから、そのレコード製作に参加するバ

ックミュージシャンについても合理的な意思解釈をすれ
ば当然に著作隣接権を譲渡するという意思であったと、
このように合理的な意思解釈をするのが正しいと私は思
うんですが、市村先生からはまた後ほどお願いします。
少なくともフィーチャード・アーティストに関しては、そ
の実演家の権利はレコード製作者に譲渡されるとしても、
それは、当該レコードに収録されている実演についての
著作隣接権が譲渡されているという意味です。ある楽曲
についての実演する場合の全ての著作隣接権が譲渡さ
れているわけではないです。ですから、コンサートにお
ける歌唱はまた別であり、その歌唱についての著作隣接
権が、必ずしもレコード製作者に譲渡されているというわ
けではございません。
レコードに収録されているその実演に関する著作隣接
権が、少なくともフィーチャード・アーティストに関しては
契約書によってレコード製作者に譲渡されるということが
一般的に行われているわけですが、その譲渡の対価は
どうやって払われているかというと、一定額で譲渡時に譲
渡代金全額が支払われるということは、普通はあまりあり
ません。
その譲渡対価は、レコードを利用した CD 等の売上げ
に応じたアーティスト印税という形で、CD 一枚売れれば
幾らと、CD の出荷枚数掛ける定価の何パーセントという
形で計算されるアーティスト印税が、実演家あるいは実
演家の所属事務所に支払われるということが一般的であ
ります。
それから、先ほどから作詞家・作曲家の著作権の話と、
実演家の著作隣接権のお話と、レコード製作者の著作隣
接権のお話をさせていただいておりますが、レコードに
収録された実演についての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多いということを申し
上げましたが、この三つの権利というのは元々独立して
別個の権利でございます。
ですから宇多田ヒカルさんの音楽 CD を勝手にコピー
して、勝手にネットにアップロードするという行為をしたと
すると、その行為は作詞・作曲家としての宇多田ヒカルさ
んの著作権、それは現実には JASRAC が管理している
わけですけれども、原始的には宇多田ヒカルさんが取得
し、音楽出版社を経由して JASRAC が信託的譲渡を受
けて管理している、作詞家・作曲家としての著作権を侵害
したことになるばかりでなく、歌手としての宇多田ヒカルさ
んの著作隣接権、それは契約によってレコード製作者に
譲渡されているわけですけれども、原始的には宇多田ヒ
カルさんが実演家として取得していた著作隣接権の侵害
にも該当するし、それからレコード製作者としての EMI ミ
ュージックの著作隣接権を侵害することになる。
この三つの権利を同時に侵害するということになります。
逆に言えば、宇多田ヒカルさんの音楽 CD を適法に使う
ためには、この三つの権利について権利処理、つまり権
利者から許諾を受けるということが必要になるということで
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ございます。
３ 映画における権利構造
前田： 次の映画関係の説明をしたいと思います。映画
には原作があることが多い。原作は小説であったり漫画
であったりする。その原作の著作物を基に、それに翻案
を加えて、原作の著作物から見て二次的著作物である脚
本の著作物が創作される。そして脚本の著作物から見て
さらに二次的著作物としての映画の著作物が製作される
と、こういう位置付けをされております。
そして映画の著作物の著作者は誰かと言うと、監督さ
ん、プロデューサーさん、美術監督さん、撮影監督さん、
そういった方々が映画の著作物の著作者であるというこ
とになります。
そして映画には音楽が当然使われるわけですけれど
も、音楽の著作物の位置付けはというと、映画の著作物
の概念の中には含まれていない。映画の著作物っていう
のは音楽の著作物を複製しているという位置付けで、映
画の著作物という概念の中に音楽の著作物が吸収され
てしまっているわけではない。
諸外国の立法例では、映画のために書き下ろした音
楽については映画の中に含まれちゃうというものもありま
すけれども、日本の法制度ではそうではなくて、既存の
楽曲を映画に使うという場合はもちろん、それのみなら
ず、特定の映画のために音楽担当者に書いてもらった
BGM なども、映画の著作物の中に取り込まれているわ
けではなく、音楽として映画の著作物とは別個に存在し
ていて、映画の著作物は、その音楽の著作物を複製して
いるという位置付けをされています。そして映画の著作
物自体の著作権は、その著作者、すなわち監督さんとか
プロデューサーさんとか美術監督さんとか、撮影監督さ
んとか、そういった方々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に帰属すること
になります。
映画製作者というのは映画の製作に発意と責任を有
する者です。映画の製作資金を集めて、監督さんその他
の著作者と契約して、実演家とも契約をして、映画の製作
主体となる者、それが映画製作者ですが、映画の著作物
の著作権は、原則として映画製作者に帰属します。著作
権法 29 条がそのことを定めています。
著作権法の原則では、著作者、すなわち著作物を創
作する人が著作権を原始的に取得することになりますが、
映画の著作物については、その例外が定められていま
す。著作権法 29 条の定めの効果として、監督さん、プロ
デューサーさん、美術監督さん、撮影監督さん等は、映
画の著作者であるけれども、映画の製作に参加すること
を約束している限り、著作権は与えられないのが原則で
あります。
先ほどレコード製作者は著作隣接権者であるということ
を申し上げましたけれども、映画製作者は、著作権を取
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得する。レコードと映画では制度が違っております。
それから、先ほど実演家の中には舞台演劇の演出家
が実演家に含まれるということを申し上げましたけれども、
映画における映画監督は、舞台演劇における演出家と
ほぼ似たような活動をしているわけですけれども、映画
監督は映画の著作物の著作者であると位置付けられて
いる。それに対して舞台演劇の演出家は実演家と位置付
けられている。これが一般的な理解です。そう考えるべき
でないという意見も実はあるんですけれども、一般的に
はそういう風に考えられている。
それから、もう一つ注意が必要なのは、映画自体の著
作権を百％持っているからといっても、原作の著作物の
著作権者、脚本の著作物の著作権者、音楽の著作物の
著作権者の許諾がないとその映画の利用はできないと
いうことになります。
先ほど申し上げましたように、映画の著作物の土台に
脚本著作物があり、そのまた土台に原作の著作物がある。
脚本の著作物、原作の著作物はそれぞれ映画とは独立
した別個の著作物であるわけですが、映画の著作物を
利用するということは、間接的にその原著作物である脚
本の著作物や原作の著作物を利用することになりますの
で、脚本の著作物の著作権者、原作の著作物の著作権
者の OK を得ないと、映画の著作物の著作権を百％私が
持っていたとしても、私がその映画の著作物を勝手に利
用することはできないということになります。
それから、日本では先ほど申しましたように音楽の著
作物は別だと。映画の著作物の概念に含まれない。その
映画のために書き下ろしてもらったBGMであっても映画
の著作物の中には含まれない。それは音楽の著作物と
して別の存在であって、映画の著作物は音楽の著作物
を複製していることになりますので、映画の著作物を利
用するためには、音楽の著作物の著作権者の許諾も得
なければならないことになります。
今日のテーマである実演家、俳優さんがどこにも出て
こないんじゃないかとお思いになられる方が多いんでは
ないかと思いますので、そのことを最後に説明させてい
ただきたいと思います。
映画の俳優さんは実演家です。実演家は一般的には
著作隣接権者であります。が、劇場用映画の場合、自分
の実演がその映画に録音・録画されることを俳優さんが
一旦 OK した以上は、その後の映画の利用については
著作隣接権を主張できないということになっています。
俳優さんから見ますと、その映画に関して対価を得る
チャンスが最初の出演契約のときの一回だけであること
から、このような制度を「ワンチャンス主義」と呼んでいま
す。日本の著作権法はワンチャンス主義を採っていまし
て、著作権法 91 条 2 項、92 条 2 項 2 号、92 条の 2 第 2
項、95 条の 2 第 2 項がそれぞれワンチャンス主義を定め
ている条項でございます。
以上のことから、映画製作者が自分の作った劇場用映
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画をビデオ・DVD として製造、発売しようとした場合には、
誰から OK を取らなければいけないか、どういうお金をは
らわなきゃいけないかということを申し上げますと、原作、
脚本、音楽に関しては、先ほど申しましたように、それぞ
れの著作権者から許諾を得て対価を支払わないと DVD
の発売ができないということになりまして、その対価は業
界慣行的に決まっていまして、劇場用映画の販売用の
DVD 商品については小売価格の 1.75％を原作、脚本、
音楽に支払うということになっています。
それから、俳優さんに関しては、ワンチャンス主義が働
きます。劇場用映画を製作する段階で俳優さんと契約し
て、俳優さんの OK を取ってもちろん出演していただい
ているわけですから、その映画をDVD化するときには俳
優さんの許諾を得る必要はないし、対価も俳優さんには
支払われない。
ただし、出演契約に別の定めがある場合は当然契約
が優先するということになりますから、DVD 化するときに
は別途幾ら支払いますよという契約があるならば、それ
に基づいて対価が支払われることになります。
それから、監督さんに関しては先ほど申しましたように、
監督さんは映画の著作物の著作者であるけれども、監督
さんが映画の製作に参加することを約束しているときは、
著作権法 29 条によって著作権は原則として映画製作者
に帰属することになっていますから、監督さんには著作
者人格権は残りますけれども、著作権は帰属しない。
だから劇場用映画を DVD化するときには、本来、監督
さんの許諾を得る必要はないし、対価も支払う必要はな
いはずなんですけれども、実務上はそうではなくて、監
督に対しても、脚本家に支払うのと同額を「追加報酬」とし
て支払うことが一般的です。その旨の日本映画製作者連
盟と監督協会との間で申合せ事項がありまして、そういう
取決めに拘束を受けない場合であっても、監督さんには
支払われることが事実上多いです。
今申し上げたことは、劇場用映画を念頭に置いていま
す。テレビ局製作のテレビドラマについてはルールが異
なります。テレビ局製作のテレビドラマも、映画の著作物
の概念には含まれます。含まれるんですが、先ほど劇場
用映画については、俳優さんの権利に関するワンチャン
ス主義を申し上げたんですが、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は適用されない、と理
解されておりまして、後で時間があれば、なぜこういう解
釈になるのかということも詳しく市村先生とお話をさせて
いただきたいと思いますけれども、そういうことになって
います。
ですから、テレビドラマをDVD化するときには、俳優さ
んの OK を改めて得て、対価が支払われる。元が劇場用
映画だったら、実演家の方に DVD 化に当たってお金は
支払われないけど、テレビ局制作のテレビドラマだったら、
支払われるということになっています。

Ⅱ 対談
１ はじめに
前田： 以上で前座は終了して、それでは市村先生から
お話を伺っていきたいと思います。市村先生は元々日本
音楽著作権協会の職員をされて、その後弁護士になら
れて、弁護士になられた後も日本音楽著作権協会の顧
問をされ、また音楽以外のエンタテインメントビジネスに
も深く携わっておられまして、著作隣接権とエンタテイン
メントビジネスというきょうのテーマに最も造詣の深い弁
護士でいらっしゃいます。私からご質問してお話を伺っ
ていきたいと思います。じゃあ先生こちらの方にお願い
いたします。座っていただいて。
市村： それでは座らせていただきます。市村です、よろ
しくお願いいたします。
私は、前田先生のように理詰めで分析的なお話はで
はなく、どちらかというと雑駁なお話ししかできないと思
いますが、よろしくお願いいたします。
２ 著作権と著作隣接権との違い
前田： まず著作権と著作隣接権のことを先ほど概論とし
てご説明させていただいたんですが、著作権と著作隣接
権では権利の働き方に違いがあると言われることがあり
ます。私自身は時々、著作隣接権は著作権に比べると即
物的な権利であるという言葉を使ってしまうこともあるん
ですが、その著作権の働き方と、著作隣接権の働き方っ
ていうのは具体的にどういった違いがあるんでしょうか。
市村： 著作隣接権のお話しをするときに、「レコード」と
いう用語の意味を間違えやすいので最初にご説明しま
すと、著作権法でいう「レコード」とは、皆さんが持ってい
る CD 等の有体物をいうものではありません。CD 等に固
定されている音そのものを言います。したがって、レコー
ドの利用とは、レコード盤を利用することでなく、そこに固
定されている音を利用することを言うわけです。例えば
音楽を CD に録音するときは、同じ音楽を何テイクも取っ
て、一番良い演奏を CD に採用するわけですが、一回目
のテイクと二回目のテイクでは同じ曲で、ほとんど同じ演
奏をしていたとしても違うレコードということになります。
実演についてもそうです。例えば同じ劇場で昼夜同一
の公演を行う、しかも同一のキャストが同様の演技をした
としても、昼の実演と夜の実演は違う実演です。したがっ
て、「実演の利用」という場合には、どっちの実演を使っ
たのかということが問題になります。その点が著作権と大
きな違いの一つと言えるのではないでしょうか。
前田： 先生、物マネは、物マネされた実演家の著作隣
接権の関係では、どうなるのでしょうか。
市村： 今申し上げたように、著作隣接権というのは、そ
の人が現に行った実演を問題にするわけですから、他
人の実演を真似た実演というのは、真似た人自身の実演
ということになり、著作隣接権の侵害にはなりません。
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前田： 実は先々週この授業で伊藤真先生にお出でいた
だいて、著作権で「似ている・似てない」が問題となった
ケースの一つである「みずみずしいスイカ」写真事件の
写真1 を皆さんに見ていただいたんですが、著作権では、
全く違うときに撮った写真であっても、構図などが似てい
れば著作権侵害になり得ることがあるわけですけれども、
実演やレコードなどの著作隣接権についてはそういう現
象は。
市村： ないと言っていいです。
前田： ということになる。
市村： 著作隣接権というのは、その実演や音そのものに
関する権利です。例えば、同じ川のせせらぎの音を録音
した場合、これも「レコード」に該当しますが、同じ音を録
音した場合でも、こっちの録音機で録音した「レコード」と、
あっちの録音機で録音した「レコード」とは全く別のレコ
ードということになります。
前田： ところで、レコードという言葉は、もしかしたら多く
の方々はビニールレコード、つまり CD の前にあったあ
の黒い盤のことを、レコードという言葉でイメージされて
いるかもしれませんけれども。
市村： 著作権法はそれを「蓄音機用音盤」って言うんで
す。
前田： レコードっていう概念はそうではなくって、CD で
あろうがビニールレコードであろうが関係なく、それらに
収録されている音のことを言うんであって、CD であるか
ビニールレコードであるか、あるいはハードディスクに記
録されているとかは、何に記録されているかの違いであ
って、全部それはレコードであると。
市村： そうですね。
前田： 今、著作権との権利の働き方の違いをご説明い
ただいたんですが、保護期間の違いについてはどうで
すか。
市村： 著作権の保護期間は、皆さんもご存知のとおり原
則として死後 50 年です。死亡時が保護期間の起算点と
なり、これを 70 年にするかどうかということが議論されて
いるわけです。ところが、著作隣接権実演の場合には、
実演であれば実演を行った時から、レコードであればそ
の発行の時から、放送であれば放送を行った時からそれ
ぞれ 50 年とされています。このように起算点の違いがあ
るため、保護期間は著作権よりも短いことになります。
前田： そうですね、今ここに来る前に調べて来たんです
けれども、戦前に大ヒットした淡谷のり子さんの「別れの
ブルース」っていうのがありまして、それは 1937 年に大ヒ
ットした曲なんですが、作曲者は服部良一さんで、服部
良一さんが亡くなったのは 1993 年です。
そうすると著作権の場合は服部良一さんの死後50 年と
いうことになりますので、2043年まで「別れのブルース」も
保護されると。「別れのブルース」は 1937 年の曲ですか
1
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ら、100 年以上保護される。それに対して、レコードの方
は、これは戦前のものなので複雑な経過規定が絡んで
いますけれども、仮に今のルールでいうと。
市村： 1937 年に行われた実演を録音したレコードだと
すれば、それから 50 年を経過した 1987 年に著作隣接権
は消滅していることになります。
前田： 実は正確には旧法時代の問題がありますので、
ちょっと今そこは省略してるわけですけれども。著作権の
場合は死亡の時期によって保護期間の長さが全然違っ
てくる。つまり著作者が若いとき創作し、その後長生きを
したかどうかによってウンと違ってくると。だから尾崎豊の
曲の保護期間は結果として短い。尾崎豊が亡くなったの
は1992年ですから、戦前の「別れのブルース」よりも尾崎
豊の曲の方が先に著作権が消滅する、こういう現象が生
じますが、実演についてはそうではなく全て死後ではな
くて実演が行われたときから 50 年ですね。そうすると実
演家の方が生きていたとしても、著作隣接権は消滅する
ことがある。
市村： そうですね、実演家が長生きされると、20 歳のと
きの実演は 70 歳を過ぎると権利が無くなってしまうという
ことが起きるということです。
前田： そのように著作隣接権の方が保護期間が短いの
はどういった理由でしょうか。
市村： これは色々な考え方があって、色々な理由で説
明する方がいると思いますが、著作隣接権を著作権より
ワンランク弱い権利としている理由は、そもそも著作隣接
権を保護する理由がどの点にあるかという理解と関係し
てくるのではないかと思います。単に伝達行為を保護す
る必要があるということであれば、その伝達行為が成り立
ち得る最低限の保護を与えれば足りるということになるで
しょう。しかし、著作物の作成行為に準ずる創作的な行為
であるから保護するのだということであれば、著作権より
も弱い権利にしなければならない合理的な理由はない
のかも知れません。
前田： 先生ご自身としては、実演家の権利と著作者の権
利が現行法上保護期間の長さの点で違っているのは、
それはそれでいいとお考えなのか、あるいはもうちょっと
是正が必要なのかとお考えか。
市村： 著作者の権利と実演家の権利が全く同じである
必要はないと思っています。しかし、同じ著作隣接権の
中でも、実演家の権利と、レコード製作者・放送事業者の
権利とでは権利を保護する趣旨が少し異なると思ってい
るので、これらの権利の内容が全く同一である必要もな
いのではないかと思っています。
レコードや放送の保護というのは、その事業者の事業
を保護するという意味合いが強いのに対して、実演家の
場合には、やはり実演という準創作的な行為を保護する
べきだという考え方が正に当てはまると思います。です
から、実演家については、他の著作隣接権者よりも広い、
著作権に準じた保護を与えてもよいのではないかと考え

第 11 回 著作隣接権とエンタテインメントビジネス

ています。
前田： ありがとうございます。今、著作者の権利の方が
強いというお話が出たんですが、実は逆に、著作隣接権
の方が強く働く可能性があるように見える場合があります
ので、それについてちょっとお話を伺っていければと思
うんですが。
市村： そうですね。
前田： どういう場合かと言いますと、他人の著作物から
一部を取り出して利用をすることが、日常的に行われる
わけですけれども、その場合、取り出した部分だけでは
創作性が認められない場合には、著作物の利用には当
たらないわけですから、自由であるということになります。
例えば川端康成の有名な「雪国」という小説の冒頭に、
「トンネルを抜けると雪国であった」という一節がある。「雪
国」という小説全体を見れば著作物であることには争い
がないけれども、じゃあ「トンネルを抜けると雪国であっ
た」というその一文だけで著作物としての創作性を備えて
いるかっていうと、あるという人もいるかもしれませんが、
無いという意見も多いと思います。田村先生の著作権法
の教科書では、この一文だけであれば創作性はないと
書いてある。とすると、それを利用することは自由だ。そ
れは、引用などの権利制限規定に当たる・当たらないに
かかわらず、そもそもその他人の著作物の利用に当たら
ないから自由だということになります。
音楽の著作物においても、有名な曲のフレーズの一
部だけを取り出してみると、創作性がない、例えば音が
四つぐらいしかない部分を取り出してきたとすると、その
部分だけでは創作性がないと言える場合がある。そうす
ると、その四つの音を取り出してきて、その部分だけを自
分の著作物の中に使うことは基本的に自由だということに
なるわけですが、レコード製作者の権利とか実演家の権
利というのは必ずしも創作性を前提としていない。
すなわち、創作性があるから保護するということにはな
っていない。そうすると、他人のレコードからごく短い数
秒間の音を取り出してきて自分のレコードに使う。これは
サンプリングと呼ばれる一つの音楽の技法ではあります
けれども、そのサンプリングをした場合に、著作権の侵害
にはならないけれども、創作性を必ずしも前提としない
著作隣接権の侵害にはなり得るのではないかと私は書
いたことがありまして、それについて市村先生いかがで
しょうか。
市村： その点は、前田先生と必ずしも考え方が一致しな
いところなのですが、確かに創作性は著作隣接権を保護
する根拠ではありませんから、創作性がない部分であっ
ても、それが使われた以上、権利は及ぶことになります。
創作性がない部分は自由に使えるということにはなりま
せん。
ですから、使用された部分がどれだけ短くても、それ
が特定の実演又はレコードであることがわかるものであ
れば、権利者の許諾を得なければ侵害になります。ただ

し、いわゆる「サンプリング」に関しては、いろいろな場合
があると思います。
もちろん、サンプリングされた音がレコードとしての同
一性が維持されているのであれば、もちろんレコードの
利用として許諾が必要になりますが、例えば、それが大
きく改変されてしまっていて、極端な場合をいえば、DJ
等がレコードを逆に回したり、あるいは早回ししたりして
全く音を変えちゃっているような場合には、どうなのでし
ょう。
あれもレコードの音を使っていることは間違いありませ
んが、改変されたり、別の音が被せられたりして、元の音
がわからないようになってしまった場合までレコードの利
用というのか。僕はこのような場合にはレコードを利用し
たことにならな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。今日のために二回打ち合
わせをさせていただいたんですが、市村先生が例に挙
げたキュッキュッという音になってしまったら、さすがにレ
コード製作者の著作隣接権は及ばないだろうって私も思
うのですが、問題はリミックスをするとか、何か音を被せる
とか、音の高さを変えるとかいうような改変が行われたと
きにどうなのかっていう問題があって、私は、その場合に
は権利は及ぶのかなと思うんですが。
市村： 日本ではその点が争われたケースがありません
ので、日本の著作権法上どういう風になるのかということ
は必ずしもわかりませんが、確かにアメリカの判決ではそ
ういったものにもレコードの権利が及ぶと判断した判決が
ありますね。
しかし、アメリカの著作権法は、レコードを著作物として
保護していますから、やはり日本法における著作隣接権
としての保護と必ずしも同一ではないのではないかと私
は思っているところです。
前田： ありがとうございます。それでは準創作的行為と
創作的行為の区別のことについて伺っていきたいと思う
んですけれども、先ほど私の方から概論としても触れさ
せていただいたんですが、演劇における演出家というの
は、異論もあるかもしれないけれども、一般的な理解とし
ては実演家とされている。それに対して映画監督やテレ
ビドラマの演出家は著作者とされているということで、先
ほどから、著作者というのは創作的行為を行っているが
ゆえに著作権の保護を受け、実演家は準創作的行為を
行っている者として著作隣接権の保護を受けるという整
理をしているわけですけれども、他方、演劇における演
出家と映画における監督さんとでは、やっていることの創
作性の程度の点では違わないようにも。
市村： 私も違わないと思います。
前田： 思えると。一般的な理解では、先ほど申し上げた
ような整理をされているわけですけれども、これはどうし
てそういうことになってしまうのか。
市村： それは一般には法律の決め方の問題だと理解さ
れていると思います。日本の著作権法は、「演劇の著作
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物」や「演出の著作物」といったものを概念してないので、
その「演出」を著作物と認めるわけにいかないのであると、
一般にはそのように理解されているのではないでしょう
か。しかし、著作権法には「演劇の著作物」を認めてはな
らないという規定があるわけではありません。思想または
感情を創作的に表現したものであれば著作物に当たると
しているのですから、「演劇」や「演出」を著作物のカテゴ
リーとして認めることも不可能とはいえないのではないか
と思います。
前田： すると、演劇の著作物っていうものの存在を認め
るならば、演出家はその演出の著作物の著作者となり得
るんだと。
市村： なり得る場合があると思っています。
前田： そうすると、映画監督の場合と整合的な説明がつ
けられる。
市村： バレエの振付家というのは、これは著作権法の明
文上著作者と認められています。バレエの振付をする人
が著作者であるのに、芝居の演技指導をする人は一切
著作者にはなり得ないとする合理的理由はないのでは
ないでしょうか。
前田： そうですね、仮に先生が著作権法をゼロから作っ
ていいとされた場合は、先生は著作権と著作隣接権とを
別々に規定するでしょうか、それとも両者を統合して規定
するでしょうか。
市村： それはなかなか難しい質問で一概にはいえませ
ん。ただ、旧著作権法では演奏・歌唱は著作物とされて
いました。すなわち、演奏・歌唱は創作的行為と認められ
ていたのです。これが昭和 45 年に現行著作権法に改正
された際に、著作隣接権という一段保護の程度が低い権
利に変更されたわけです。ですから、実演についてはこ
れを著作物で保護することが理論的にできないということ
ではないと考えています。ただ、実際には、単純でなく、
難しい問題だと思います。
前田： わかりました。ちょっとテーマは変わるんですが、
著作権と著作隣接権の関係ということで言いますと、現行
著作権法の 90 条という条文がありまして、著作隣接権の
保護を定めている規定は、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定めています。
この条文は、どういった意味の意味合いというか位置
付けの規定と考えればいいんでしょう。これは先生から
お話がありましたように、著作隣接権の方が格下だから、
格下の権利を定めたものは格上の権利に影響しないと、
そういった趣旨なんでしょうか。
市村： 格下、格上というのは良くわかりません。90 条は、
当たり前のことを規定したものにすぎないのではないで
しょうか。それぞれ別個の根拠に基づく別個の権利です
から、相互に影響することはなく、それぞれ独立して権利
が及ぶのは当然です。これは当たり前のことを確認的に
規定した規定だと思います。
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３ 実演家の権利に関するワンチャンス主義について
前田： はい、ありがとうございます。
次に、著作権と著作隣接権の関係をちょっと離れまし
て、先ほど私から概論を申し上げて多分わかりにくかっ
たんではないかと思いますのは、テレビドラマも映画の
著作物であると言いながら、そして映画についてはワン
チャンス主義が働くと言いながら、所々で私は劇場用映
画と言って誤魔化したり、テレビドラマと言いながら局制
作の物とかいう限定を付けたり、そこが非常にすっきりし
ない説明になっていたかと思います。
まずはっきりしていることは、著作権法上、映画の著作
物についての規定がある。映画の著作物については実
演家の権利につきワンチャンス主義が法律上定められて
いる。かつテレビドラマも映画の著作物である。ですね。
市村： そうです、はい。
前田： だけど先ほど申しましたように、ワンチャンス主義
が適用されるかどうかということについては、いろいろ複
雑な仕組みになっていて、それは DVD 化するときに対
価が支払われるか支払われないかという、実務的にも重
大な問題に影響していくという現象が生じているわけで
すけれども、テレビドラマも映画著作物なのに、ワンチャ
ンス主義が適用されたりされなかったりするという現象が
なぜ生じるのでしょうか。
市村： ワンチャンス主義は、例えば録音・録画権につい
ていえば、許諾を得て映画の著作物に録音・録画された
実演については、実演家の録音・録画権は働かないこと
を規定する 91 条 2 項を根拠とするものです。しかし、実
演が放送に使われる場合については 93 条 1 項という別
の規定があり、実演を放送することについて許諾を受け
た放送事業者は、その実演を放送のために録音・録画す
ることができると定められています。従って、テレビドラマ
は、それが放送のために固定されて映画の著作物に該
当することになっても、放送事業者は、その実演につい
て録音・録画の許諾を得る必要がなく、実際問題、許諾を
受けていません。
ですから、テレビドラマは、録音・録画について実演家
の許諾を得ていない以上、91 条 2 項によるワンチャンス
主義は適用されないことになるわけです。
前田： あと 63 条に著作物の利用の許諾っていう条文が
ございますけれども、その中の 4 項で「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。」と定められており、この規定は実
演の利用の許諾にも準用されておりますので、テレビド
ラマに出演する人は、自分の実演を放送されることは許
諾したけど、その許諾には、実演を録音・録画することの
許諾は原則として含まれていないことになるわけですね。
とはいえ、実際には録音・録画しているのですが、それ
は93 条1 項に基づき録音・録画しているんだと。従って、
著作隣接権者の許諾を得て映画の著作物に録音・録画
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された実演ではないということになり、ワンチャンス主義
が適用されないと。
市村： そういう取扱いになっているということですね。
前田： でもそれってフィクションですね。というのは、昔
のテレビドラマっていうのは生放送でテレビドラマをやっ
てた時代があったそうなんですけど。
市村： ありましたね、はい。
前田： 今はそんなテレビドラマはあり得ない。
市村： ほとんどないですね、はい。
前田： あり得ないというのはいい過ぎで、特別に部分的
に生放送にする、例えば最終回だけ本当に生放送にす
るという企画もあるかもしれませんが、テレビドラマってい
うのは当然録音・録画撮りをするわけですけれども、その
ことはわかって出演しておられるわけですよね。
市村： そうでしょうね、はい。
前田： ですから、録音・録画されることを当然の前提とし
て出演しているにもかかわらず、録音、録画されることは
OK していない、許諾していないという位置付け。
市村： そうです。63 条は、正にそのような取扱いを認め
るための規定ということです。ワンチャンス主義は実演家
にとって大きな権利制限ですから、その点は極めて重要
な問題です。むしろワンチャンス主義というものが本当に
必要なのかという疑問にもつながってくると思います。こ
の点は、前田先生と少し立場が異なってくるかも知れま
せんが。
前田： あるべき制度論としてはこのワンチャンス主義に
ついては、先生はどういう風にお考えでしょうか。
市村： 何故ワンチャンス主義という考え方が出てきたか
というと、先生のご説明にもあったとおり、例えば映画等
には、エキストラをはじめ、かなり大勢の実演家が出演す
るわけです。黒澤明の「乱」なんて、何千人ものエキストラ
が出演していますが、その人たち全員が実演家に当たる
ことになります。DVD や放送等に利用するときに、改め
てこれらの実演家全員から許諾を得なければならないと
すると、到底その映画を利用できないということになって
しまいます。そこで、映画の著作物に録音・録画されるこ
とを許諾したときは、その後はその映画を使うことを差し
止められるような強い権利は認めないことにしようというこ
とだと思います。
しかし、先ほど先生もおっしゃったとおり、法律の規定
がワンチャンス主義という方式をとっていても、当事者が
契約で別の定めをすることは自由です。DVD を製作す
る場合には、少なくとも主演級の俳優さんには追加報酬
が支払われるというのも、かなり一般的に行われている
だろうと思います。だから、基本的には契約の問題で処
理すればよいはずです。どうしても契約で処理しきれな
いエキストラ等については例外的に推定譲渡等を認める
としても、法律によって一律に著作隣接権を行使できなく
してしまう必要はないのではないかとも思います。
前田： なるほど、先生のお考えは今おっしゃったその推

定譲渡ということは、特段の同意といいますか、反対の合
意がない限りは、映画製作者側に権利が移っている、少
なくとも映画製作者の行為に対して反対できないというこ
とにすると。
市村： ある程度の制限は仕方がないと思います。しかし、
一律に権利を奪う必要はないのではないかと思います。
前田： そうなりますと、今の制度だって先生のお話にも
ありましたように、契約によって別段の定めをすることは
可能であって、当事者間で別の契約条項があったとした
らそうするということができるんだと思うんですけれども。
市村： 契約で別の取決めができるとしても、それはあく
まで契約上の権利であって、著作隣接権ではありません。
実際の取扱いには大きな違いはないかも知れません
が。
前田： おっしゃったとおり、違いがあるのかもしれませ
んけど、特段の合意がない限りは映画製作者が自由に
使えるという結果においては、あまり変わらない。
市村： そうかも知れません。ある程度の制限は必要で、
やむを得ないと思います。あとは、最近は評判が良くあり
ませんが、補償金制度のようなものも考えられます。映画
を自由に使えるかどうかということと、そこで利用されてい
る実演に対価を支払うかどうかということは必ずしも同一
ではありません。
もちろん、映画の利用に支障が起きるような制度では
いけないとは思いますが、今のような全く権利がなく、映
画になってしまった途端、実演家には全く対価の還流が
なくなってしまう制度はどうなのだろうか、という感じがし
ます。
前田： わかりました。先ほどの先生の推定承諾のお話な
んですが、先ほどご説明ありましたように、テレビドラマと
劇場用映画では運用が百八十度違うという状況になって
いるんですが、仮に推定承諾あるいは推定譲渡という制
度にするとしたら、その違いはテレビドラマと劇場用映画
の違いは解消されることになるんでしょうか。
市村： 映画の利用について対価の還流がなされる制度
が確立されるのであれば、テレビドラマと劇場用映画に
つき全く異なる取扱いをする理由はなくなるのではない
でしょうか。しかし、今の制度は、今の制度で理由はある
わけです。テレビドラマについて録音・録画の許諾がな
いということがフィクションだとのことですが、いいフィクシ
ョンと悪いフィクションがあるのであって、フィクションだか
らいけないということはないと思います。
前田： 私ももうこういう制度がずっとありますから、テレビ
ドラマはこうだし、劇場用映画はこうだっていうのがもう業
界慣行として定着してる、ってことはわかるんですけれど
も、教室で皆さんにご説明をすると非常にわかりにくい、
スッキリしない。もうちょっとスッキリした制度というものに
ならないのかなあというふうに思うことがあるんです。
市村： 確かに局制作じゃないテレビドラマについてどう
なのかというようなのは、本当にわかりにくいところがあり
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ますね。しかし、テレビドラマについては、それを DVD
化等する場合に、あらためて権利行使できるということは、
現行の著作権制度において、実演家にとって極めて重
要な事柄です。
４ 実演家の著作隣接権と肖像権・パブリシティ権と
の関係
前田： それでは次の質問にいきたいと思います。
実演家の著作隣接権と肖像権・パブリシティ権の関係
ということなんですが、いまワンチャンス主義のことを説
明させていただきましたけれども、実演家の著作隣接権
はワンチャンス主義で大幅に制限をされることになるわ
けですし、さらに、著作権法上の制限規定によって、著
作隣接権が制限されるということはよくあるわけです。ま
た、実演家の録音・録画権という権利は、もともと録音・録
画にしか権利が及んでいませんから、歌舞伎役者さんが
大見得を切った瞬間を写真で撮影することは、著作隣接
権の対象になっていないことになります。それは録音で
も録画でもないからです。このように、著作隣接権が及ぶ
範囲は、ワンチャンス主義によって、あるいは権利制限
規定によって、あるいは元々実演家の録音・録画権という
のは、写真的な複製には及んでいないということによっ
て、かなり限定されているということができます。
他方、民法上の一般的人格権に基づいて、実演家に
も肖像権があり、肖像権に由来してパブリシティ権と呼ば
れる、自己の肖像や氏名が持つ顧客吸引力を経済的に
利用することについてパブリシティ権が認められることも
ある。
そうすると、著作隣接権で考えたときには、著作隣接権
を主張できない場合なんだけれども、実演家には元々肖
像権・パブリシティ権があるわけだから、別途肖像権ある
いはパブリシティ権に基づいて権利主張ができるという
現象は起きると考えるべきでしょうか。
市村： それは当然起きるんじゃないでしょうか。全く違う
根拠に基づく違う権利ですから、先ほどの著作権と隣接
権が全く全然別の根拠に基づく別の権利がお互いに影
響しないのと同じことで、もちろんパブリシティ権としての
保護が受けられる場合であれば、肖像についての権利と
は別途に生まれると思います。
ただ、ご承知のとおりパブリシティ権というものが認め
られる範囲というものは日本の判例上は、いわゆる「専ら
基準」で極めて狭い所でしか認められていません。だか
らそういう実演の使い方でパブリシティ権の対象になるよ
うな使い方は極めて限定されるだろうとは思います。
前田： 実は先生と全く事前打ち合わせができていない
点なんですが、先ほどから出ておりますように、劇場用映
画を DVD 化するとき、ワンチャンス主義が働くから、実演
家の許諾を取らなくてもできることになっています。
もしその場面において、主役級の俳優さんが、「自分
には肖像権がもともとありますよね」と、肖像権に基づい
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て DVD 化を OK した覚えはないから、自分の承諾なく
DVD 化することは自分の肖像権侵害だと仮に主張したと
しますと…。
市村： それはどうでしょう。その場合には、直感的には
権利行使は難しいだろうなとは思います。どういう根拠で
難しいのかをうまくいえませんが、やはり権利濫用になっ
たりするのではないでしょうか。そもそも、自分が出演し
た映画を正規に流通させるための利用なのですから。
前田： 先ほど先生はパブリシティ権・肖像権と著作隣接
権というのは全く別個の種類の権利であって、お互い影
響を及ぼさないと。そうではあるんだけれども、映画のワ
ンチャンス主義が立法上定められているということは、映
画を映画の著作物として利用することについては、まず
は著作隣接権のルールが適用されるということになるん
ではないかと私は思っているんですけれども。
市村： それはどうでしょう。僕は必ずしもそう思っていま
せん。少なくとも映画を使うことについて当事者の意思が
どうかを考えれば、恐らくその映画を正規のルートで使
用することについては、肖像権の利用も許諾していると
いえるのかも知れませんが、例えば今の話で、正規のル
ートでなく、誰かが勝手に複製した海賊版を売るという場
合はどうでしょうか。ワンチャンス主義は、そのようなもの
でも、実演家には権利が認められていません。しかし、こ
のような場合に、パブリシティ権の権利を主張させない理
由はないのではないでしょうか。
前田： ちなみに、ワンチャンス主義を徹底しますと、今
先生がおっしゃったように海賊版であっても俳優さんは
著作隣接権を主張できないということになりますね。
市村： そうですね。
前田： その場合にパブリシティ権を別途主張できるかと
いうと、先生はその余地はあっても必ずしもおかしくない
と。
市村： 全然おかしくないです。
前田： 私自身はこう思うんですが、例えば映画の中から
ワンシーンを勝手に取り出して、元々映画としてはワンチ
ャンス主義が働いているんだけれども、そこから映画とは
異質の物を作ったという場合には、パブリシティ権が別途
働くという余地は出てくると。
例えば最近、「ローマの休日」のワンシーンを使った広
告とかよく見かけましたけれども、素材としては映画なん
だけれども、映画の利用としては言えない別途の利用に
映画を転用したという場合にはパブリシティ権が働く余地
があるかもしれないけど、映画を映画の著作物として利
用する限りにおいては、著作隣接権のルールのみが適
用されて、そこにパブリシティ権の主張が入り込む余地
がない。
市村： 映画の出演者の肖像をその映画の映像として利
用することがそもそもパブリシティ権の問題になるのかと
いう点は別途に考えなければならないと思います。正規
の複製物であれば、別途にパブリシティの権利を主張す

第 11 回 著作隣接権とエンタテインメントビジネス

ることは許されないと思います。しかし、そうでない、海賊
版の場合であれば、パブリシティ権が制限されないとし
ても良いかも知れませんが。
前田： なるほど、わかりました。しかし、正規の DVD に
はちょっと難しいだろうと。
市村： そこはちょっと今まで考えたことがありませんので、
ちょっと結論は留保させてください。及んでもいいような
気がしますけれども。
前田： ありがとうございました。
Ⅲ 質疑応答
前田： 一応予定した事項は以上でして、ちょうと後 10 分
間時間が余りましたので、ここで皆さんからご質問をいた
だけますか。今日の講義に限定しなくても、まあ。
市村： ええ、しなくても。
前田： エンタテインメントビジネスあるいは著作権、著作
隣接権に関して何かご質問はないでしょうか。はい、どう
ぞ。
学生： 先ほど物マネが著作隣接権の侵害に当たらない
かというように伺ったんですけど、例えば実演家の歌手
の特徴的な歌い方をすごい誇張して、通常だったら人格
権を侵害するっていうことが考えられるほど真似をしたと
しても著作隣接権侵害でないのでしょうか。
市村： 著作隣接権の侵害にはなりませんね。実演家の
人格権の侵害にもなるかというと、それもならないと思い
ます。その実演家の実演そのものを使って、改変したり
すれば実演家の人格権が及ぶと思いますが、物マネは、
そもそも他人の実演ですから、著作隣接権とは全く無関
係の問題だろうと思っています。そうですよね。
前田： ええ、一般的にはそう理解されてると思います。
市村： ただ。
前田： 1 年ちょっと前ぐらいでしょうか、織田裕二さんの
物マネを非常に得意とする芸人さんがよくテレビに出て
た時期があって、そのときに織田裕二さんの事務所がそ
れをやめなさいという通知をしたということが芸能ニュー
スで出ていました。
市村： あまり、あまりに酷い物マネであれば、その実演
家の民法上の人格権を侵害するということもあり得るのか
も知れませんが、基本的に物マネに何か権利が及ぶの
かというと及ばないことになります。
前田： 著作隣接権はさっきご説明いただきましたように、
正にその実演に関する権利だから、物マネには及ばな
いということになるんですが、じゃあ肖像権は？肖像権
はちょっと無理かな。
市村： 他人が真似ても肖像権の問題にはならないでし
ょう。
前田： パブリシティ権的な。
市村： 違う人がやってる以上、パブリシティも難しいので
しょうね。

前田： そうでしょうね・・・
市村： その人の著名な実演の顧客吸引力を使って商売
をしているということであれば、不正競争防止法的には何
かあり得るのかもしれませんが、パブリシティ権ではない
のではないでしょうか。
前田： 昔、北海道のあるローカルのコマーシャルで、矢
沢永吉さんのそっくりさんが出演して、見てる人は矢沢永
吉さんが出ているような印象を受けるコマーシャルを作っ
て放送したということについて、矢沢永吉さんが気付きま
して訴訟を起こした。
市村： 矢沢さんは、他にもいろいろ訴訟を起こしていま
すね。その問題だけでなく。
前田： あと、シルエット事件とかもありましたけれども。コ
マーシャル事件のほうをとりあげますと・・・
市村： あの事件は、何を根拠に請求したのでしょう。
前田： 肖像権じゃないでしょうかね。でも結果的に和解
で終わったということで、判決にはなってなくて、これ判
決が出ればおもしろかったと思うんですが、和解で終了
したということです。
市村： 肖像権では、やはり難しいのではないかと思いま
す。
前田： 私の感覚なんですけれども、そっくりさんを使っ
たときに見る人が、これはそっくりさんの映像として面白
いという場合は肖像権の問題は生じないけれども、そっく
りさんを使って本人が出てると間違えさせるようなものに
ついて肖像・パブリシティ権侵害があり得るのかなと。と
申しますのは、肖像権侵害っていうのは写真じゃなくて
似顔絵でも肖像権侵害ですね。つまり、物理的に肖像を
使ってなくても、似てるもので「あっ、これはあの人だ」っ
て思わせるものは似顔絵だって肖像権侵害になり得ます。
そうすると、ちょっとここは飛躍になるんですが、そっくり
さんというものを道具に使った似顔絵みたいな。
市村： パブリシティの権利は、別に肖像に限らず、氏名
の顧客吸引力を使っても認められるわけですから、そう
いうことではあり得るのかもしれませんね。
前田： ただ、そこはやっぱり見る人がそっくりさんとして、
「この人よく似てるね」と言っておもしろがるものは、それ
は肖像・パブリシティ権の侵害ではないと思うんです。だ
けど、本人が出てるんだと思わせるものについては、そ
っくりさんを利用して、そっくりさんを題材としてというか、
使った肖像・パブリシティ権侵害というのはあり得るんじ
ゃないかなあ。ちょっとこれも断言できることではござい
ませんけれども。
市村： あり得るかもしれませんね。ただ、それは肖像・パ
ブリシティ権の問題なのでしょうか。そのタレントの著名
性にタダ乗りしているわけですが、肖像・パブリシティの
問題とは少し違うような気もします。
前田： 例えば矢沢永吉さんのコマーシャルで、矢沢永
吉さんだとはどこも言ってないと。
市村： もちろん言ってないんですけれども、それを前提
127

＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業

にしていますよね。みんながそれと分かることが前提で
すね。
前田： でも氏名を使ったわけではない。そこが・・・。
市村： そこがちょっと難しいとこですね。
前田： ちょっと時間があまりなくなってきましたが、他に
ご質問。どうぞ。
学生： 先ほどちょっと物マネの話からふと思い浮かんだ
んですけれども、先ほど先生がお話をされている中で、
バレエの振付などは創作性が認められれば著作権とし
て保護される可能性があるということをおっしゃっていま
した。
市村： それは保護されるっていう判決も出ていますか
ら。
前田： そうしますとじゃあ、先ほどおっしゃられた物マネ
とか歌い方に特徴があるものとの境界線はどこになるん
でしょうか。
市村： 極めて難しい問題ですね。著作物として保護をさ
れる程度の振付になっているのかどうなのか。舞踊また
は無言劇の著作物が著作権法には著作物の例示として
規定されていますから、踊りの振付が著作物であるという
ところはもう著作権法が認識しているのは間違いないの
ですが。
どこからが舞踊になり、どこからは舞踊にならない振付
なのかは事実認定の問題ですが、判断は難しいでしょう
ね。どうでしょうか。
前田： そうですね、まず舞踊の著作物だと言うためには、
一回一回の実演じゃなくて、その実演を離れた抽象的な
型がないといけないですね。
市村： それはそうですね。
前田： まずそれが大前提だと思う。型っていうことで言う
とピンクレディの踊りっていうのは型があって、みんなが
真似できる型があるから、あれは創作性があれば舞踊の
著作物になり得るんでしょうね、多分。
市村： 創作性が認められるのならば、そうなるのでしょう
ね。
前田： 本当はその抽象的な型、一回一回の実演から切
り離して、要するに舞踏譜にかけるような型がある場合に
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それは著作物と言えるかもしれないけれども、境界線が
どこかというと、実演家も準創作的行為を行うわけで、実
演家の準創作性の範囲と、抽象的な型としての創作性の
範囲との区別がある、すなわち、何か工夫があるからとい
って直ちに著作物の創作性までは認められなくて、実演
家の準創作性の範囲に止まるというものもあるんじゃない
かな。
市村： ただ、著作物性を認められるための創作性の程
度はそれほど高いものでなくても良いというのは著作権
の原則なので、振付けにだけ高い創作性を要求すること
ができるかという問題もありますね。理論的にはなかなか
難しいのではないでしょうか。
前田： 通常の著作物の場合は先生がおっしゃったとお
り創作性のハードルは低いので、幼稚園児の描いた絵
でも創作性はあるし、その高低を問わないというのが一
般的な考えだと私も思うんですが、実演との境界線を引
かないといけない場面というのがあって、その場面では、
実演の準創作性との対比において、著作物と認められる
ためには、ある程度高度なものが求められるということに
なるんじゃないかなと思うのですが。
市村： 実際にそうしなければ境界線を引けないのかも
知れませんが、正面からそのように説明できるかというと、
他の種類の著作物の判断にも影響する可能性があるの
で、難しいような気がします。
前田： ええ。
市村： 著作権法全体の理屈に影響しちゃうような感じが
するので、裁判所がそのように言えるだろうかという感じ
もします。結論が出なくて申しわけありません、よくわから
ないことばかりなんです。
前田： よくわからない領域っていうのは、著作権法に関
しては幾らでもある事で、これはこういう分野の性質上当
然のことだと思います。
ちょうど時間になりましたので、以上で今日の講義を終
わりたいと思います。市村先生、どうもありがとうございま
した。
（拍手）

第 12 回 著作権侵害訴訟の重要論点について

第 12 回 著作権侵害訴訟の重要論点
について ―翻案と二次的著作物について
講師：大須賀 滋（東京地方裁判所部総括判事）
司会：富岡 英次（弁護士・早稲田大学大学院客員教授）

Ⅰ 講師紹介
Ⅱ 講演
１ はじめに
２ 事例の紹介
３ 翻案の意義についての従来の学説
４ 江差追分事件最高裁判決
５ ポパイ事件最高裁判決
６ キャンディ・キャンディ事件最高裁判決
７ 「著作物」の意義
Ⅲ 質疑応答

Ⅰ 講師紹介
富岡： それでは始めます。
私は、前もお話ししたように早稲田の大学院法務研究
科客員教授の富岡英次です。中村合同特許法律事務所
で弁護士をやっています。
今日は、東京地裁の民事29 部（知的財産権専門部）の
部総括判事をされている大須賀滋裁判長に是非にとお
願いしてお出でいただきました。
東京地裁の民事29部というのは、昭和29年くらいのか
なり昔から、東京地裁の中で特許、著作権を専門に扱う
部として設立されて、ずっと担当してきた伝統のある部で
す。高林龍教授もそこで陪席裁判官をなさり、その後任
が私でした。大須賀裁判長の経歴は皆さんのお手元に
配布したとおりですが、平成 6 年 4 月からは東京地裁民
事 29 部でご活躍され、それから法務省の方へ行ってい
らして、今度は、知財高裁の方へ帰ってこられた。その後、
きっと東京地裁の民事 29 部の裁判長になっていただけ
るだろうと、我々弁護士は、期待していたところ、やはり戻
って来ていただいて、地裁民事 29 部の部総括判事をさ
れてきたというご経歴です。
著作権事件処理については、東京地裁が全国の要で
す。その中でずっとやってこられた大須賀裁判長に今日
はお話をお聞きすることができます。
なかなか現役の裁判官、しかも部総括判事、裁判長に
お話を聞ける機会というのはないでしょうから、いい機会
だと思って、後で多分質問の時間も取っていただけるよう
ですから、できればお話しを直に伺ってください。では
早速お願いします。

Ⅱ 講演
１ はじめに
大須賀： それでは今ご紹介いただきました、東京地裁
の大須賀です。今日は勉強する機会を与えていただい
てありがとうございます。
色々な事件をやっているのですけれども、本日のよう
にあるテーマについて広く考えるということは必ずしも日
常的にしていないので、私にとっても勉強になります。ど
ういう風にお話をしようかなと思ったんですが、皆さん方
に興味を持っていただけるために少し事例を設定して、
それをどういう風に考えたらいいんだろうということで、そ
の前提となる事項を説明をした方がいいんじゃないかと
思い、最初に事例を出させていただきました（末尾添付
の「翻案と二次的著作物」参照）。
これはちょっと意外に長い事例なので、皆さん方も読
んでいるうちに疲れてくるんじゃないかと思いますけれど
も、その事例も一応頭に入れた上で、その事例を考える
について参考になる最高裁判決を三つほどご紹介して、
それでそれを基にもう一回事例に立ち帰って考えてみま
す。だいたいそういう三部構成でいきたいと思いますの
でよろしくお願いいたします。
２ 事例の紹介
大須賀： まず何はともあれ、事例をじっくり、ちょっと申し
わけないです、我ながら長いので。ゆっくりまず一度読
みますので聞いてください。
「日本人の A は、ギリシャで紀元前のギリシャ悲劇（作
者不詳の未公表作品）をギリシャ文字で記載した巨大な
石版を発見した。石版には、その両面にわたって二万字
に及ぶと推定される作品が掲載されていたが、石版が部
分的に破損していたため、発見された部分はそのうち一
万六〇〇〇字部分であり、ギリシャ海岸部のある都市国
家の王位の継承をめぐる争いの物語が展開されている。
先代の王は絶対的な権力を持ち、三〇年間にわたっ
て君臨したが病死した。王には三人の王子がいた。長男
は、文芸を好む心優しい人物であり、民の集会に出向い
て飢えた人々に食料を施したりしている。二男は勇敢な
戦士だが、乱暴なところもあり、特に酒癖の悪い人物とし
て描かれている。三男は、賢明な人物で人望もあり、隣
国との交渉で手柄をあげた人物として描かれている。
物語は王子三人のうちの二男が長男を殺害し、最終的
に三男が王位に就くことが記載されているが、欠落部分
があるため、長男を殺害した後の二男の消息は不明であ
り、また、その後、三男が王位に就いた後、三男が殺害さ
れる記載はあるが、その殺害者及び殺害の動機は不明
である。」
ここまででも十分長いですけど、要するにギリシャ悲劇
風に作ってみたつもりです。もっとも、ギリシャ悲劇もまと
もに読んでないので、適切な事案になっているかどうか
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わかりませんが、要するに三人王子がいて、父親が亡く
なった後二男は長男を殺害したと。最終的には三男が王
位に就くことが記載されているが欠落部分があって、二
万字と推定されるうち四〇〇〇字分は欠落している。だ
からちょっとその詳細がよくわからない。
そういうことを前提に、今度は日本人の A という人が石
版（一部欠落版）、一万六〇〇〇字で一部欠落になって
いるものを、「その記載を基に、物語の欠落部分を補充
し」不明であった文字を補充して作ったわけです。どのよ
うに補充して作ったかというと「長男が殺害された後、二
男は長男側の家臣に捕らえられ幽閉されていた旨、三男
は幽閉先から脱出した二男によって二男が王位に就くべ
く殺害されたとする物語として」作ったわけです。
この事例は皆さんの手元にペーパーもありますね。じ
ゃあそれを見ていただきます。
「二男が王位に就くべく殺害されたとする物語としてこ
の部分の四〇〇〇字部分を足して完成させ、これを出版
した」これを一応新版ということにします。「新版において
は、補足部分を除いては、先代の王の実績や三人の王
子の性格、業績等について、一部欠落版」はそのまま採
用されている。要するに殺された経緯とか動機とかそうい
う部分を足して全体の二万字のものとして完成させたと
いうことです。
「新版出版の 10 年後、石版に記載された悲劇の全体
が別の石版から完成版として発見されたが」、これはオリ
ジナル版です。「それによると、長男を殺害した二男は、
これに怒った亡父（先代の王）の霊によって殺害され、三
男は先代の王の玉座を破壊したため、これに怒った亡父
（先代の王）の霊によって殺害された」というのが物語の
内容です。
そういう、オリジナル版がその後発見されました。一方
で日本人の一部欠落版に足して二万字にした人ではな
くて、また別の日本人のB という人がオリジナル版が発見
される前に、A が作成した新版の劇画版を出版しました。
「劇画版を出版すること自体は A の許諾を得ていたも
のの、自由劇画と称して、二男が長男を殺害した動機は、
王位継承の問題のほか、二男の妻と長男が不倫関係に
あったためでもあるとし、二男が三男を殺害した動機は、
王位継承問題のほか、三男と二男の妻が不倫関係にあ
るとの誤解もその一因であるとする内容として発表し
た。」
B は、物語に少し下世話な要素を入れて劇画版として
面白くしたということです。そこで「A は、オリジナル版の
発見直後に、新版の著作権に基づいて、Bの劇画版がA
の翻案権を侵害する」と主張しました。要するに、そこま
では承諾していませんでしたよということです。A は新版
の内容をそのまま劇画にすると思っていました、ところが
内容まで変えてしまったのはけしからんですね、というこ
とで提訴したものです。
これに対して、Bは、「Aの新版は二次的著作物であっ
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て、二次的著作物についての A の著作権の範囲は、長
男が殺害された後の二男の消息及び三男が王位に就い
た後に殺害された際の殺害者及び殺害の動機の部分
（足された四〇〇〇字）のみであり、その部分について
は、B の劇画版では妻との不倫関係が主要な動機となっ
ているところから、新版において足された部分の本質的
特徴を直接感得できるものではなく、翻案権侵害には当
たらない」と、要するにBの劇画は全然別のものでしょう、
というような主張をしました。
ちょっとこの後のところは頭を切り替えていただいて、
今まではちゃんとギリシャ版という本物があったという前
提の話です。ここからはケースが変わって、「仮に、オリ
ジナル版、一部欠落版が、実際は A が発見する数年前
に日本人の C によって作成され埋蔵されたものであって、
一部欠落版の著作権者が C であったとした場合、C は一
部欠落版の原著作者として、Bの劇画版について Aが有
するのと同一の新版の翻案権侵害であるとの主張をする
ことができるか。」という問題です。
この問題は、長いので今一回読んだだけでわかりまし
たか？わかりにくければもう一回ぐらい読みますけれども、
ちょっと長かったですかね。ちょっともう一回軽くさーっと、
一番最初からいきますね。まずは日本人の A っていうの
がそのギリシャ版の一万六〇〇〇字の一部欠落版って
いうのを発見して、その物語を見て新しいものを書こうと
思った。
元の版はこういうそれぞれの人物像は書いてあるわけ
ですけれども、二男が長男を殺害し三男が王位に就くっ
ていうことが記載されているだけで、その経緯とかがわか
らなかったと。そうしたところ A が一部欠落版を基にして
新版というものを作った。そこでは経緯を補充して、二男
は殺害された後幽閉されていたとか、三男が殺害された
と、そういう風に変わっていったということです。
それで、結局のところそういう風に新版ができた後に、
今度はさらに新版を基にして劇画版が作られたわけです
けれども、劇画版というのは今度は B という人が作ったん
です。それはちょっと先ほど言いましたように、本来のも
のとは違って殺害の動機にかなり不倫めいたものを入れ
ていましたということです。
それについて A が B の劇画版は、A の翻案権を侵害
しているということで訴えたということです。基本的なスト
ーリーはそういうことです。後半の足した分は混乱するの
で後でお話しします。そういうことで、要するに基本的な
構図は、一万六〇〇〇字のものに足して二万字にした
人がいて、その二万字の人が足した四〇〇〇字の部分
をさらに変形して作った人がいました。それが劇画版で
す。そういうときに、一万六〇〇〇字を二万字に復元した
人は二万字全体について権利行使できるのか、足した
四〇〇〇字のところについて権利行使するのかというこ
とがまず第一の問題として考えられるわけです。
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３ 翻案の意義についての従来の学説
大須賀： そういうことを前提にちょっと説明していきます。
翻案というのは基本的なところから言うと、著作権法の 27
条という条文があって、「著作者は、その著作物を翻訳し、
編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他
翻案する権利を専有する。」という風になっているわけで
す。
一方で、著作権法 2 条 1 項 11 号を見ると、二次的著作
物という規定があって、「著作物を翻訳し、編曲し、若しく
は変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することに
より創作した二次的著作物という。」ということですから、
ある著作物があって、それを変形して作る、同じ言語で
ある場合もありますし、言語の著作物を映画化するとか、
形式自体を変えてしまう場合もありますし、いろいろパタ
ーンはあるわけですけれども、要するにそういうものを二
次的著作物というわけです。
ですからこの二つの条文がソックリなように、こういう二
次的著作物を作ることを翻案という風に理解すればいい
と思います。問題はこの二次的著作物なのかどうか、つ
まり翻案権侵害になるのか、つまり二次的著作物を作ると
きには、結局著作者は 27 条で翻案権というのがあるので、
二次的著作物を創ろうと思うときには、その翻案権を有す
る著作者の了解を得ないといけない、許諾を得ないとい
けないんです。
それで、許諾を得ないで創ったときは翻案権侵害にな
るわけです。そういう構造になっています。翻案権侵害
かどうかを考えるときには、何が翻案なんでしょうかという
ことを考えなければいけないわけですが。その翻案かど
うかについては昔から整理した学説があって、翻案かど
うかをどう区別するための学説があるわけです。
そこに書いてあるように、外面的形式・内面的形式区
別説とか、主要な思想・感情の同一説とか本質的特徴直
接感得説とかいう学説があった。実は私が以前知財部、
当時は特許部ないし工業所有権部と言っていたところに
いた頃は、外面的形式・内面的形式区別説というのが主
流で、翻案かどうかを考えるときにはこれによるという考
えで、実際の事案で一生懸命これで考えようとしていまし
たが、だいたい途中で挫折してうまくいかない、どれが外
面でどれが内面なのか実際の事案で考えてみると、訳が
わからなくなって非常に混乱したという記憶があります。
ですから、そういう意味で、なかなか外面、内面っていう
ものの定義がはっきりしておらず、しかも著作物は表現
で見るわけですから、何か非常に混乱する説でした。
ですからこれは、こんな風にすれば区別ができるのか
と一瞬よくわかったような気になるのですが、後で考えて
みるとよく分からなかったという説です。それを少し一元
化して、内面、外面と言わずに結局、思想、感情、エモー
ショナルな部分が同一であるかどうかで決めるんでしょう
という説もあった。
ただ、これは今度は逆に内面に傾斜し過ぎていて、何

かアイデアが似てれば同一だという風になりそうな感じも
あります。著作権は基本的に外側に出た表現というもの
を保護するものですから、これをあまりそういう主観的な
なものに引き付けて考え過ぎると、表現されたものとそう
でないものとの区別がつきにくくなるという問題があるわ
けです。
最後の本質的特徴直接感得説というのは、著作物の
本質的特徴をその表現から感得できるものが翻案物でし
ょうということです。翻案か否かを区別する学説というの
は、翻案物と元の著作物を区別する。
つまり、元の著作物とどれぐらい隔たっているか、この
くらい隔たったから、もう別な著作物になりましたという区
別の基準として考えられてたような感じがするんですけ
れども、他方で複製権侵害との区別もする必要があるの
で、この基準というのはどういう場面でどう働くのかってい
うのは、本当は問題があるような気がしますが、一応翻案
か否かを区別する基準だと言われているのでご紹介して
おきます。
４ 江差追分事件最高裁判決
大須賀： そういう中で翻案権の判断基準について、最
高裁が平成 13 年 6 月 28 日にいわゆる江差追分事件に
ついての判決を出したわけです。そこで初めて翻案権侵
害の判断基準を最高裁判決として初めて明確にした。こ
れ長いので、ちょっとゆっくり読みますと、「言語の著作物
の翻案（著作権法 27 条）とは」ということで、とりあえず事
案が言語の著作物であったので、その判断基準をとりあ
えずは言語の著作物に限定して判断してあります。
ただ、かなり汎用性のある基準を示していると思われる
ので、言語の著作物に限定して判断しているといっても、
恐らく今後実務でも言語以外の著作物についてこの基準
はかなり使われていくだろうと思います。「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ができ
る別の著作物を創作する行為をいう。」
長いですね。ただ後でこれを少し分解して説明します
ので。そういう定義をしたということで聴いておいてくださ
い。「そして、著作権は、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、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、翻案に当たらないと解する
のが相当である。」
ということで、前段と後段が今言ったようにあって、前段
は基準を書いてあるんです。後段は具体的な当てはめ
に役立つようなことが書いてあるんですが、どうもこの事
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案を見ると非常にある意味で特殊な事案で、基本的な要
件をきちんと整理してくれたというのは非常にありがたい
判決ですけれども、じゃあ実際にこの具体的事案でこの
基準がピタリと使われているかというと若干よくわからな
いところがあるんです。
ですから、この事案を皆さん方が勉強するときは直接
この事案に基準を当てはめることに拘るというよりは、私と
しては基本的に翻案の要件をこう整理してくれたという判
決として理解して、皆さん方答案を書くときはこの今から
言う分解された判断基準を一応覚えておいて、それを当
てはめていくという風に使った方が無難かなという感じが
します。
先ほど言いました①「依拠し」というのがあって、②「表
現上の本質的特徴の同一性を維持」、③「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」、④「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ができる
こと。」というのがあって、そして最後に⑤「別の著作物を
創作すること」というふうに、実は中にこの五つのことが書
いてあったということです。分けるとこういう風になります。
著作権の事件は常に①「依拠」ということが問題となる。
これが特許と大きな違いで、特許権の場合は、特許権の
存在を知らずに特許権侵害物を作ってしまいましたとい
う場合、これは依拠という言葉を使うとすれば依拠してな
いわけですけれども、そういう場合でも侵害になるとされ
ています。しかし、著作権の場合は依拠をしていなけれ
ば侵害にはならない。これは依拠性が争われた有名な
事件に「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」とい
うのがあります。この事件は、は複製権侵害の事案です。
複製権の場合も翻案の場合も同じように依拠していると
いうのが第一の要件です。
それから、二番目の要件として②「表現上の本質的特
徴の同一性を維持」、これは四番目の④「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
することができること」というのが非常に似てます。これは
②の方は表現する方の側から捉えたもので、④の方は
表現を受け取る方の側から捉えたものだという説明がさ
れています。要するに、ここで分かるように最高裁は、本
質的特徴感得説を採用することを明らかにしているという
ことです。
三番目の要件は、③「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」で、これは重要な要件で、「具体的表現に修正、増減、
変更を加えて」というのが一見それだけで翻案の要件に
なるようにも見えるし、翻案というのは基本的に元の著作
物を少しずつ変えたものということですから、何かその③
のうちの一行目だけでいいような感じもあるんですけど、
なぜこの下の「新たに思想又は感情を創作的に表現する
こと」というのが付いてるかという問題があります。皆さん
方は複製という風に考えると、複製というのはもう何か全く
132

そっくりそのまま同じ物を作ったときを複製というように考
えるかもしれません。
もちろんそれは複製なんですけれども、実際に実務で
出てくる複製というのはそういうものではなくて、かなり幅
があるんです。最高裁判決は、再製という表現を使って、
再製したという風に見られるものであれば、少々具体的
表現に修正、増減、変更を加えていたとしても、複製にな
るとしているわけです。例えばここにカーネーションの絵
がありますよね。これが著作物であるかはともかくとして、
ここに枝みたいな葉っぱがありますね。ここにもう一本小
さい枝みたいなものを加えたとすると、これは完全なコピ
ーではないわけです。修正、増減、変更を加えているわ
けです。だけどこれは、普通は複製と言うわけです。で
すから、複製と翻案を区別するためには、そこに新たに
思想または感情が創作的に表現されていることが必要で
す。つまり、二次的著作物になっていることが必要だとい
うことになります。逆に言えば複製という範囲のものは、
それは二次的著作物になっていないということです。こ
のために、「具体的表現に修正、増減、変更等を加える」
ということだけでは足りずに、そこに新たに思想または感
情を創作的に表現を加えて、二次的著作物を創り出した
ときに初めて翻案となる。そこはその二行がやはり必要
だということになります。
ただし、翻案は別の著作物を創作することっていうの
は二次的著作物ができていることであって、完全に別の
著作物になっている場合は、翻案物ではないわけです。
別の著作物となる場合をここで言っているわけではなく
て、二次的著作物になったという限度で別の著作物が創
作されている場合のことを言っているということです。
５ ポパイ事件最高裁判決
大須賀： 以上が、二次的著作物とは何かということです。
それで、二次的著作物ができたときに、要するに元の著
作権者が先ほどの設例で言えばAですか。つまり新版を
作った人が新たに劇画を作った人に対して著作権を行
使するというときに、どの範囲で行使できるのかということ
です。というのは、先ほど新版を作った人は元の一万六
〇〇〇字の部分は完全にオリジナルがある。その上に
四〇〇〇字分だけを足しましたという事案です。
そういうときに二万字全体について著作権を行使でき
るんでしょうか、それとも足した四〇〇〇字の部分だけな
んでしょうかということが問題になります。そういう問題を
念頭に置いて考えてみるのに参考になる事案というのが
最高裁のポパイネクタイ事件という判決です。事案はどう
いうものだったかというと、ポパイというのはアメリカの有
名な漫画で、ポパイとオリーブという彼氏と彼女がいて、
ポパイというのは基本的に水兵さんなんですね、マドロス
パイプをくわえて、ほうれん草を食べるとすごく元気が出
て、二の腕にこういう力こぶができるという人です。ポパイ
の彼女のオリーブというのは本当に細くて、その他に確
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かブルートとかいう悪役が出てきます。そういう漫画があ
るんです。
そのポパイという漫画から、ネクタイにポパイの図柄、
パイプを咥えたそしてちょっと力こぶが入ってるような、
そして、制服を着たポパイの図柄をネクタイに付けて売
ったところ、キング・フィーチャーズっていう会社でしたか、
そこがけしからんと、ポパイの著作権を侵害してるという
ことでネクタイを販売した会社を訴えた事件です。
これは非常に複雑な事件なんですけれど、実はなぜ
この事案で二次的著作物が問題になったかというと、原
告のキング・フィーチャーズが主張した漫画は、時効に
掛からない時期の漫画だったんです。消滅時効の規定
は法人著作の場合、公表から 50 年経ったら著作権は消
滅時効に掛かるって書いてあります。ところが一番最初
に出た漫画は、もう 50 年より前に、つまりネクタイが販売
されるよりも 50 年以上前に公表されていたので、一番最
初の漫画で権利行使しようとしたら消滅時効の抗弁が提
出されることになるわけです。
それはまずいというので、50 年以内に入るもの、連載
ものですから、50 年以内の漫画で訴えたということです。
そのときにこの 50 年以内のポパイの漫画に基づいて権
利行使できるのかということが、消滅時効との関係で問題
になった事案なんです。それでなぜ消滅時効が問題と
なるかというと、結局のところ、50 年以上前の漫画と 50 年
後の漫画に出てくるポパイは基本的に同じポパイなんで
す。
本件で問題になったのは、ポパイの漫画が全部描い
てあるわけじゃなくて、ポパイのキャラクターだけが描い
てある、そういう特殊性があるため時効に掛からないポパ
イの漫画キャラクターと時効に掛かっているポパイの漫
画キャラクターは一緒かどうかという問題等が出てきたわ
けです。そういうことを背景にちょっと今から判示の方を
読みますけれども、「二次的著作物の著作権は、二次的
著作物において新たに付与された創作的部分のみに生
じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生
じないと解するのが相当である。けだし、二次的著作物
が原著作物から独立した別個の著作物として著作権法上
の保護を受けるのは、原著作物に新たな創作的要素が
付与されているためであって、二次的著作物のうち原著
作物と共通する部分は、何ら新たな創作的要素を含むも
のではなく、別個の著作物として保護すべき理由がない
からである。」
ということで、ポパイのキャラクターだけの部分につい
ては、もう前の時効が掛かった部分の漫画のキャラクタ
ーとしてもあったでしょうと。それと同じものが 50 年以内
のものとして出て来たとしても、それを新たに創作された
著作物じゃないので、それの権利行使はできません。で
きませんというか、それの権利行使というのは結局のとこ
ろ 50 年以上も前に作ったものの権利行使をしているのと
おなじでしょという論法なんです。

結局ここに書いてある「二次的著作物のうち原著作物
と共通する部分」つまりポパイの絵の部分は原著作物、
50 年以上前のものと共通しているので、「何ら新たな創
作的要素を含むものではなく、別個の著作物として保護
すべき理由はない」ということで、元の著作物の二次的著
作物として保護される範囲には入らないという風に考え
ています。
これは二次的著作物の著作権は今言ったように二次
的著作物として新たに創作された部分でしか生じないと
いう、いわゆる可分論を採ったという風に考えられます。
創作性が新たに付与されたその範囲でだけ二次的著作
物の著作物性が生じるという、可分論を採った判例という
風にされているわけです。
このポパイ事件は、実は今消滅時効の問題というのを
言いましたけれども、実際 50 年といっても 50 年ではなく
て、判決見られるとわかりますけれども、著作権というの
は戦時加算というのがあって、第二次世界大戦で戦争が
始まってからサンフランシスコ平和条約が締結されるま
では権利行使ができなかった、だからその分を戦時加算
するということですから、実際の事件ではその 3794 日で
したか、要するにその分が戦時加算されて、それだけ猶
予はあったんですけれども、それでも尚且つ消滅時効に
掛かっているということになったわけです。
それで今のは先ほどのギリシャ劇の話で言うと、A とい
う人は B という人に対してつまり四〇〇〇字分しか作っ
てないときに、二万字全体について著作権を行使できる
のか、新たに自分が作った四〇〇〇字分しか権利行使
できないのかという問題に関わるんです。
もう一つ別の問題は、今度は設例の「仮に」の部分で、
C という人がいて、その人がオリジナル版と言われるもの
も実は C という人が創っていましたという場合に、A との
関係では C が原著作者ということになりです。つまり一万
六〇〇〇字分の方は実際 C が作っていました。最初に
C が作った一部欠落版があって、それに四〇〇〇字を
足して二万字にした A が創ったものがあるということです。
つまり、原著作物は C が作った一部欠落版一万六〇〇
〇字で、二次的著作物であるものは A が創った二万字
で、その先にさらに A のものを翻案した B という人がいて、
これは劇画を作ったと、そういうことになっているわけで
す。だから C、A、B という流れです。C は一万六〇〇〇
字のストーリー、A はそれを翻案して二万字にした、それ
で B はさらにそれを劇画に翻案したと、そういう風になっ
ています。
そのときに、今度の問題は、一番最初に作った C がど
れだけの権利行使ができるかという問題です。C が今度
は B に対してどれだけの権利行使ができるかと、A を飛
ばして B に対してどれだけの権利行使ができるかという
問題に関わる論点です。
それが二次的著作物の原著作者の権利ということで、
これは条文があるんです。著作権法 28 条「二次的著作
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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種類の権利を専有する。」
この条文なかなかわかりにくい条文で、大雑把な話と
して言えば親亀は子亀の権利も行使できますという、発
想的にはそういう感じの条文に読めるわけです。債権者
代理権じゃないですけれども、元の人がこの権利を行使
するというか。ただそのときに法律解釈としてはこの「同
一種類の権利」っていうのは、同一内容の権利という風に
読めるのかということがあるわけです。
６ キャンディ・キャンディ事件最高裁判決
大須賀： 先ほどの例で言うと、A という人は四〇〇〇
字足した文を作って、その四〇〇〇字足した文を B が変
形しているということでした。C という人は一万六〇〇〇
字の部分しか作ってないので、四〇〇〇字の部分は全
然作ってないわけです。だからその四〇〇〇字の部分
について作っていない C が権利行使できますかねって
いう話になると、そのときにこれは同一内容の権利と読め
ば、A は四〇〇〇字分について権利行使できるんだか
ら、C もできますよね、という話になるんです。ただそうい
う風に読むのかどうかというのが一つの問題で、それに
関わる判決がこのキャンディ・キャンディ事件っていう事
件です。 キャンディ・キャンディって一時期人気がある
漫画があったんです。可愛らしい女の子が洋風の感じで、
キャンディ・キャンディって名前ですから。連載漫画です
と元々原作者の人がいて、それを漫画家が漫画にした
連載ものだったんですね。ところがあるときに、漫画家の
方が連載していたころの表紙絵、人気があったからキャ
ンディ・キャンディはその週刊誌あるいは月刊誌の表紙
絵になったわけです。それとあるときの漫画の一コマだ
けを切り取ったものを絵葉書にして売ったという事案です。
それで原作者は、原作者というのはストーリーを作った人
です。「私の作ったものを勝手にそういう風に複製して売
るのはけしからん」ということで、私の権利を侵害をしてい
る、私の権利っていうのは原作者が原著作者としてその
漫画について複製権を持っているから、その複製権を侵
害したということです。
要するに原著作者である原作者は二次的著作者であ
る漫画家と同一内容の権利、つまり漫画家が複製権を持
っており、それと同じ権利を自分が原著作者として持って
いるから、その複製は原著作者の同意を得ずにやったこ
とはけしからんということで、権利行使をしたという事案で
す。その原著作者に、二次的著作物を作った漫画家と同
一の権利があるかどうかが論点になったわけです。判決
は、「二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し、
原著作物の著作者である原告は本件連載漫画の著作者
である被告が有するものと同一の種類の権利を専有し、
被告の権利と原告の権利とが併存することになるのであ
るから、被告の権利は被告と原告の合意によらなければ
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行使することができない｣と判断しました。
漫画家も複製権があるけれども、原著作者もそれと同
じ種類の権利として複製権があるから、漫画家が単独で
権利行使はできないですよと、勝手に独りで作ることはで
きませんよということです。したがって、原著作者の複製
権の侵害になるということを言ったわけです。
この判決を読んで引っ掛かるのが先ほどのポパイの事
件で、二次的著作物に関して可分説という風に言いまし
たね、要するに翻案した部分の著作物性を原著作物の
著作物性とは切り離して考えるという可分的な考えをして
いたんですが、ところが、キャンディ・キャンディ事件では
二次的著作物の原著作者はその自分が作ったストーリー
だけでなくて、漫画、絵の部分についても権利があると
いう風に言ってるわけです。
これは、どちらかというと二次的著作物の著作物性に
ついて原著作物と不可分的な発想があるわけです。この
二つの判決は果たして整合してるのかどうかということは
ひとつの大きな問題じゃないかと思うんですけれども、こ
のキャンディ・キャンディ事件の判決については、学者の
方々は非常に批判的で、中山先生は『著作権判例百選
〔第 4 版〕』で、この判決を批判されてます。
ただこの最高裁判決自体はどういう趣旨で書かれてい
るのかハッキリしていません。原審の東京高裁の判決は
不可分説的な感じで書いてあるんですが、この最高裁判
決自体は別にそういうことまで言ってくれるわけではなく、
結論的なことを言ってるだけなので、これで不可分説を
採っているとまでいうことはできないと思います。
ポパイ事件とキャンディ・キャンディ事件とでは、局面
は違いますから、別にそれぞれの局面で違う考えを採る
ということもあり得る。直ちに両者が矛盾しているという話
じゃないんですけれども、発想としてその二次的著作物
の考え方として、二次的著作物と原著作物の著作物性の
関係を可分的に、つまり単純に重ねたものというふうに考
えるのか、二次的著作物はもう新たに元のものと渾然一
体となって一つの著作物として不可分的に考えるのかと
いう点にといて、発想の部分では少しそこの整合性という
ことが問題になる得る余地があります。学者の先生はど
ちらかというと中山先生もそうですけれども、基本的には
この事案は可分的に考えられるんじゃないか、という発
想で考えておられるようであり、田村先生も同じです。
この場合をどう考えるかという問題がある。というのは、
今の事案は絵はがきにされたのは絵だけなんです。だ
から可分的に考えれば絵は漫画家の人が描いたんだか
ら、それはストーリーについての著作権は及ばないでし
ょうという考え方が可分説の一番すっきりした考え方で、
だから絵だけをコピーして複製したとしてもそれは原著
作者は権利行使できるような部分じゃないでしょという、
そういう可分的な考えは十分成り立つんです。
ただ、それを不可分的に考えるとすればどうなるかと
いうことで、これは難しいんです。例えば絵といっても、
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見る人はストーリーを背景にしてその絵を見るでしょうと。
キャンディ・キャンディっていうのを絵はがきにして送ら
れてきたら、キャンディ・キャンディはこれはいいねという
んじゃなくて、キャンディ・キャンディのストーリーを知っ
ていて、それを見てストーリーと一体として理解するでし
ょう、だから不可分なんですよという説明もあるかもしれま
せんけど、ちょっとやっぱり苦しいですよね。別にその絵
の中にストーリーが表現されているわけではないので、
著作物というのは表現されたものだという考え方で言うと
非常に苦しい。なかなかこれをどういう風に不可分説的
な考え方で説明できるのかということになると、結構難し
い問題があるんじゃないのかなと思います。ですからで
きるだけ私としては、可分的に考えていった方がいろい
ろな問題は説明はしやすいんじゃないかな、という風に
は思うんです。
そうはいっても、いろいろな事案があり得るので、本当
にその二次的著作物を完全にどれもこれも可分だけで
説明できるかっていうと、それは局面によってはなかな
かそうし難い場合も出てくるような感じもするので、ちょっ
とこの辺はもう少しいろいろな事案が出てきてみないとな
かなか全体的に考えることは難しい。整合的な説明を今
の段階でしていくというのは難しいのではないかという感
じはしています。
７ 「著作物」の意義
大須賀： 今までの話は応用的な話だったんですが、もう
少し基本的な話を少ししておきます。著作権法の 2 条、
皆さん条文ありますかね。2 条 1 項 11 号です。著作権と
いうのは、著作物というところから始まるわけです。著作
物は定義があるんです。
著作物の定義を見ますと、「思想又は感情を創作的に
表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範
囲に属するものをいう。」と書いてあります。著作物自体
はこういうものですということを書いてある。一つ一つちょ
っと説明していきますけど、まずは「文芸、学術、美術、
又は音楽の範囲に属するもの」っていう定義があります
ね。
普通これは定義があったら、何のために定義をするの
かと言ったら、これに当てはめれば当てはまるというので
定義をするわけです。でもこの定義がどういう意味がある
かっていうのを、これは著作権法の立法をずっと担当さ
れていた加戸さんていう著名な方がいらっしゃいますが、
その方が書いてる『著作権法逐条講義』という素晴らしい
本で、この定義をどう説明しているかというと、文芸、学術、
美術、音楽をそれぞれ区分けしてどの分野に属するかと
いう考え方ではなくて、一息に読んでいただきたいという。
つまり文芸、学術、美術、音楽という知的、文化的な包括
概念の範囲に属するものということです。
ですからこれは文芸ともいい難いですし、学術ともい
い難いというような判断をするんではなくて、知的、包括

的な概念に入るかどうかで判断していただくということで
す。そういうことですから、皆さんも読むときは息をつが
ずに文芸、美術、音楽を読んでいただくということで、そう
いったものというイメージとしてそういうものですよと。そ
の程度の定義ということです。
それから「思想又は感情を創作的に表現したもの」とい
うのがありますけれども、これはどういう風に言われてい
るかというと、これは中山先生の『著作権法』を見ますと、
著作権法の保護対象に現れている思想、感情とは、人の
情的な側面を指すため一時的に確定することは困難で
あるし、強いて言えば人の考えや気持ち程度の漠然と定
義にならざるを得ないとされています。
結局人の考えや気持ちという程度だということです。こ
れまた思想、感情と書いてあるんですけれども、あまり大
した意味はない。そのため思想、感情を正面から具体的、
積極的に定義をすることは困難な作業であり、思想、感
情の範囲から漏れるものを検討する方が理解しやすいと
され、思想、感情の範囲から漏れるものとして事実それ
自体、雑報、時事の報道、契約案、スポーツやゲームの
ルール、技術的思想等が挙げられますと書いてあります。
そういう意味での定義です。
それから、創作的に表現する、これ自体は非常に核心
的な要件で、創作的な表現が必要だということです。要
するに表現に創作性がないといけないということです。ア
イデアに創作性があっても、そのアイデアを表現したとこ
ろは凡庸だったらそれは創作性はない。
そのことを明らかにした裁判例として百選の第二事件
というのがあります。城の定義事件1。これは私が関与し
た事件ですけれども、これは城の研究家という方がいら
っしゃって、長年にわたってお城の研究をしてきた。その
方がいろいろ長年研究した結果、城についてこういう定
義を発見したわけです。「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」。
何ということない定義のようでありますけれども、城とい
うのは、防御的構築物なんだ、ということです。それはそ
れで一つの学識というか、なるほど攻めるために城を作
ってるんじゃなくて、守るため作ってるのかと。それで住
居、軍事、政治目的もある。それと選ばれた一区画の土
地を合わせて城という。そういう定義を多分色々研究して
考えられたということです。
ところがその定義をした書籍を、そのまま利用してある
出版社が講座本の中で、同じような定義、つまり「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。」
と、ほとんど同じ定義を加えました。これがけしからんと、
著作権侵害であるということで訴えたというのがこの事案
です。
1

東京地判平 6・4・25 判時 1509・130、判タ 873・254
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それについて判決はどう判断したかというと、著作権
法が著作権の対象である著作物の意義について「思想
又は感情的を創作的に表現したものであって」と規定し
ているのは、思想又は感情そのものは創作物ではなく、
その創作的表現形式が著作物として著作権法による保
護の対象であることを明らかにしたものと解するものが相
当であるところ、本件提起は原告の学問的思想そのもの
であって、その表現形式に創作性は認められないので
あるから、本件提起を著作物として認めることはできない
としました。
ですから、やはり先ほど言ったように、その学問的思
想を詰めて詰めて考えて、そういう思想に至ったことを表
現するとしたら、もうこれしかないでしょうね、というような
ものがある。これは中山先生風に言えば、表現の選択の
幅がないわけです。
ですからこういうものは表現についての創作性はない。
だから著作物性がないということで判決は請求を棄却し
た。著作権による創作性というのはそういうもので、創作
活動というのはアイデアの創作活動ではなくて表現につ
いての創作活動が問題であるということなんです。
まだ定義は続きます。どこが残ってるかと言うと、表現
したっていうことで。これは今も何度も出てきましたように、
アイデアだけでは著作物にならない。これは著作権法百
選の第一事件の解説で上野達弘先生はこういう風に言
われています。例えば『ハリー・ポッター』という小説は具
体的な表現である。そのためこの小説を無断でコピーし
て販売すると著作権侵害になる。これに対して、この小説
のもとになっている魔法使いの少年が登場するファンタ
ジー小説という抽象的アイデアは表現ではない。このア
イデアだけを無断で登用しても著作権侵害にはならない。
そういうように説明されています。
やっぱり表現物が著作物であって、アイデアではない
わけです。最後に思想又は感情を創作的に表現した「も
の」という、これが実に曲者で、これ本文はひら仮名で書
いてあるから、ああ「もの」かみたいに読めるんですけれ
ども、条文の表題は著作物で、この「物」という漢字を使っ
たとたん誤解を生み易く、どうもこの著作物というと、何か
具体的な物自体が著作物じゃないかという風に見えてし
まうんです。
だから例えばセザンヌの絵があるとします。そうすると、
額縁に描いてあるこの絵という物体が著作物であるという
風に考えがちなわけです。そういう混同が問題になった
事件というのがあって、これは百選 41 事件として載って
いる最高裁の昭和59 年1 月20 日第二小法廷「顔真卿事
件」という事件です。つまりある博物館があって、そこで
中国の有名な書家である顔真卿という人の「顔真卿自書
建中告身帖」という書を所持していました。ところがそれ
を勝手に写真の複製物として出版した出版社がいて、そ
れに対して差止めを求めたいというので博物館が求めた
んです。
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それを求めるときに、これは唐の時代、中国の唐の時
代の書家なので、著作権の保護期間はとっくに切れてい
るわけです。それでどうしたかと言うと、書の所有権に基
づいて著作権の内容に係る請求をしたと。著作物は物で
すよという発想がここに極まって、所有者だから著作権が
なくなったあとはその所有権が著作権の内容まで行使で
きるようになるでしょう、という発想で訴訟を起こしたわけ
です。
さっきの「物｣という発想が如実に現れているんです。
でも著作物は「物」じゃありません。著作物は燃えても著
作権はある。例えば、千住博の絵があります。千住博は
まだ生きてるんですが、その千住博の絵が燃えちゃいま
したと、でもその千住博の絵が燃える前に撮影した写真
を勝手にコピーしてばら撒いたとすればそれはやっぱり
著作権が働くということです。絵はないですよ、「物」はな
いです。ないけれども、著作権はあるわけです。ですか
ら著作物というのはそのように観念的なものであって、
「物」じゃないんです。そこのところは皆さんよく理解して
ください。
ですから、ここで定義に著作物と書いてあるけれども、
正しくはその中に書いてある表現したものっていう、平仮
名で書いた「もの」っていうのが正しいんです。そういうも
ので、判決は、所有権は有体物をその客体とする権利で
あるので、美術の著作物である原作品に対する所有権
は、その有体物に対する排他的なものにとどまり、無体
物である美術の著作物自体には排他的支配は及ばない
ので、所有権に基づいて出版物の販売差止はできない
と判示し、博物館側の上告を棄却しました。つまり、有体
物に対する 支配権である所有は民法上の権利であり、
有体物としての側面を排他的に支配し得るが、無体物と
しての側面を支配する権利について最高裁判決はどう
言ってるかというと、、「美術の著作物の原作品はそれ自
体有体物であるが、同じ意味で無体物である美術の著作
物を体現しているものと言うべきところを、所有権は有体
物をその客体とする権利であるから、美術の著作物の原
作品に対する所有権は、有体物の面に対する排他的支
配権能にあるにとどまり、無体物である美術の著作物自
体には排他的に支配する権能ではない」と言っていま
す。
要するに、水と油だということを言ってるわけです。無
体物の権利が著作権であって、有体物の権利が所有権。
だから有体物の権利である所有権を持っているからとい
って、無体物である著作権の権利を持っていることには
なりません。両方持とうと思えば著作権も別個取得しなけ
ればいけませんということがこの有名な顔真卿事件の判
決ということです。
Ⅲ 質疑応答
大須賀： さっきの設例に戻りましょう。まず設例では、最
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初は A が B に対して権利行使できるか、ということでした。
それで、B が主張していたのは、要するに自分の作品が
追加した部分は内容的に違いますね、ということですね。
それでは、こういう問題をどのように考えていくのか、順
番に考えていきます。皆さんに答えていただきましょう。
それでは、P さん。まず C ではなくて、A が B に対して翻
案権侵害だという主張をするときに、まず順序として何を
どう考えていけば良いでしょうか。民法で言えば所有権
があれば占有権が成り立つという風に考えていくとする
と？
学生Ｐ： 自分に著作権があるものを特定して、その著作
物の権利を侵害しているということをいいます。
大須賀： まずAは何についてどういう著作権を持ってい
るわけですか？
学生Ｐ： A は新版の著作権。
大須賀： それは元々二万字と推定されるオリジナル版と
の関係ではどういう性質の著作物になるのですか？
学生Ｐ： 別の部分を創作しているので、オリジナル版の
二次的著作物。
大須賀： 二次的著作物の要件は備えているのですか？
学生Ｐ： 足している部分。そこの部分で考える。
大須賀： そうですね、補充している部分ももちろんある
し、全体としては新たな一つの作品というように見る余地
はあるでしょうね。ここでは、仮にそれが二次的著作物で
あるとしましょう。
次に Q さん。二次的著作物の著作権が A にあるという
ところまで今、前の方に答えていただいて、次に A が B
に対して権利行使するときには、今度はどういう権利を主
張するということになりますか？
学生Ｑ： 翻案権を侵害されたという主張です。
大須賀： どの範囲についての翻案権を侵害されたとい
うことになりますか？
学生Ｑ： A が新しく補充した部分です。
大須賀： 補充した部分に限定される？それとも全体？
要するに A の二次的著作物というのは、どの範囲で著作
権を認定するのですか。四〇〇〇字の部分だけなのか
一万六〇〇〇字を足した二万字の部分なのかという質
問なんです。
学生Ｑ： 四〇〇〇字。
大須賀： 四〇〇〇字の部分だけの二次的著作物の著
作になるということですか？そうするといわゆる新版とい
うものの著作者の本を出すときに、四〇〇〇字部分のみ
A として出版して、一万六〇〇〇字についての著作者は
不詳というふうにして出すということになるわけですか？
二次的著作物のその著作権の範囲というのは、私のさ
っきの説明だとそういう理解になるのでしょうか。つまり侵
害を主張できる範囲ということと、著作権を帰属させてい
る範囲というのは同じだというような理解ですよね。そこ
はそうなるのですかね。
例えば、全体を翻訳しましたという場合には、翻訳者

は、翻訳全体の著作権があり、一部の翻訳の場合は、翻
訳した部分だけ分離していますから割合考えやすい。た
だ本件のように、全体として一つのストーリーですよね。
つまり足した部分っていうのは殺害した動機とかそういう
のがあるだけで、そこだけ切り出してそれが著作物って
言われると何かちょっと疑問もあるように思いますが。そ
の辺どう整理したら良いのでしょう。R さん。どう考えます
か？
学生Ｒ： ポパイの事件がよくわからなかったんですけ
ど。
大須賀： ポパイの事件はネクタイの図柄っていうのは、
時効に掛かった元々の原著作物があるんですけど、時
効に掛からない漫画と時効にかかる部分の漫画とのキャ
ラクターはほとんど同じだから、そこで新たな創作性のあ
る部分はないと。だから二次的著作物性は生じていない
という考えだったんです。新たに創作性を加えられる部
分がないので二次的著作物としての権利行使ができな
いという事案だったわけですが、ちょっとその説明をした
がためにかえってわかりにくくなったかもしれません。
設例のような事案で、要するに一万六〇〇〇字の部
分と四〇〇〇字でも一応分けられるのですが、作品とし
ては全部で一つですよね。そのときに四〇〇〇字分だ
けの著作権者なのか、二万字全体の著作権者なのかと
いうと、そこは可分に考えるのでしょうか。二次的著作物
自体を可分に考えて、四〇〇〇字分しか二次的著作物
の著作権はないというように。
ただ、そう考えるならば作品が非常に分断されることに
なり、本当にそんなことでいいのかという感じになります
けれど。
学生Ｒ： そういうと二万字に及ぶものになってしまいま
す。
大須賀： 新版の著作権者は誰かということになってきた
ときに、それは二万字について、というようにならないと、
なにか私は不自然な感じがします。それは、二次的著作
物の著作権者っていう意味ですね。そのことと著作権を
行使できる部分がどこかということは、また別のことで、自
分が新たに創作してない部分についてまで著作権を行
使できるのかということを分けて考えるのがいいような気
がしているのですが。かなり難しい問題になってきました。
高林先生どうでしょうか？
高林： パブリックドメインになってしまった本を出版する
と。そのときにそれは全然著作権者じゃないので、版面
権みたいなもので保護しないと保護できないっていう議
論を今は、やります。だから今の例で言うと、ギリシャ時代
の石版に入ってたものは、一万六〇〇〇字分はもう完全
なパブリックドメイン。それで一万六〇〇〇字分をそのま
ま出したら、これは全く創作を加えてないので正に版面
権か何かによる…
大須賀： ただ二次的著作物という概念は全体のはずで
すよね？
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高林： 私も今、あれ、どうしようかな、と思ったんですけ
れども、その本全体としてこの A さんが権利主張しようと
するならば、それはこの人は本当に四〇〇〇字分しか
創作してないんですよね。だけどその一万六〇〇〇字
分は何か編集したと考えるか、それとも差止めするなら
全体としてしか差止めしかできないから、本全体の差止
めを求めるとか、そういうことをやるのだと思うのですが、
全体について著作権があると主張しえない気がしますけ
ど。
富岡： 私はどちらかというと著作物としては二次的著作
物は一体で、その中に確かに既存の著作物の利用はし
てると思うんだけど、結局これだってギリシャ語から多分
翻訳しているでしょう？
高林： だから、そういう発想をすれば別にいいんですよ。
翻案物を翻訳しているのだからとか、編集してるんだから
とかいうところで創作性を認めるからいいのだけれど、完
全にパブリックドメインのところが、八割がた九割がたが
パブリックドメインで、自分はそこに一章だけ加えて本を
出したら全部私の本ですよとは言えませんよね。
大須賀： 多分今の問題は可分論、不可分論ということと
関係があって、二次的著作物を全体で一つになっている
と考えるのか、やっぱりそこはそこで分けて考えて、創作
性のある部分だけを二次的著作物と考えて、そこにだけ
著作権を帰属させるという風に考えるべきかということは
あるように思います。
私は可分論を採用すると言いながら、今の論点では何
か不可分論を採っていたような感じがして、私の考え方
の中には不可分論があったのかと改めて気付いたので
すけれど。まあそういう問題があるということで、ただ何れ
にせよどの立場を採っても、二次的著作物として権利行
使できる範囲は、恐らくそれは自分が創作した部分だけ
ということになる、四〇〇〇字部分についてしか権利行
使はできない、という結論にはなるだろう思います。そこ
を全部権利行使できるのだという不可分論を徹底した論
者がいるのかどうか知りませんけれども。
高林： ただ、本を出版させないためには、この新版は全
部出版させないということしかできないですよね。ただ、
損害賠償をするなら可分でやるしかないと思いますから、
二万字のうちの四〇〇〇字分しか損害賠償請求できな
いけど、本は止めさせないと困るので。それは全体として
差止めは請求できると思いますよ。これ不可分ですよ
ね。
大須賀： そこでは不可分論を採られるんですか。
高林： いや、不可分っていうか、その中でストーリーが
混ざっちゃてるわけだから…
大須賀： そうです。私が不可分論を言っているのもそう
いう点があります。
高林： ただ、混ざっちゃっているっていうのは、そのどう
いうきっかけでその二男が王位に就いたとかっていうとこ
ろを書き加えた本にしてしまっているわけだから、差止め
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を求めるときにはそのパブリックドメインとなっているとこ
ろは放っておいて、私のとこだけ出版しないでねというこ
とはできないので、全体が止めさせられないとおかしい
と思うんですよ。
大須賀： ただそれは、差止めだってその分しか差し止
められないという考え方もあり得ますね。正にその発想
はキャンディ・キャンディ事件で書いてあることの発想に
近いですよね。
高林： 私は完全に可分論を貫こうという立場なんです。
キャンディ・キャンディは。
大須賀： でも今の先生の考え方は、差止めのところでは
違う考え方になっているのではないですか。
高林： ただ差止めのところだけは、それは差止めの実
効性の問題として言っているので、著作権法の問題じゃ
ない。ですから結構難しい問題だなあと思っているんで
すよ。
大須賀： 私もこの問題を出さなきゃよかったなと思って
いるくらい難しい問題です。そういうことで、A の B に対
する権利行使ということについて問題はある。今度は C
が B に対して権利行使するというのはまた同じような問題
があって、C はオリジナル版も作っていたのだけれども、
一部欠落版も作っていたということです。
一部欠落版に基づいて、じゃあこのことを聞きましょう
か。S さん、今度 C が一部欠落版に基づいて B に対して
権利行使できるかという問題ですけど。C はどの範囲で
どういう著作権を持っているのですか？
学生Ｓ： 一万六〇〇〇字の範囲で、著作者の権利。
大須賀： それで今度は C が B に対して権利行使をしよ
うとするときに、例えば B が変えた部分というか、四〇〇
〇字部分、それに対して権利行使はできるのですか？
学生Ｓ： 二次的著作物という考え方で、親亀が子亀の
権利を行使できると考えればその部分にもできると思うん
ですけれども。
大須賀： 子亀というのは今の子亀は、A になるのです
か？子亀の親はどういう権利を行使できるのですか、そ
の B に対して。
学生Ｓ： A の四〇〇〇字分の翻案権を B に対して…
大須賀： 行使する。それが自然でしょうね。そうするとそ
の四〇〇〇字部分の B の権利と同種の権利で、一万六
〇〇〇字の著作者がその権利を行使できるのですか？
つまり C は一万六〇〇〇字の著作者ですね。それはで
きるのですか。
学生Ｓ： そうですね、難しそうですね。
大須賀： 創作した範囲がずれていますよね。そのあたり
はキャンディ・キャンディ事件だとどうなるのでしょう。
学生Ｓ： キャンディ・キャンディ事件だと、C は A の権利
も行使できるので、その場合は A の翻案侵害の面でも B
に C は行使できる。
大須賀： 何かそうできることになりそうな感じのですよね。
それでもいいというか、どうでしょう。一万六〇〇〇字し
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か創作してないけど、それに基づいて二万字のものを作
った人がいて、その人は権利行使できるから、それに乗
っかってやっぱり権利行使させてあげようよとなるのか、
それは自分が創作してないことをやるのは、そこまで権
利行使するのはけしからんとなるのか。
学生Ｓ： ポパイ事件とか中山先生の可分論のことを考
えれば、一万六〇〇〇字の範囲であって、C が親亀とい
って、四〇〇〇字への権利行使は難しいのではないで
しょうか？
大須賀： 可分論的に考えれば多分そういう風になるん
でしょうね。むしろ不可分論的に、やはり行使できるんだ、
というふうにキャンディ・キャンディ事件の考えを押し進め
ればそうならないですね。そこは私もどうするのかなとい
うことで、前から何かポパイ事件の発想とキャンディ・キャ
ンディ事件の発想の整合性があるのか、それを問題化し
たらどうなるのかなと思って作ったのが今回の問題なん
です。
ですから別にこの問題の正解がどうこうということでなく
て、その辺りに問題意識を持って、二次的著作物ってい
うものの著作権の権利行使のあり方、二次的著作権者自
体の権利行使のあり方もあるし、原著作者がどこまで権
利行使をしていくかという問題もある。そこは可分にでき
そうな場合は可分でいいんですけれども、二次的著作物
の場合は結構可分で考えにくい場合もあるように思うん
です。そういうときは本当に可分論だけで済ましていられ
るのかという疑問も一方ではあって、だからその辺りをど
う整合的に解釈する、あるいは場合分けしていくのか、こ
れは非常に難しい問題をはらんでるのではないかな、と
いう感じがして、この問題を作ってみたわけです。
富岡： そもそも B に対して A は請求できるのかっていう
そういう問題がありましたけれども、B は色恋沙汰を入れ
て、本来表現上の本質的な特徴を直接感得なんかでき
ないはずだという主張なんですね。
大須賀： そこの議論はあまりしてなかったんですが、そ
こにも一つの問題があります。全体のストーリーの二万字
の分量の中で考えると、それは本質的特徴は変わってな
いでしょう、となるんだと思うんですけれども、四〇〇〇
字部分だけを抜き出して、全然色ものが入ってなかった
のに色ものを後で付け加えましたとなると、本質的特徴を
感得できないという考えもあるでしょう。
そこをどういう風に考えるかは、また少し難しい問題は
あると思うんです。私は翻案の範囲じゃないかなという感
じはしていたのですが。
富岡： 今回の答えとしてやっぱり感得はできるということ
ですか？
大須賀： ええ、基本的なストーリー、それに色もの的な
要素を加えたにしても、王位継承のドタバタという辺りの
本質的な特徴を感得できる、という考えでいいんじゃな
いかと思っていました。しかし、そこで不可分論的なもの
が私の思考の中に入って来ているかもしれないんで、純

粋に切り分けるような考えだと果たしてどうなるのかという
問題はあると思います。
富岡： こういう二万字分のうちの四〇〇〇字分だけがご
そっと抜けてるという場合に、それを可分、不可分ってい
う風に考えるんですかという問題と、それからその根底に
ずっとキャラクターというのがあるんですよね。
共通のキャラクターをずっと使って、その上でいろいろ
色恋沙汰も付け加えてるんであって、そういう中での可
分、不可分の問題はやっぱり違いますよね。
大須賀： ええ、そういうことなんです。ですからあえて切
り分けられるように見えるようには作ってるんですけれど
も、本当にそうかどうかっていうことはあるので。
高林： 創作的なところを流用しているんだけれども、そ
の流用した上で、かつ色恋沙汰みたいなものを加えたの
で、創作的なところの特徴が薄まってしまって、色恋沙汰
の方が主になってしまっているのだから、表現上の本質
的特徴が直接感得できない、そのような言い方は、江差
追分事件最高裁の判示を使っていく論理として今は結構
言われると思うんですよ。水増し部分の特徴が非常に新
たな創作、色恋沙汰ですね。新たな創作性の強さによっ
て、流用した創作性というのは二万字の中で四〇〇〇字
だったんだけど、はっきり言ってどうでもいいようなものだ
ったと、例えばですよ、そこに色恋沙汰を付けたために
ものすごく豊かな話、劇画になったという説というのは、
私は反対してますけれども、今言われている説ですよね。
だからそれも出てくる可能性はあるんだと思うんです。
この人それを言いたいんでしょうね、色恋沙汰で本質
的特徴を感得できなくなっちゃってと。大変よくできた問
題ですけど、何か類例があって作った問題ですか？
大須賀： いやいや、勝手に自分で作った問題です。私
は基本的にポパイ事件と後のキャンディ・キャンディ事件
の整合性についての悩みがあって、その悩みを表現し
たらこの問題になったわけです。そういう悩みを抱えなが
ら我々もいつも事件を処理しているということも理解して
いただければと思います。
ということで、十分に皆さん方にご理解いただけなかっ
たかもしれませんけれどもこれ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。
（拍手）
富岡： それでは今日はこれでおしまいにします。本当
にいろいろな問題がありました。例えば C が石版を地中
に埋めたというのがありますよね。実務家からしたら、「そ
ういうことをしながら、後で権利行使をしようなんて言うの
は権利濫用だろう」というような余計な事まで考えてしま
います。皆さん今後考えるいい素材だと思いますので、
勉強してみてください。
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第 12 回 著作権侵害訴訟の重要論点について
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第 13 回 創作性
ゲスト講師：横山 久芳（学習院大学教授）
担当講師：上野 達弘（立教大学教授）

Ⅰ 概論（上野達弘）
１ 従来の議論
(1) 前提
(2) 創作性を巡る考え方
２ 近時の議論
(1) 創作法的選択の幅論
(2) 競争法的選択の幅論
(3) その後の議論
３ 検 討
(1) 競争法的選択の幅論について
(2) 創作法的選択の幅論に残された課題
Ⅱ 創作性（横山久芳）
１ 創作性要件の根拠とその判断基準
２ 「選択の幅論」の再検討
３ 競争法的な創作性判断
４ 補足的な問題
Ⅲ ディスカッション
１ 横山報告について
２ 質疑応答

Ⅰ 概論（上野達弘）
上野： 皆さんこんにちは。今日は JASRAC 寄附講座の
第 13 回ということで、学習院大学の横山久芳先生をお迎
えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
私の方から今日のテーマについて 25 分ぐらいお話を
した後、横山先生からのお話を伺ってから二人でディス
カッションしつつ進めていきたいと思っております。
１ 従来の議論
上野： 今日のテーマは創作性です。皆さんも、創作性と
いうのは著作物性の要件だということでお聞きになったこ
とがあると思いますけれども、著作権法の概念の中では
最も基本的なものです。何故かといいますと、創作性が
なければ著作物性がないわけですから、著作権法によ
って保護されないということになるからです。つまり、創作
性があるかないかということが保護の入口を決めている
わけです。
にもかかわらず、この創作性とは何かということについ
ては、従来必ずしも十分な議論がなされてこなかったと
言われています。創作性とは、他人の真似じゃなければ
いいのかとか、あるいは個性が表れていればいいのかと
か、色々なことが言われてきました。
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最近では「選択の幅」という観点から創作性を説明する
見解なども登場しています。そうなってきますと創作性と
いうのは一体どのような意味を持ち、どのように解釈すべ
きなのかということが問題となるわけであります。
この点に関しましては数年前に著作権法学会でシンポ
ジウムがありました。創作性をテーマに、当時東京大学
教授の中山信弘先生が司会をされました。その準備段階
で東京大学のある小さな部屋で打ち合わせ会合みたい
なものが開かれておりまして、私はシンポジウムのメンバ
ーでもなく、また当時まだこの業界に入りたての人間だっ
たのですけれども、中山先生から特別にお声掛けをいた
だいて、よくこういう身内の研究会に参加させていただい
ておりました。そういう機会に、横山先生を含む、まだ就
職される前の多くの同世代の研究者の皆さんと繋がるこ
とができたわけで、大変感謝しております。
その際、中山先生から初めて「選択の幅」という話をお
聞きしたのでした。そのとき、大変不遜な話ではあります
が、お話を伺った私は、自分がそれまで考えていたこと
と同じようなことを先生がおっしゃっているように感じたの
を今でもよく覚えています。
ただ、詳しくお話を伺っておりますと、中山先生のおっ
しゃっている選択の幅というものは、自分が考えてきたも
のとは根本的なところで違うようにも思えてきたのです。
そこで、私もその後、創作性というものはどういうものなの
かということについて、自分なりに考えて書いてきたこと
があります。
他方、横山先生はまた別の観点からこの創作性につ
いて色々と論稿を書いてこられました。結果として、我々
はだいぶ違うところに到着したのではないかという気もし
ています。さっき控室で、結局は同じなんじゃないかとい
う話もいたしましたけれども、何かそこには根本的な違い
があるようにも思えるところです。
また、今日ご臨席賜っている高林先生も最近お書きに
なられた教科書で、そのことに言及されておられます。
創作性というテーマが非常に重要になっているということ
の表れであろうかと思います。さて、以下では簡単にお
話をしたいと思います。
(1) 前提
上野： 創作性というのは著作物性の要件の四つのうち
の一つです。そもそも著作物性というのは「思想又は感
情を創作的に表現したもの」と定義されておりまして、そ
のうちの「創作的に」という部分から創作性の要件が導か
れているのであります。
では創作性とは何なのでしょうか。もちろん、我々が普
段接している作品は大抵創作性があります。小説や音楽、
絵画や映画、それはどれをとっても創作性のあるものば
かりでしょう。しかし、非常に短い文章であるとか、非常に
単純なものであるとかといったものは創作性が否定され
ることがあります。
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(2) 創作性を巡る考え方
① 知的活動（⇔ 単なる身体的労苦）でなければな
らないこと
上野： こうした創作性の意味を巡っては、従来色々なこ
とが言われています。しかし、その中で最も古くから言わ
れていることが、私が最初に挙げている「知的活動でな
ければならないこと」というものです。現行著作権法が起
草された当時の文化庁担当者である加戸守行氏が逐条
解説をしておりましたので、それが今でもよく参照されて
います。
オタクの私からすれば、起草者の趣旨として参照する
にはやはり初版を見なければならないということで、初版
にも次のようなことが書かれています。
・加戸守行『著作権法逐条講義〔初版〕』著作権資料協
会（1974 年）17 頁
「２番目の要件として、思想・感情を創作的に表現し
たものであること。『創作的に』ということでございます。
これは作品になんらかの知的活動の成果、つまりクリ
エーティブなものがなくてはならないという考え方でご
ざいまして、これから外れるものとしては、たとえば既
存の絵画の模写、あるいは美術作品を単に忠実に機
械的に複製した写真などがあり、そういうものについて
は、創作活動はないといってよいと思います。もちろ
ん人間の機械的な、あるいは技術的な労苦というのは
ございます。しかし、それは知的創造活動の現われで
はございませんで、私どもの評価としては、まさに機械
的・技術的な労苦にしかすぎない。いくら努力をしたか
らといっても、そこで人間がクリエートしていなくてはい
かんという意味で、いま申し上げたような単なる著作物
の模写とか、あるいは既存の著作物を忠実に写真にと
ったというだけでは著作物たりえない、という考え方で
ございます。」
すなわち、創作的にというのは何らかの知的活動がな
ければいけない、「クリエーティブなものがなくてはなら
ない」という、加戸さん特有の表現も含まれているのです
けれども、これによって除外されるものは何かというと、既
存の絵画の模写、あるいは他人の著作物を忠実に機械
的に複製した写真などであります。
確かに、他人の絵をそのまま模写するというのは、技
術的には大変なのかも知れませんけれども、知的には何
も生み出していないと言えます。対象となっている絵をそ
のまま再現しただけですので、忠実であればあるほど知
的には何も付け加えていないということになるわけです。
言ってみたらカラーコピーやカラースキャンと同じであり
まして、知的な作業は何もしていないと言えます。
ですから美術館などで名画を模写している人がいます
が、これは著作物を作っているわけではなくて、完全なコ
ピーを作っているだけだということなります。
このことを、創作性がないという風に言うわけでありま
す。同じことは斉藤博先生も述べています。

・斉藤博『著作権法〔第 3 版〕』有斐閣（2007 年）75 頁
「先行する表現物と類似し、さらには同一のものであ
っても、先行の表現物を知らずに、善意で作成されて
いるときは、なお創作的な表現物である。先行する表
現物に依拠することなく、偶然に類似または同一のも
のが作成されたとしても、それは別個の著作物と認め
られる。そういうことで、ここでいう創作性は、独立して
作成された（independently created）もの、独自性というと
ころであろうか。創作的な表現物を、他の著作物に依
拠することなく、独立して作成されたものと解すること
ができよう。」
ですから、創作性というのは裏返して言うと、自分で独
自に作ったということを意味するとも言われます。他人の
物マネや、単に書き写したものというのは創作性がありま
せん。自分で作ったものであれば、それがたとえ価値の
低いものであっても、あるいは過去に同じようなものがあ
ったとしても、その創作性は否定されないというわけであ
ります。
② 個性の表れ
上野： 創作性の説明については、その後、「個性の表
れ」という説明もされるようになってきます。今でも「創作
性＝個性の表れ」だと言われることがよくありますが、そ
の経緯を振り返ってみますと、このような考え方が登場す
るのは、実はそんなに古いことではなさそうです。
私が知る限り一番古いものは、半田正夫先生の『著作
権法』の教科書の初版です。1974 年の発行ですけれど
も、この中に「創作性も著作者の個性が著作物の中にな
んらかの形で現れていればそれで十分だと考えられる」
という説明が出てきます。
・半田正夫『著作権法概説〔初版〕』一粒社（1974 年）75
頁
「著作物は創作性を有することを最も重要な要素と
する。しかしながら、著作物の作成に際しては、先人
の文化的遺産を土台とし、これに新知見や自己のアイ
デアを加えて完成するものが大部分であって、著作物
全体が著作者の独創力で貫かれている場合はほとん
どないと考えられる。したがってここにいう創作性も著
作者の個性が著作物の中になんらかの形で現れてい
ればそれで十分だと考えられる（なお二参照）。」
これがその後の議論をかなり影響付けているのではな
いかと私には思われます。ただ、裁判例がこのことを、今
ではかなり頻繁に用いられているこのフレーズを一般論
として用いるまでは少し時間がかかるようです。
私が知る限り、裁判例がこのフレーズを明示的に一般
論として示すのは、昭和59 年のパックマン事件の判決で
す。このパックマン事件の判決は、ゲームソフトが映画の
著作物に当たるとか、映画の著作物の要件は三つあると
か、短いながらもいろいろと興味深いことを述べた非常
に先進的な判決です。この判決の裁判官は、牧野先生、
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飯村先生、高林先生とすごいメンバーだったということも
注目されます。
・東京地判昭 59・9・28〔パックマン事件〕1
「右（１）の要件のうち、『思想又は感情』は、厳格な
意味で用いられているのではなく、およそ思想も感情
も皆無であるものは除くといつた程度の意味で用いら
れているものであつて、人間の精神活動全般を指すも
のであると解するのが相当である。したがつて、『思
想』と『感情』の区別も特に問題とする必要がないとい
える。
また、『創作性』については、いわゆる完全なる無か
ら有を生じさせるといつた厳格な意味での独創性とは
異なり、著作物の外部的表現形式に著作者の個性が
現われていればそれで十分であると考えられる。」
（裁判官：牧野利秋、飯村敏明、高林龍）
ここでは創作性というのは、いわゆる完全な無から有
を生じさせるといった、厳格な意味での独創性とは異なり、
著作者の個性が表れていれば十分であると述べられて
います。この判決以降、創作性は独創性とは異なり、著
作者の個性が表れていればよいという趣旨のことが、そ
の後の裁判例において繰り返されるようになっていくよう
に私は思います。
③ ありふれた表現
上野： それから三番目に、ありふれた表現は創作性が
ないとする考え方があります。これも今では当たり前のよ
うに言われていますが、これも裁判例でハッキリと述べら
れるのはそんなに古いことではなさそうです。平成 7 年
の「ラストメッセージ in 最終号」事件では、このことがハッ
キリ述べられています。
・東京地判平7・12・18〔「ラストメッセージ in 最終号」事件〕2
「ある著作が著作物と認められるためには、それが思想
又は感情を創作的に表現したものであることが必要であり
（著作権法２条１項１号）、誰が著作しても同様の表現とな
るようなありふれた表現のものは、創作性を欠き著作物と
は認められない。」
（裁判官：西田美昭、髙部真規子、池田信彦）
この事件は、ご存知の方も少なくないのではないかと
思いますけれども、雑誌の編集後記―短いのもあれば
少し長目のものもありますけれども―それぞれの著作物
性があるかどうかが問題となりました。
この事件ではその編集後記をそのまま被告がコピーし
たというデッドコピーの事件ですので、この一つ一つの
編集後記がそれぞれ著作物といえるかどうか、創作性が
あるのかどうかという点がストレートに侵害の可否に結び
付くことになります。従って、創作性の判断が非常に重要
になるわけです。
判決は、いくつかのものについて創作性を肯定し、そ
1
2

無体裁集 16・3・676
知的裁集 27・4・787
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れ以外については創作性を否定しました。この当てはめ
に関しましては、もちろん色々と議論があるところであり
ますが、重要なのは、こうした裁判例において、“ありふ
れている”かどうかということが創作性の判断基準になっ
ているということであります。
その後、交通安全スローガン事件の第一審判決（東京
地判平 13・5・30）3におきましても、「『創作的に表現したも
の』というためには、当該作品が、厳密な意味で、独創性
の発揮されたものであることまでは求められないが、作
成者の何らかの個性が表現されたものであることが必要
である。文章表現による作品において、ごく短かく、又は
表現に制約があって、他の表現がおよそ想定できない場
合や、表現が平凡で、ありふれたものである場合には、
筆者の個性が表れていないものとして、創作的に表現し
たものということはできない」と述べられています。
④ 従来の裁判例にみられる「選択の幅」
上野： このように、最近の裁判例においては、独創性が
なくても個性があればよい、そして、ありふれた表現は創
作性がないといった、それまでに形成されてきた考え方
がだんだんと定着してくることになるわけです。
そして、さらに言いますと、従来の裁判例においても、
創作性を判断する際に、以前から「選択の幅」という言葉
がしばしば用いられていることに気付かされるわけです。
ハッキリ出ているのは、昭和 60 年の「アメリカ語要語集」
事件であります。
・東京高判昭 60・11・14〔「アメリカ語要語集」事件：控訴
審〕4
「ところで、言語辞典のような編集物の編集活動は、
主として、それ自体特定人の著作権の客体となりえな
い、社会の文化資産としての言語、発音、語意、文例、
語法などの言語的素材を当該辞典の利用目的に即し
て収集、選択し、これを一定の形に配列し、所要の説
明を付加することなどから成り立つものであるが、例え
ば見出し語に対する文例が多数ありうるものであつ
て、選択の幅が広いというように、当該素材の性質上、
編集者の編集基準に基づく独自の選択を受け容れう
るものであり、その選択によつて編集物に創作性を認
めることができる場合と例えば見出し語に対する文例
選択の幅が狭く、当該編集者と同一の立場にある他の
編集者を置き換えてみても、おおむね同様の選択に
到達するであろうと考えられ、したがつてその選択に
よつて編集物に創作性を認めることができない場合が
ある。そして、後者の場合、先行する辞典の選択を参
照して後行の辞典を編集しても、それは共通の素材
を、それを処理する慣用的方法によつて取り扱つたに
すぎないから、特に問題とするに足りないが、前者の

3
4

判時 1752・141
無体裁集 17・3・544
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場合において、後行の辞典が先行する辞典の選択し
た素材をそのまま又は一部修正して採用し、その数
量、範囲ないし頻度が社会観念上許容することができ
ない程度に達するときは、その素材の選択に払われ
た先行する辞典の創造的な精神活動を単純に模倣す
ることによつてその編集著作権を侵害するものという
べきである。」（下線筆者）
これはどういう事件かと言いますと、アメリカ英語の用
法についての本でありまして、三百語ぐらい言葉が載っ
ているわけでして、それぞれの言葉について例文が載
っているのです。この事件ではこの例文を集めてきたと
いう編集著作物の点が問題となっています。
原告と被告の例文を比べてみますと、かなり似ている
ところがあるようにも見えます。例えば、action という言葉
に関しては、様々な例文があり得るにもかかわらず、結
果がこれだけに似てるというのはおかしいだろうとも考え
られます。もちろん、例文の中にはこのイディオムだった
ら普通それしか思いつかないような選択の幅が元々狭い
ものもあろうかと思います。しかし、例えば action という言
葉に関しては、かなり選択の幅が広いわけですから、そ
の中でこの例文を出したというのは、それなりの創作性
が肯定されるのだということになります。
このように、この判決では、「文例選択の幅」があるとい
うことを理由として創作性を肯定しております。こうしたも
のが従来の裁判に見られるようにいなってくるわけです。
次のライントピックス事件もそうです。これはニュース記
事の見出しが問題になったケースですけれども、ニュー
ス記事の見出しですから、どうしても短くなければなりま
せん。そして短くするためには、文字数の限界から表現
におのずと制約が課されることになるわけです。
・知財高判平 17・10・6〔ライントピックス事件：控訴審〕
「一般に、ニュース報道における記事見出しは、報
道対象となる出来事等の内容を簡潔な表現で正確に
読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほ
か、使用し得る字数にもおのずと限界があることなど
にも起因して、表現の選択の幅は広いとはいい難く、
創作性を発揮する余地が比較的少ないことは否定し
難いところであり、著作物性が肯定されることは必ずし
も容易ではないものと考えられる。」（下線筆者）
アンダーラインを引いているところにもありますように、
この場合、表現の選択の幅は広いとは言い難く、創作性
を発揮する余地が比較的小さいことは否定し難いものと
思われます。
このように、創作性の判断において、表現の選択の幅
がどれほど広かったかということを考慮するのが従来の
裁判例において散見されるわけです。
続きまして、宇宙開発事業団プログラム事件です。こ
の判決は非常によいことを述べておりますので、ちょっと
読み上げたいと思います。

・知財高判平 18・12・26〔宇宙開発事業団プログラム事
件：控訴審〕5
「プログラムに著作物性があるといえるためには、指
令の表現自体、その指令の表現の組合せ、その表現
順序からなるプログラムの全体に選択の幅が十分にあ
り、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個
性が表れているものであることを要するものであって、
プログラムの表現に選択の余地がないか、あるいは、
選択の幅が著しく狭い場合には、作成者の個性の表
れる余地もなくなり、著作物性を有しないことになる。」
（下線筆者）
「衛星軌道面座標系と慣性座標系により座標変換す
る式、P.M.Fitzpatrick による軌道伝播要素の公式は公
知のものであっても、これを軌道伝播の解析に使用す
るに当たって、式の展開、入出力その他の条件の設定
に対応して、各ステップの組合せ、その順序、サブル
ーチン化などで、多様な記載が可能であり、その中
で、控訴人なりの表現をしているのであるから、著作物
性があるというべきである。」（下線筆者）
これはプログラムに関して論じたものではありますけれ
ども、やはり選択の幅という観点から創作性を判断してい
ることが分かります。
また、ライブドア裁判傍聴記事件です。これは、ライブ
ドア関連裁判を傍聴した記録をブログに載せていたとい
うケースです。
・知財高判平 20・7・17〔ライブドア裁判傍聴記事件：控
訴審〕6
「著作権法 2 条 1 項 1 号所定の『創作的に表現した
もの』というためには、当該記述が、厳密な意味で独創
性が発揮されていることは必要でないが、記述者の何
らかの個性が表現されていることが必要である。言語
表現による記述等の場合、ごく短いものであったり、表
現形式に制約があるため、他の表現が想定できない
場合や、表現が平凡かつありふれたものである場合
は、記述者の個性が現われていないものとして、『創
作的に表現したもの』であると解することはできない。」
（下線筆者）
「X 傍聴記には、冒頭部分において、証言内容を分
かりやすくするために、大項目（例えば、「『株式交換
で 20 億円計上』ライブドア事件証人・丸山サトシ氏へ
の検察側による主尋問」）及び中項目（例えば、「証人
のパソコンのファイルについて」）等の短い表記を付加
している。しかし、このような付加的表記は、大項目に
ついては、証言内容のまとめとして、ごくありふれた方
法でされたものであって、格別な工夫が凝らされてい
るとはいえず、また、中項目については、いずれも極
めて短く、表現方法に選択の余地が乏しいといえるか
5
6

判時 2019・92
判時 2011・137
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ら、X の個性が発揮されている表現部分はなく、創作
性を認めることはできない。」（下線筆者）
「しかし、X の主張する創意工夫については、経歴
部分の表現は事実の伝達にすぎず、表現の選択の幅
が狭いので創作性が認められないのは前記のとおり
であるし、実際の証言の順序を入れ替えたり、固有名
詞を省略したことが、X の個性の発揮と評価できるほど
の選択又は配列上の工夫ということはできない。X の
主張は採用できない。」（下線筆者）
これは大変長い文章なのですけれども、判決によって、
創作性が否定されました。普通ですと、文章が長くなれ
ばなるほど、創作性は高まっていくと考えられるわけで
すけれども、いくら長くても、他人の文章をそのまま書き
写しただけでは創作性がありません。この事件でも、実
際に法廷で証人等によって語られたことを忠実に記録し
ただけであって創作性がないとされたわけであります。
そして、注目すべきはその理由の部分であります。ア
ンダーラインを引いた部分を見ますと、やはり表現形式
に制約があるとか、他の表現が想定できない、あるいは、
表現方法に選択の余地が乏しいと言えるから個性の発
揮されている表現部分はなく、創作性を認めることができ
ないなどと述べられています。これは正に選択の幅が限
られていることを意味しています。
⑤ 近時の裁判例 ――「選択の幅」論に対する批
判？「個性」論の巻き返し？
上野： このように、最近の裁判例では、選択の幅という
観点から創作性を説明するということに私も着目いたしま
して、そのようなことを論文で書いたことがあります。
しかし、創作性を単なる選択の幅のみで説明すること
に対しては、どうも最近これを批判するような判決が出て
いるようにも思われるわけです。ちょうど私がドイツに留
学している間でしたけれども、東京地裁の大鷹判事が書
かれた判決が高裁で引っくり返されたものが二つありまし
た。その二つに共通して述べられていることは、つまり表
現の選択の幅があれば常に創作性が認められるわけじ
ゃないということなのです。
といいますのは、地裁判決においては、色々な選択の
幅があるから創作性あるんだというようなことを言ってい
るように聞こえたわけですけれども、高裁では、創作性と
いうのは選択の幅があれば常に認められるわけではなく
て、選択の幅があることを前提として、その中で実際に選
択された表現に個性がなければいけないんだと言ってる
ように聞こえるわけです。
例えば「箱根富士屋ホテル物語」事件の控訴審判決は、
次のように述べています。
・知財高判平 22・7・14〔「箱根富士屋ホテル物語」事
件：控訴審〕7
7
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「また、X は、対比文章に先立つ歴史的事実等を前
提とすれば、正造と富士屋ホテルとの関係を表現する
方法として、『ホテルと結婚』のほかにも多数の選択肢
の幅があるから、創作性が認められる旨を主張する。
しかしながら、特定の思想を表現する方法に多数の選
択肢があるとしても、その選択された表現自体があり
ふれたものであれば、これに創作性を認めることがで
きないことは明らかである。」
（裁判官 滝澤孝臣 高部眞規子 井上泰人）
また、言語神経科学論文事件の控訴審判決は次のよう
に述べています。
・知財高判平 22・5・27〔言語神経科学論文事件：控訴
審〕8
「この点について、原告は、『Discussion』には、多数
の書き方が存在するから、第１論文の当該表記部分
は、創作性を有すると主張する。しかし、ある内容を表
現するに当たり、他の表現の選択が可能であったとし
ても、そのことから、当然に、当該表記部分に創作性
が生じると解すべきではなく、創作性を有するとするた
めには、表現に個性が発揮されていることを要する。
第１論文該当箇所は、いずれも、語句の選択、順序、
配列を含めて格別の個性の発揮された表現であると
いうことはできないから、原告の主張は理由がない。」
（裁判官 飯村敏明 中平健 上田洋幸）
かつて大渕先生、茶園先生、横山先生と「法学教室」
で連載をしていた頃の話ですが、その第一回に私が創
作性について書いたときの検討会で、大渕先生に言わ
れたことが、選択の幅というのは創作性を肯定する十分
条件ではなくて必要条件に過ぎないのではないかと指
摘を受けたことを思い出します。つまり、選択の幅が広い
からといって常に創作性が肯定されるわけではなく、創
作性を肯定する前提として選択の幅が広くなければなら
ないというだけではないのかと言われたわけです。正に
この判決はそのことを言ったのだろうと思います。
２ 近時の議論
(1) 創作法的選択の幅論
上野： さて、こうした従来の裁判例に加えて、最近の議
論を少しご紹介して今後の議論のきっかけとしたいと思
います。といいますのは、選択の幅という議論は、創作法
的な立場と競争法的な立場に分けられるのではないかと
いうことです。
まずは、「創作法的選択の幅論」と自分で呼んでいるも
のでありまして、私が以前書いたものをここに引用します。
つまり、これは従来の裁判例における選択の幅と同じ考
えでありまして、選択の幅がないかそれとも著しく狭い場
合には、作成者の個性を発揮する余地がありませんので、
創作性が認められないということになります。だから選択
8
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の幅というのは、結局のところ個性というものを言い換え
たに過ぎないのだと考えたわけであります。
・上野達弘「著作物性(1) 総論」法学教室 319 号（2007
年）166 頁以下
「創作性というものは、表現の選択の幅が広く存在
する状態において表現者が特定の表現を選択すると
いう知的活動を意味するものと理解できる。従来の議
論において『個性のあらわれ』といわれてきたものは、
そのような観点から再構成できるのではなかろうか。
これに従うと、創作性という要件の趣旨は以下のよう
に説明されることになる。
一つ目に、積極的理由である。すなわち、『選択の
幅』が狭い場合は、人間の知的活動は働きようがな
い。例えば、1年365日の最高/最低気温を網羅的に記
録するというように、形式的な条件にしたがって機械的
な作業をする場合、選択の幅はなく、知的活動の働く
余地はない。知的活動をしていない以上、著作権保護
を与える理由を欠くということになる。逆に、選択の幅
が広い場合は、そのような幅の中から特定の表現をま
さに選んだという点に知的活動が認められ、このことに
よって著作権保護が基礎づけられることになる。このよ
うに、『選択の幅』というのは著作権保護の必要性を基
礎づけるという意味で積極的理由になるものと考えら
れる 。
二つ目に、消極的理由である。すなわち、『選択の
幅』が狭い場合は、あるアイディアを表現しようとすれ
ば同じような表現を採用せざるを得ないことになる。例
えば、ある人の死亡記事を短い文章で書くという場
合、その表現の選択の幅は限られる。このような場合、
ある表現に著作権保護を与えてしまうと、他者の表現
の自由が過剰に制約されることになりかねない。逆
に、選択の幅が広い場合は、他者にはなお他の表現
を選択する余地が広く残されているのであるから、他
者の表現の自由が制約される程度は低いといえよう。
このように、『選択の幅』というのは著作権保護の許容
性を基礎づけるという意味で消極的な理由になると考
えられる。」
(2) 競争法的選択の幅論
上野： これに対して、中山信弘先生が 2001 年の学会の
頃からおっしゃっている選択の幅というのは、それとは違
うのではないかと思われます。そして横山さんもどちらか
というとそちらに近いのではないかと思われます。
つまり、次のようなことが述べられております。
・中山信弘「創作性についての基本的考え方」著作権
研究 28 号（2001 年）2 頁以下
「以上から、すべての著作物に適用できる創作性概
念というものを考察いたしますと、従来のように、創作
性とは人格が流出しているという意味における個性と

いう定義から、他の選択肢がない、あるいは極めて限
定されている場合には、創作性がないという定義に変
換する必要があろうかと考えています。」
「以上のような考え方は、当面の裁判の結論に影響
を与えるものではありませんが、実は著作権の本質を
どう考えるかという問題を提起しています。人格の流出
としての個性ということを重視するという観点からは、創
作者の主観的なものという視座から著作権法を捉える
といママことになります。それに対して創作性を選択の
幅で判断するということは、ある作品に著作権を認め
た場合、他の者に創作の余地がどの程度残されてい
るかということになりますから、市場あるいは社会にお
ける客観的な判断ということになります。他に選択の余
地が残されているという要件で著作物を保護するとい
うことは、著作権を人格権的なものから一歩引いて、競
争法的あるいは経済法的な性格へ一歩踏み出すとい
う作用を果たすであろうと思います。」
「一番違うのは著作権法に対する考え方でありまして、
選択の幅という考え方をもってきますと、創作者の主観
的な面からの創作性判断ではなくて、マーケットとか、
社会といった客観的な面からの創作性判断になる。つ
まり、創作性を客観的に把握するということになりま
す。」
ですから、この立場において選択の幅とは、他の創作
者にとっての選択の余地がどれだけ残されているかとい
うものとして捉えられているということがよくわかります。
つまり、客観的な選択の幅というわけです。
それから、横山先生のお書きになられたものも引用し
たいと思います。
・横山久芳「編集著作物概念の現代的意義―『創作
性』判断構造の検討を中心として―」著作権研究 30 号
（2003 年）157 頁以下
「そして、著作権の保護要件としての『創作性』を『創
作の幅』と捉えることは、著作権法が、誰がやっても同
じ結果に辿り着くような創作活動ではなく、独自創作に
より他人とは異なる結果を生じる蓋然性の高い創作活
動を奨励することを意味している。このように『選択の
幅』のある独自創作行為を奨励することは、創作者観
の創作競争を通じて、多種多様な表現物が生み出さ
れる基盤を作り出すこととなる。翻って、現在の著作権
法は、小説・絵画等の古典的な作品から、事実作品・
機能作品に至るまで多種多様な作品を保護している。
確かに事実作品・機能作品は、芸術作品のような個性
的な作品ではない。しかし、著作権法は本当に個性的
な作品の創作活動のみを奨励する法であるのだろう
か。むしろ現在の著作権法は、小説からプログラムに
至るまでのありとあらゆる表現物の豊富化、多様化を
実現する法として捉えられるべきではないか。著作権
法の法目的をこのように捉えるならば、作品が個性的
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であるか否かに関わらず、広く『創作の幅』のある表現
活動を奨励することは、著作権法の法目的に合致する
といえよう。こうして、近時の学説は、著作権法の法目
的を表現の豊富化、多様化という観点から捉えること
により、『創作性』の判断基準を『個性』から『創作の幅』
へと転換し、『主観的創作性』にも『客観的創作性』にも
対応可能な『創作性』の判断基準を定立するに至って
いる。」
それから、もう一つご覧いただきたいのが、横山先生
が「法学教室」にお書きになったものです。ちなみに、こ
こに示した部分の全てが、法学教室の一つの脚注に載
せられております。
・横山久芳「著作物性(3) 各論(2)」法学教室 327 号
（2007 年）133 頁注 7
「著作権法における『創作性』の判断では、新規性・独
創性などの高度の創作性は不要とされる。その理由
は、著作物の価値や優劣を客観的に判断する基準が
存在しないために、著作物の保護要件として高度な創
作性を要求すると、著作物性の判断が恣意的になり、
法的安定性が害されるからである。そこで、一般に、表
現に表現者の何らかの『個性』が表れていれば『創作
性』を認めてよいと解釈されている。裁判例では、表現
に『個性』が表れているかどうかは、しばしば創作され
た表現にどの程度選択の幅があるか、によって判断さ
れている。創作された表現に選択の幅があるということ
は、その表現以外に代替的な表現が多数存在すると
いうことであり、他の者が同種の表現活動を行う場合に
その表現を利用する必然性が乏しいということを意味
する。このような表現に著作権の保護を認めても、他
の者の表現活動を不当に制約することはなく、むし
ろ、その表現に著作権の保護を認め、他の者がその
表現を模倣することを禁止することにより、他の者が独
自の異なる表現を創作するようになれば、著作権法が
目的とする情報の豊富化、多様化に資することになろ
う（中山信弘『著作権法』52 頁、54 頁〔有斐閣、2007
年〕、編集著作物に関するものであるが、横山久芳「編
集著作物に関する基礎的考察――職業別電話帳は
果たして著作物なのか？」コピライト 475 号 9 頁〔2000
年〕）。そこで、現在の通説は、独立して創作された表
現物については、誰がやってもほぼ同じ結果になると
いうような「ごくありふれた表現」を除いて、広く創作性
を認めている（一般論として、この趣旨を述べるものと
して、東京高判平成14・10・29（平14(ﾈ)2887･4580）〔ホ
テル・ジャンキーズ事件控訴審〕参照）。
以上のように、現在の通説は、『創作性』を『個性の
表れ』と捉えつつ、『個性』の有無の具体的な評価基準
として『表現の選択の幅』を問題としているが、近時の
学説の中には、『創作性』を『個性の表れ』と捉えず、
正面から『表現の選択の幅』として定義すべきことを提
唱するものがある（中山信弘「創作性についての基本
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的考え方」著作権研究28 号2 頁〔2001 年〕、中山・前掲
52 頁以下）。この点、上野達弘「著作物性(1) 総論」法
教 319 号 167 頁（注 22）（2007 年）は、通説と有力説の
違いを、通説が著作者にとっての選択の幅を問題とす
るのに対して、有力説は、競争者にとっての選択の幅
を問題とするものとして説明している。しかし、通説に
おいても、著作者の主観的な認識とは関係なく、他の
表現者からみて創作された表現に選択の幅があるか
どうかが検討されるのであるから（著作者が主観的に
いろいろ創意工夫したつもりでも、客観的にみてあり
ふれた表現となっていれば保護されない）、通説にお
いても、表現の選択の幅は、競争者の視点から客観的
に判断されていることに変わりはない（ちなみに、特許
法の進歩性の判断も、発明者の主観的認識にかかわ
らず、当業者にとって創作が容易か否かという観点か
ら行われる〔特許 29 条 2 項〕）。
むしろ両説の違いは、その表現が表現者の『個性』
に由来すること、すなわち、表現者が独自に創作した
こと（他の著作物の模倣ではないこと）を『創作性』の要
件として捉えるかどうかという点にある。通説は、独自
創作を『創作性』の要件と捉えるため、他人の著作物
の模倣者が著作権を取得できないのは、模倣物に『創
作性』が認められないからと説明する。これに対して、
有力説は、『創作性』の判断を『表現の選択の幅』の問
題に純化し、表現者が独自に創作したことを『創作性』
の問題ではなく、『著作者』の認定の問題として捉える
（中山・前掲 58 頁）。ゆえに、有力説によれば、他人の
著作物を模倣した者は、模倣物に表れた創作性のあ
る表現を『創作』した者にあたらないから、『著作者』と
なることはできず（2 条1 項2 号参照）、したがって著作
権が取得できないことになる。
著作権法も創作法の一環である以上、著作権法上
の保護に値する表現者独自の創作活動が存在すると
いうことが権利保護の根拠となることは当然であるが、
そのことを著作権法の体系上、保護客体（＝創作性）
の問題として位置付けるか、それとも保護主体（＝著
作者）の問題として位置付けるかという点が通説と有力
説とでは異なるものといえよう。同様の問題は、特許法
にも存在する。特許法は『発明』を『技術的思想の創
作』と定義し、『創作性』を発明要件としているが（特許
2 条 1 項）、独自に発明されたことが『創作性』の要件と
なるかということである。冒認出願が真の『発明者』に
由来しない出願であることを理由として拒絶・無効とさ
れていることからすれば（特許 49 条 7 号・123 条 1 項 6
号）、独自に発明されたことは、『発明』の要件ではな
く、『発明者』の要件として捉えることが妥当であろう（こ
れに対し、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ〔第 2 版〕』13
頁〔有斐閣、2006 年〕は、『創作性』の要件の問題とし
て捉える）。そうすると、著作権法においても、特許法と
の平仄を図る観点から、独自に創作したということは、
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『創作性』の問題ではなく『著作者』の問題として捉える
のが妥当であるといえよう。」
実は、あのころ私と横山先生が一緒に「法学教室」の打
合せ会合に出ておりまして、当初の横山先生の原稿では、
創作性についてさらっと書いておられたのです。しかし
私はその一つ前の号で、創作性について選択の幅とい
うような観点からチャレンジングなことを書いておりました
ので、「横山さんは多分私と違う考えでしょうから、この際、
批判するなり何か触れてはいかがですか」と申したのを
覚えています。そしたら、最終的な原稿を見て、こんなに
長文で批判されているのでビックリした次第なのです。
でも、この論争によってハッキリしたことがあります。従
来の議論において、創作性とは独自に創作したことを意
味するとされてきました。要するに、他人の絵をそのまま
忠実に模写したというのは創作性がないというのが、起
草者の考えでも合ったわけです。
しかし、正にそこを横山先生は否定しておられる。中
山先生も恐らくそうなのでしょう。つまり、他人の作品をそ
のまま模写した場合も創作性は否定されない。創作性は、
そこにある絵を客観的に見て判断する。従って、たとえ他
人の絵をそのまま模写した場合であっても、その絵を見
ただけでそのことは分かりませんので、そこにある表現
がありふれていなければ創作性が肯定されるわけです。
そうすると、単に他人の絵画をそのまま模写した人が
著作者となり著作権を得てしまうかというと、そうではなく、
その模写を行った人は著作者ではないからという理由で、
著作権を取得しないことになるという説明をされるようで
す。この点は、大変興味深い点です。
(3) その後の議論
上野： その後もいろいろと議論がありまして、高林先生
も創作性についてお書きになっておられます。
・高林龍『標準著作権法』有斐閣（2010 年）23 頁注 1
「作品に創作者の何らかの個性が現れていること、
すなわち創作性があることは、創作する者にとっては
他の表現方法を選択することが可能であった中で選
択したものであること、すなわち選択の幅がある中に
おける表現であることを意味することは、従来から累次
の判例が判示しているところである。しかし、近時注目
されている創作性概念を選択の幅の問題と捉える説
（中山 52 頁）は、このような立場ではない。中山説にい
う選択の幅とは、創作者にとっての幅ではなく市場や
社会における客観的な尺度からみた選択の幅であり
（中山 57 頁）、要するに、競業者にとって他に選択肢
があるものについては権利者の独占を認め、他に選
択の余地のないものの独占は認めないとするものであ
る。この場合に、競業者にとって他に選択の余地のな
いものがすなわち独占を認めるべきではないアイディ
アであり、他に選択できるものはアイディアから派生し
た表現であると構成する。中山説は創作（保護）法であ

る著作権法を競業法的に構成しなおそうとするもので
あるが、競業者による『創作の幅』のみをもって創作性
の有無を判断することはできず、やはり創作者の『個
性の顕現』といった視点との併用が必要であろう。」
また、前田哲男弁護士もご講演の中でも、どちらかとい
うと私と同じようなことをおっしゃってるようです。
・前田哲男「『思想・感情の創作的な表現』とは何か」コ
ピライト 599 号 2 頁以下
「しかし、『表現の選択の幅』があることは、創作性を
認めるための『必要条件』ではあると思うのですが、
『十分条件』とはいえないのではないかと、私は思いま
す。」
「私は上野説に賛成でございます。客観的には表現
の選択の幅がある中から、主観的に一つを選択した場
合には、その選択が技術的な観点などから一義的に
決まるものではなく、かつ、『ありふれたもの』でないな
らば、機能的・事実的著作物においても、何らかの『個
性のあらわれ』があると評価してよいのではないか。他
方、客観的には『選択の幅』がないのであれば、そも
そも『個性のあらわれ』を認める余地はないと思いま
す。そして、創作性を客観的には表現の『選択の幅』
がある中から、主観的に一つを選択する知的活動に
認められる『個性のあらわれ』であると捉えるならば、
先ほど『表現の選択の幅』説に対して申し上げた、私
の疑問点は解消できると思います。」
「私の意見としては、選択の幅は客観的に存在して
いなければならないが、それは『作成者にとって』存在
していなければならないのだと思います。横山先生が
ご指摘のとおり、客観的に『選択の幅』がない場合に
は、作成者の誤解、すなわち『選択の幅』があるという
誤解に基づいて、創作性を認めることはできません。
その意味では、『選択の幅』は客観的に存在していな
ければなりません。しかし、客観的な『選択の幅』は、
作成者による選択の前提として必要なのだから、『作
成者にとって』必要であります。作成者とは無関係に選
択の幅が客観的に存在していたとしても、その選択の
幅が作成者にとって存在しなければ、作成者の個性
は現れようがなく、創作性は認められないという場面が
あり得ると思います。」
３ 検 討
(1) 競争法的選択の幅論について
① 他人の作品（or 特異な形状の自然物）
の丸写し
（＝
独自創作でないもの）が保護されない理由
上野： 最後に、論点をまとめておきたいと思います。ま
ず、「競争法的選択の幅論」に従うと次のような点が問題
になるのではないかということで三つ挙げてみました。
一つ目は、先ほども述べましたように、他人の著作物
の丸写し、つまり独自創作でない場合において、なぜ保
護が否定されるのかという理由についてです。
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この点、従来は創作性がないからだと言ってきたので
す。人のものを丸写しするということは、技術的には大変
なことかも知れないのですけれども、知的には何も生み
出してないから創作性がありません。したがって、著作物
性がないので著作権は与えられないという話です。
ところが、中山先生や横山先生によれば、創作性とい
うのは作品それ自体の客観的な観察によって判断されま
すので、たとえ他人の絵をそのまま模写したというもので
あっても、その絵がありふれていない限り、創作性は認
められることになります。ただ、そのような模写を行った
人は創作行為をした者ではないので著作者に当たらな
い。だから著作権が与えられない、ということになるので
はないかと思います。結論は同じなのですけれども、理
由が違うということになります。
ただ、従来の裁判例の中には、例えば、浮世絵に関
する事件が少なからずあります。浮世絵というのは、これ
を模写しても、大抵の場合は、新たな創作性がありませ
んので、単なる書き写しに過ぎないため、二次的著作物
に当たらず、著作権は新たに発生しないと考えられます。
もっとも従来の裁判例でも、浮世絵の模写に当たって加
えた変更に新たな創作性があると判断されたものについ
ては、二次的著作物に当たると言われているのです。
こうした事件において、「創作法的選択の幅論」や従来
の考えにしたがいますと、それは二次的著作物の創作性
の問題とされることになります。実際のところ、判決もその
ような観点から、二次的著作物と言えるかどうかを検討し
ております。
しかし、横山説によると、たとえ模写を行った者が新た
な創作性を加えていない場合であっても、つまり単なる
模写物でありましても、とりあえず創作性は肯定されるこ
とになるようです。その上で、原告は著作者ではないか
ら権利主張できないという風に説明されることになると思
います。これをどのように考えるべきか、というのが第一
の問題です。
② 誰にとっての選択の幅か？
上野： 二点目は、誰にとっての選択の幅かということで
す。「創作法的選択の幅論」に従いますと、選択の幅とい
うのが著作者にとってのそれということになります。つまり、
著作者にとって選択の幅が広くあって、その中からどの
表現を選択しようかと悩んだ末、特定の表現を選択したと
いうこと、それが個性の表れであるということになります。
つまり、当該著作者にとっての選択の幅ってことがここで
は問題になっているということになるわけです。
他方、「競争法的選択の幅論」に従いますと、先ほど中
山先生も述べておられたように、他の創作者にとってど
れぐらいの表現の選択の幅が残されているかという話に
なります。ですから、これは当該創作者ではなく、他の創
作者、つまり競争者にとっての選択の幅だということにな
らざるを得ないのではないかと思います。この点をどう考
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えるべきかが問題となります。
③ 選択の幅を判断する時点はいつか？
上野： 三番目に、選択の幅を判断する時点です。普通
に考えますと、創作性があるかないかというのは、創作時
点で決まっているはずです。創作後に、創作性の有無が
変わってくるということになりますと、ある作品について著
作物性が急になくなったり発生したりすることになってし
まいますので、創作性は、創作時における選択の幅とし
て判断すべきではないかとも考えられます。「創作法的
選択の幅論」に従うとこのようになります。
他方、「競争法的選択の幅論」に従いますと、他者にど
れだけの選択の余地が残されているかという話になりま
すので、理論的に考えると、実際に他者が創作行為を行
いたいという時点、つまり言わば侵害時が基準になるの
ではないかと思います。この点をどのように考えるべきか
が問題になるところかと思われます。
(2) 創作法的選択の幅論に残された課題
上野： 以上、「競争法的選択の幅論」に対して若干の批
判をいたしましたが、「創作法的選択の幅論」にも難しい
問題が残されているということを最後に述べておきます。
先ほども述べましたように、選択の幅が広いということ
はそれだけでは創作性を肯定する十分条件にはならな
いようで、単に創作性を肯定するための前提条件ないし
必要条件に過ぎないのではないかとも考えられます。
このことを認めたらどうなるかと申しますと、選択の幅が
広く存在するというだけでは創作性を肯定することはでき
ず、結果として選択されたある表現がありふれていない
ことを言わなければ創作性が肯定できないことになりま
す。例えば、年賀状を書きましょうとした場合、真っ白な
葉書に色々な書き方をする余地があります。確かに選択
の幅は広くあると言えます。でも、色々と検討した結果、
葉書に一言「謹賀新年」とだけ書いた場合はどうでしょう。
これは、たくさんある選択肢の中でも、いわば“王道”の
表現を選択したわけでありまして、それはありふれてる選
択肢ということになります。
そうしますと、たとえ選択肢が広くあったとしても、その
中にはど真ん中のありふれた選択肢というのがあるので
あって、それを選択したことについて創作性が認められ
てはいけないと考えられます。これは、選択の幅がいくら
広くても、その中にはありふれた選択肢があって、それ
に創作性を認めてはいけないという考えがあるのだろう
と思います。
そうだとしますと、結局、ある表現に個性が表れている
かどうかで判断するのと同じだということになりますので、
選択の幅を論じる意味がどこにあるのかという問題になら
ざるを得ないような気がするわけです。
これは私自身も考えていることなので、今日は私が抱
えている課題を相談しに来たみたいになってしまってお
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りますけれども、この後そのようなことを議論できればと
考えております。それでは、横山先生、よろしくお願いい
たします。
Ⅱ 創作性（横山久芳）
横山： 上野先生の方からわかりやすく、現在の創作性
に関する議論の現状について触れていだきましたので、
私の方からは私の創作性に対する考え方をお話してあと
議論をしていきたいと思います。
私は創作性の判断というのは基本的には他の創作者
の視点から見て客観的に表現がありふれているかどうか
を判断すべきものだと考えています。その点では、通説
と基本的には同じスタンスを取っているわけですけれど
も、表現がありふれているかどうかということを判断するに
際しては表現のための「選択の幅」がどのくらいあるかと
いうことが重要な意味を持ってくる、という風に思っていま
す。
選択の幅が一体どういう意味を持っているのかというこ
とについて、今日は色々議論をしていきたいと思うんで
すけれども、その前にまず創作性概念について基本的
なところを確認しておきたいと思います。従来、著作権法
の世界では、創作性というのは個性の表れであるという
ふうに言われてきました。ここでなぜ個性が問題になる
のかについてちょっと考えてみたいと思います。
１ 創作性要件の根拠とその判断基準
横山： これは恐らく著作権法が元々小説や絵画、音楽と
いった芸術作品や論文のような学術作品、こういったもの
を保護する体系として制度設計されていることに起因し
ているんだろうと思われます。
そもそも著作権法は、文芸、学術、美術または音楽の
範囲に属するもの、これが著作物であると言っています。
ですから、著作権法は典型的には小説のような芸術作品
とか学術作品を保護する体系となっているわけです。ま
た著作物の保護内容を見てみますと、まず目を引くのが
著作権の保護期間です。保護期間は著作者の死後50年
続くわけです。非常に長い。しかも著作者には人格権の
保護も与えられる。人格権の保護は非常に強くて、著作
物に少し手を加えただけでも、著作者の意思に反する限
り、人格権の侵害だと言われたりする。これは、特許など
の他の知的財産権の保護にはない特徴です。
どうしてこんなに長い著作権の保護期間と強い人格権
の保護が認められるのかというと、それはやはり著作権
法が芸術作品や学術作品のように作者の個性が強く表
れる人格的な作品の保護を念頭に置いているからだと思
われます。
そうしたことから、つまり著作権法がそういう個性的な
作品を保護する体系であるということから、著作権の保護
要件である創作性も個性という観点から捉えるべきだとい

う考え方が出てきたのではないかという風に思います。
私もその著作権法の基本的な考え方、つまり著作権法
というのは個性的な作品を保護する法制度であるというこ
と自体には特に異論はありません。著作権法は、最終的
には、小説や音楽などの個性的な表現活動にインセン
ティブを与える法律だと思っています。ただ、著作権法
の存在意義をそういう風に捉えたとしても、そこから直ち
に具体的な創作性の判断基準を導き出すことはできない
だろうと思います。
それはなぜかと言うと、個性の表れというのは、オー
ル・オア・ナッシングなものではなくて、程度があるわけ
です。個性がどの程度表れるかというのは、表現物によ
ってさまざまです。ですから創作性を個性の表れと捉え
た場合には、じゃあどの程度の個性が表れていれば著
作物として保護を認めてよいのかということは当然問題に
なるはずです。
しかし、創作性を個性の表れという風に捉えるだけで
は論理必然的に境界線というのが出てくるわけではない
と思うんですね。この点に関して、かつてドイツではこう
いう学説がありました。つまり著作権法で保護すべき個性
とは、その人にしかおよそ作ることができなかったろうと
いう唯一無二な個性をいうと。
つまり、その作品を見たときに、その人の人格が刻印さ
れていると、他の人は誰も作れなかっただろうと、そういう
高度な個性を言うんだという理解があります。なぜこんな
考え方が出てくるのかと言うと、それは先ほど述べたよう
に、著作権法というのは著作者の死後にまでおよぶ長い
保護期間を認めて、かつ強力な人格権の保護まで認め
ているわけだから、そのような保護内容に相応しい作品
だけを著作物として保護すべきだ、と考えるからです。長
い保護期間と強力な人格権の保護に見合った作品という
ことになれば、他の人には作れない、唯一無二の個性が
表れた作品だけが著作物として保護されるということにな
るでしょう。
この考え方によりますと、小説などの芸術作品や学術
作品などは、作者の個性が作品に明確に表れますから
著作物として保護されますけれども、プログラムとか実用
品、そういったものは多少の工夫が凝らされているとして
も、一見して誰でも作れそうなものですから、著作物とし
て保護されないということになります。
この見解の狙いは何かと言うと、著作権法を純粋に芸
術作品や学術作品などの個性的な作品を保護する体系
として純化しようというところにあるわけなんです。つまり、
この見解においては創作性要件というのは著作物の保
護内容に見合った作品だけを著作物として選別するため
の積極的な機能を果たしていることになります。
しかし、皆さんご存知のようにこういったドイツの学説
のような考え方はわが国では取り入れられておりません。
また、ドイツでも、現在では、こういった考え方というのは
少数説になっています。その理由はなぜかというと、この
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考え方は現在の著作権法の実態にそぐわないからです。
現代の著作権法は小説や音楽をもちろん保護しますけ
れども、それ以外にプログラムとか設計図とか、そういっ
た実用的な作品もたくさん保護している。
この見解によると、そういった実用品が一切保護されな
くなってしまって不都合だということがあります。またその
点に加えてそもそもある作品が著作物の保護内容に見
合うだけの個性を持っているかどうか、これを判断するこ
とは非常に難しいということがあります。
仮に作品の個性の高低によって、創作性の判断を行う
とすると、どうしても恣意的な判断になりがちで、裁判官
の主観的な趣味、嗜好によって、創作性の判断が大きく
左右されることにもなるでしょう。従って、やはりこういう見
解は取れないということが言えるわけです。
そこで現在の通説はどういう風に考えるかというと、一
応創作性は個性の表れであると説明するんですけれど
も、個性の表れだと言いながら、実際の創作性の判断に
おいては新規性や独創性のような高度な創作性は不要
であるとして、結局、表現がごくありふれたものでない限
りは創作性を認めます。
つまり、通説にいう個性の表れというものは、結局、表
現がありふれていないこととイコールであるわけです。表
現がありふれていないということは一体どういう意味を持
っているのかということを考えてみますと、結局ありふれ
た表現というのは他の創作者の目から見て、同種の表現
行為を行う場合に選択される可能性の高い表現のことを
言うと思います。
こういった他の創作者が一般に選択する可能性の高
い表現というのは、先ほど上野先生もおっしゃったように、
そもそも何ら著作者の個性が表れていませんから、著作
権の保護に値しないと言えますし、加えてこういった誰で
も選択するような表現に著作権の保護を認めてしまいま
すと、他の創作者の表現活動を大きく制約することになり、
文化の発展を阻害することになる。
従って、ありふれた表現については著作権の保護は
絶対的に否定すべきであるということは言えるわけです。
ただし、ここで注意すべきは、表現がありふれていないと
いうことは、結局他の創作者が同種の表現行為を行う場
合に選択する可能性が低い表現であるということを意味
するだけのことであって、著作物の保護内容に見合う十
分な個性を持っているということを別に意味するものでは
ないわけです。つまり、ありふれた表現でないからといっ
て、その表現を積極的に著作権で保護すべき価値があ
るかどうかはわからないわけです。
その結果、現在の著作権法においては、確かに小説
のように高度な創作性を持つ作品ももちろん多数保護さ
れますけれども、その他に、幼稚園児のいたずら書きの
ようなものがたくさん保護されることになるわけです。
実際、例えば挨拶文程度の単純な文章であるとか、あ
るいは商業写真の類も著作物として保護されています。
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こうしたものは、恐らくその著作者の死後 50 年も著作権
で保護して、あるいは強力な人格権の保護を与えてまで、
その創作活動を奨励しなければならないほどの価値を
持っているとは思えないわけです。
しかし、そういうような取るに足りない作品であっても、
表現がありふれていない限り創作性を認めるという基準
の下では著作物として保護されることになります。しかし、
こういうつまんない作品がたくさん著作物として保護され
ることになったとしても、ありふれていない限りは、他の創
作者にとって表現の選択可能性がたくさんあるわけです
から弊害はない。
つまり、ありふれていない表現である限りは保護を認
めても社会的な弊害はないし、かつありふれていない表
現に保護を与えるということは、つまんない作品も保護さ
れますけれども、個性的な作品も保護することができるわ
けです。その結果、全体として見れば小説、音楽などの
個性的な表現活動を奨励するという、著作権法の目的を
達成することができることになるわけです。
表現がありふれていない限り創作性を認めるという基
準は著作権法で保護すべきでない表現を排除するという
消極的機能しか持っていません。著作権で保護すべきも
の、保護したいものだけを選択するという積極的な機能
を有していないわけです。しかし、このような基準を採用
することで、一方では、著作権で保護すべきでない表現
は確実に排除しつつ、その一方で主観的、恣意的な創
作性の判断を排除し、小説や音楽などの個性的な作品、
著作権法が本来的に著作物として保護したいと考える作
品を確実に保護することができることになります。その結
果、個性的な表現活動を奨励するという著作権法の目的
も実現することが可能になるだろうと思います。
以上の私の考えをまとめるとこのようになります。著作
権法は芸術的、学術的な作品を保護する体系であり、個
性的な表現活動を奨励することを目的とし、それに相応
しい保護を与えています。このことから、従来の通説は創
作性の判断基準をストレートに個性の表れという風に説
明してきたわけです。
しかし、先ほどお話ししたとおり、創作性を個性の表れ
と捉えてみても、そこから必然的にどの程度の個性ある
作品を著作物として保護すべきかが決まらない以上、実
際の創作性の判断では、表現がありふれていない限り、
創作性を認めるということになっています。ありふれた表
現でない限り創作性を認めるという基準は、著作物として
の保護に相応しい創作的価値があるかどうかはわからな
いけれども、その基準の下で全体として個性的な表現活
動を奨励することが可能となるという意味で、著作権法の
法目的に資するものだといえます。
しかし、このように表現がありふれていないことを創作
性の基準として考えるなら、もはや創作性を個性の表れ
として説明する必要はないのではないかと思います。確
かに著作権法は個性的な表現活動を奨励することを最
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終目標としているけれども、そのための手段として、創作
性の判断のところで個性が表れているかどうかということ
を論じる必要はないのではないかと思います。
つまり私は、著作権法の目的と創作性の判断基準とは
分けて考えるのが妥当ではないかというふうに思ってい
ます。実はこういった考え方は著作権法に限らず特許法
や意匠法の他の創作法においても共通して見られるもの
だと思われます。
例えば、特許法は産業の発達に寄与することを目的と
していまして、産業の発達に寄与する発明の創作を奨励
するという観点から、進歩性という要件が課せられている
わけです。しかしこの進歩性というのは、本当に発明が
産業の発達に寄与するような高度な創作性を備えている
かどうかを検討するものではないわけです。特許法の条
文にあるように、進歩性は、当業者の目から見てその発
明が容易に創作し得るかどうかを判断しているにすぎな
いのであって、積極的にその発明が社会に技術的な進
歩をもたらしたかどうかを問題にしているわけではないん
です。ですから、特許の分野でも、特許権で保護されて
いる発明の中には実際に社会的に役に立たないような
発明、つまり休眠特許のようなものがたくさん出てくるわ
けです。
産業の発達という特許法の目的からすると、本当は真
に産業の発達に寄与するような発明だけを保護できれば
いいんだけれども、ある発明が本当に産業の発達に寄
与する発明かどうかを判断することはなかなか難しくて、
これを無理にやろうとすると、どうしても恣意的な判断に
なってしまう。だから、当業者にとって容易に創作し得る
発明だけを排除する。こういった発明は特許の保護を認
めると産業の発達を阻害することになりますから、特許法
としては最低限こういった発明の保護だけを否定する。
その結果、社会的に役立たない発明も多数保護されるこ
とになりますけど、産業上特に弊害は生じない。むしろ、
当業者にとって容易に創作できない限り進歩性を肯定す
るという基準の下で、審査官が恣意的に保護すべき技術
を選別することを阻止し、真に社会の役に立つ発明が確
実に保護されるようになる。特許法の最終目標はもちろ
ん社会の役に立つ技術開発を促進することにあるわけで
すが、そのための手段として、進歩性の判断のところで
は、真に社会に役立つ技術かどうかではなく、当業者に
とって自明な技術かどうかを判断すればよいということに
なります。
著作権法においてもこれと同じように考えればよいと
いう風に思います。つまり、著作権の究極の目標は個性
的な表現活動を奨励することにあるんだけれども、創作
性の判断基準を論じる場合には、あえて「個性」ということ
に引き付けて考える必要はないということです。
２ 「選択の幅論」の再検討
横山： 以上、創作性の判断基準に関する私の考えを述

べさせて頂きました。次に選択の幅という創作性概念に
ついて、私がどのように理解しているかについて説明を
します。私は創作性の判断というのは、表現がありふれ
ていないかどうかを他の創作者の視点から見て判断す
べきだと考えています。
他の創作者の視点から見て表現がありふれているとい
うのはさっきもお話したとおり、他の創作者が同種の表現
行為を行う場合に選択する蓋然性が高い表現を意味し
ています。要するに、ありふれた表現というのは他の創
作者もよく使う、または使いがちな表現ですから、その表
現が使えないことは表現活動の大きな制約となります。
かりに、その表現以外に他に表現の選択肢が残されて
いるとしても、その表現が使えないということが表現活動
上の大きなハンディになることに変わりはありません。そ
の意味で、ありふれた表現というのは、実質的にみて他
に対等な表現の選択肢を探すことが困難なものをいうと
考えることができると思います。つまり私の考えによれば、
対象となる表現がありふれているかどうかという判断と、
対象となる表現に選択の幅があるかどうかということは表
裏一体の関係であって、表現がありふれているということ
をより具体的に説明したものが選択の幅だという風に考
えています。
先ほど上野先生からご指摘がありましたように、最近の
裁判例は選択の幅があるということは、創作性の判断の
必要条件であって、十分条件ではないという風に考える
ようです。つまり、ある内容を表現する場合に他の表現の
選択の余地があるからといって、必ずしも対象となる表現
がありふれた表現でないということは言えないという説明
がなされるわけです。私は、選択の幅があるということは
表現がありふれていないことと同義だと理解しています
が、裁判所は、選択の幅があっても表現がありふれてい
る場合があるといっている。このような違いが生じるのは、
私と裁判所とで選択の幅という概念の理解がズレている
からです。選択の幅という概念の理解を統一しておかな
いと、議論が混乱しますので、ここで選択の幅というのが
どういうものかを少し詳しく検討してみることにします。
創作性の判断の対象となる表現のことを対象表現と呼
んでいますが、選択の幅という場合には、対象表現以外
の選択可能性を問題とする考え方と、対象表現自体の選
択可能性とを問題とする考え方があります。
対象表現以外の選択可能性とはどういうことかと言うと、
対象表現以外にどの程度の表現の選択肢が残されてい
るかということを問題とする立場です。これに対して対象
表現自体の選択可能性というのは、他の創作者が同種
の表現行為を行う場合に対象表現をどの程度選択する
可能性があるかということを問題とする考え方です。
選択の幅を対象表現以外の選択可能性の問題と捉え
た場合には、選択の幅があるからといって、対象表現が
ありふれていないということにはなりませんが、選択の幅
を対象表現自体の選択可能性の問題と捉えた場合には、
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当然のことですが、選択の幅がある場合には対象表現は
ありふれていないことになります。このことを、具体例を用
いて説明したいと思います。
プログラムの著作物を例に取ります。アルファという機
能を実現するためのプログラムの表現が仮に一万個ほど
あったとします。その中で、原告が A というプログラムを
作成したとします。さて、A に創作性が認められるかどう
かですが、仮に対象表現以外にどの程度の選択可能性
が残されているかということを基準に考えますと、A 以外
にもまだあと9999個もその表現の可能性が残されていて、
A に著作権の保護を認めても、他に幾らでも表現可能性
があるじゃないということになって、創作性が認められる
ことになるだろうと思います。
しかし、こういう判断はおかしいと思います。なぜかと
言うと、選択肢が他にたくさん残されているとしても、他の
創作者にとって使える選択肢でなければ意味がないわ
けです。A 以外の他の選択肢が 9999 個あるとしても、実
際に他の創作者が均等にその選択肢を利用しようと思う
ことがなければ、A 以外に他に選択肢があるといっても
全く意味をなしません。プログラムは、ハードウエアに情
報処理をさせることを目的としていますから、同一の機能
を実現するための表現といっても、できる限り、機能的、
効率的にハードディアを稼働させる簡潔な表現が好まれ
るわけです。そのことを考えると A 以外の選択肢が 9999
個あるといっても、全ての表現が均等に選ばれるわけで
はなくて、特定の少数の表現が選択される傾向があると
いうことが考えられます。
その結果、例えば他の創作者の視点からみて、アルフ
ァという機能を実現するプログラムの表現としては、一般
に A がよく利用される、あるいは利用されがちであるとい
うことになれば、A を著作権で保護することは、他のプロ
グラマーの表現活動を大きく制約されることになります。
A 以外にも他に表現の選択肢はあるわけですが、A とい
う便利な表現を迂回しなければならないということ自体が
表現活動の大きな足枷となるわけです。その意味で、他
の創作者にとって実質的には A 以外の表現を選択する
余地は乏しいということになります。つまり、他の創作者
が対象表現を選択する可能性が高い場合は、他に代替
的な表現の選択肢が存在したとしても、そのような選択肢
は他の創作者にとって対等な価値を持つものではない
ため、実質的には選択の幅が小さいことになり、創作性
を否定すべきだということになります。このように、選択の
幅というものを、他の創作者が対象表現を選択する可能
性がどの程度あるかという問題だと考えるならば、選択の
幅を判断基準とした場合も、ありふれた表現が保護され
るという問題は生じないことになると思います。
３ 競争法的な創作性判断
横山： 選択の幅という概念を統一的な創作性の基準に
しようということを提唱されたのは中山先生ですけれども、
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先ほど上野先生がおっしゃったように、中山先生は競争
法的な観点から、他の創作者の表現活動の自由を守る
ために選択の幅がない場合に創作性を否定すべきだと
いう考え方を述べられているのですから、ありふれた表
現については創作性を否定する立場なのだろうと思いま
す。そうであれば、選択の幅という基準は、事実として対
象表現以外にどの程度選択肢が残されているかというこ
とに関係なく、他の創作者が対象表現を選択する可能性
が高い場合、つまり、対象表現がありふれている場合に、
実質的にみて選択の幅がないものとして、創作性を否定
するものとして理解すべきであると思います。ただ、もち
ろん事実として対象表現以外にどの程度表現の選択肢
があるかということは、創作性を判断するための間接事実
にはなると思います。
上野先生から御指摘頂いたように、中山先生や私のよ
うな創作性の考え方は、競争法的な考慮に基づくものだ
といえます。先ほども述べましたが、私は、創作性の判断
においては、その作品が著作権の保護に値するかどうか
を積極的に議論する必要はなくて、ただありふれた表現、
他の創作者の自由な表現可能性を奪うような表現の保護
を否定すればよいと考えています。従って、私のような理
解によれば、他の創作者が同種の表現行為を行う場合
に対象表現を選択する可能性が乏しく、選択する必要も
ないという場合には、基本的に創作性を認めてよいと考
えています。創作性の判断は専ら競争法的な観点から行
えばよく、作品に創作的価値があるかどうかといった考慮
は積極的に働かせる必要はないと考えています。
ただ、一応注意していただきたいのは、競争法的な考
慮を働かせるといっても、競争法上の問題を全て創作性
の判断の枠内で処理しようという趣旨ではありません。例
えば、対象表現がありふれていない限り、著作物として
保護を認めても一般に競争法上の弊害はないとはいえ
ますが、プログラム等の機能的な作品については、標準
化の問題があるため、事後的に著作権の保護が競争政
策上弊害をもたらすということが当然生じ得るわけです。
だけれども、著作権法は創作法であって、創作時に権
利が発生するという立付けになっていますから、当初、あ
りふれた表現でないとして創作性が認められたものを事
後的に弊害が生じたからといって、創作性を否定すると
いうことはできませんし、また、そのようなことをすれば、
一旦発生した権利が保護期間中に突然消滅することに
なりますから、法的安定性が著しく害されることにもなる
わけです。ですから私は、創作性の判断では、創作時に
おいて著作権の保護を認めた場合に競争上の弊害が想
定されるものとしてありふれた表現の保護を否定すること
とし、その上で、一旦著作権の保護を与えたものについ
て事後的に競争政策上弊害が生じたような場合には別
途独占禁止法などの事後的な規制によってその弊害に
対処していくべきであろうと思っています。
このことは創作性の判断基準時の議論にも当てはまり
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ます。創作時にはありふれていなくても、事後的にありふ
れてしまった表現があるとすると、これを著作権で保護す
ることは確かに競争政策上弊害が大きいと思います。こう
した弊害に対しては、何らかの形で対処していかなけれ
ばならないといえるでしょう。しかし、それを創作性の判
断でやらなければならないのか、というのがここでの問
題です。
先ほど述べましたように当初はありふれていなかった
けれども、事後的に表現がありふれてしまった場合に創
作性を否定してしまうと、いったん発生した権利が突如消
滅することになって、法的安定性が著しく害されることに
なります。従って、もし仮に侵害時において創作性がなく
なったものに著作権の保護を認めることが競争政策上の
弊害をもたらしているならば、それは著作権法の創作性
の判断ではなくて独占禁止法などの事後的な規制によっ
て対処するしかないだろうと思います。
ただ、実際問題として、著作権法の世界において、創
作時に創作性があったのに、侵害時に創作性がなくなる
と、つまり創作時はありふれていなかったのに、侵害時
にありふれてしまうといったことが生じることはほとんどな
いだろうと思います。特許法のように、技術の世界では当
然そういうことが生じるわけですけれども、著作権法は文
化の世界のものですし、しかも表現という具体的なレベ
ルで保護を与えるものなので、創作時と侵害時とであり
ふれているかどうかの判断が変わるということは基本的
にはないと思います。ただ、さっき申し上げたように、プ
ログラムなどの機能的作品については、標準化の問題が
生じます。標準化された表現は他の創作者が競合品を
創作するために利用せざるを得ないものですから、これ
を一般の作品と同じように保護した場合には弊害が生じ
るということがあるかもしれません。そういった問題が生じ
たときには、独占禁止法などの事後的な規制が必要にな
ると思っています。
４ 補足的な問題
横山： 最後に補足的な問題として上野先生からご指摘
いただいた点に対する回答ということになりますが、競争
法的な選択の幅論を採った場合、模倣物はどう取り扱う
のか、ということについてお話ししたいと思います。私の
考えでは、創作性の判断というのは作成者の個性が表れ
ているかどうかを問わずに、基本的に表現自体を見て、
表現自体がありふれているかどうか、で判断すべきことに
なります。
従って、例えば既存の著作物を模倣した場合でも、そ
の模倣物から既存の著作物が感得できるわけですから、
その模倣物の表現はありふれていないことになります。
つまり、既存の著作物を模倣したものであっても、その表
現には創作性が認められるということです。模倣物であ
っても、そこに著作物が存在していることに変わりはない
のです。

ただ既存の著作物を模倣した人は、著作物を創作して
いるわけではありませんから、その著作物の著作者とな
ることはできない。だから著作物の利用に対して著作権
を行使することができないということになります。要するに、
著作物の模倣者の保護を否定する場合には、創作性の
判断のところで模倣行為に創作性がないという風に言わ
なくても、模倣者は著作者でないといえばよいというのが
私の考えです。
あと、人間の創作に関わらない表現、例えば自然物で
あるとか、あるいはコンピューター自動生成物など、こう
いったものの創作性をどう判断するのかということですが、
私のように創作性の判断のところで作成者の個性を問題
としない考え方をとると、例えばサルが描いた絵であった
も、客観的に見て人間が描いた絵と同じようにありふれて
いないということであれば、創作性があると判断すること
になるんだろうと思います。しかし、サルが描いた絵には
当然人の思想、感情が含まれていないわけです。著作
物というのはヒトの思想、感情の創作的な表現をいうわけ
ですから、ヒトの思想、感情が存在していない以上はそ
れは著作物とは言えないということになります。
つまり、著作物の要件のうち、「思想、感情」の要件は
作品とヒトとの結びつきを問題とするけれども、「創作性」
の要件は作品とヒトとの結びつきを問題としない、純粋に
客観的な意味で対象表現がありふれているかどうかを判
断すれば足りるのではないかと考えています。
以上、私の報告とさせていただきます。
Ⅲ ディスカッション
１ 横山報告について
上野： どうもありがとうございました。お話を聞かせてい
ただいていろいろ興味深かったです。こういうことでしょう
かね。つまり、著作権法というのは個性的な表現活動の
奨励を目的としているけれども、そこで言う個性的な表現
というのは、ちょっと高いレベルのものと考えられている
ようです。小説などは創作性が高くて、個性も強く表れる。
他方、つまらない作品があるともおっしゃっていましたね。
例えば、先ほどの編集後記みたいなものはつまらないと。
また、スメルゲット事件みたいに、単に商品を写真に撮っ
たものというのもつまらないと。ああいうものは、著作権法
が創作性の高い個性的な表現を保護しようとするときに、
一緒くたになって保護対象に入ってきてしまっているだ
けだということになるのですよね。つまり、本来、著作権
法はそうしたものを保護したいわけではないのだけれど
も、本当に保護すべき個性的な表現活動を保護するた
めに、どんぶり勘定的に入ってきてしまっているのだと、
そのように理解されている。だから、創作性というのは消
極要件なのだということになるわけですね。
それから、誰にとっての選択の幅かという点について
は、やはり私が思ったように、競争者にとっての、つまり
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競争者の視点から見ての選択の幅なのだなという風に思
いました。
ですからそこには、やはり基本的な考えの違いがあり
ますよね。要するに、従来、選択の幅論が考えているの
は、たくさん選択の幅がある中で著作者がどの表現を選
択するかということであって、選択肢の幅が広ければ広
いほど特定の表現を選んだことに意味があるわけであっ
て、そうした選択行為を行ったからこそ、つまり個性があ
るからこそ法的保護を与えようということになる。つまり、
知的活動をしたからこそ権利が与えられるという発想な
のですね。他方、中山先生とか横山先生の場合は、その
ように著作者が選んだことに意味があるのではなくて、競
争者の視点から見て、まだたくさん選択の幅が残されて
いるかどうかが問題とされ、選択の幅が残されている以
上、その中で競争できるから、特定の表現に著作権保護
を与えても競争を害することがないから、独占を認めても
差し支えないということになるわけです。
このように、同じ選択の幅という言葉を用いても、入口
のところで違うのかなという気がするわけです。
さて、その上で、中山先生と横山先生のお考えは、果
たして同じなのでしょうかね。先ほど、対象表現以外を問
題にしているのか、対象表現それ自体を問題にしている
のかということが述べられていましたが、中山先生がお書
きになられたものを見ておりますと、対象表現以外のこと
をおっしゃっているのかも知れず、その辺りがちょっと分
からないので教えていただきたいのですけれども、いか
がでしょうか。
対象表現自体の選択可能性とおっしゃっているのは、
例えば、さっき私が言った例で申しますと、年賀状などで
選択の幅があるかと言ったら 1000 個くらいあるかも知れ
ないけれども、その中である人が選んだ表現は、それは
誰でも選ぶ普通の表現だよなというような選択肢だったと
しますと、横山先生の場合、そのように最終的に選ばれ
た対象表現自体が他の人が使いたいようなものかどうか
を考えるということでしょうかね。
そうすると、例えば大隈重信像を写真に撮りましょうとい
うとき、立体だからいろいろな角度から撮れるわけですが、
そのような選択肢の中から、あえて正面から撮るというの
はどうかと考えると、それは、ほかの著作者もみんな撮り
たい角度だから、この場合は対象表現自体が他の競争
者も選択する蓋然性が高いという話になるということでし
ょうかね。
そうすると、中山先生と横山先生はどのような関係に立
つということになるのでしょうかね。競争者の視点からと
おっしゃりながら、基準時は創作時に設定するというのは
本当に一貫しているのだろうかというのは私も最初から思
っているところではあります。つまり創作者にどれだけ残
されているかということを問題にするのでしたら、それを
創作時に判断するのは理論的におかしくて、それは侵
害が問題となる時点で判断すべきではないのかなとも思
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われるところです。しかし、それでも基準時は創作時とい
うことになりますと、もし侵害時になって選択の幅に変化
があった場合は、著作権法ではなく独禁法等の別の法
律によって対処するということになるのでしょうかね。
あと、最後におっしゃった自然物については、例えば、
どこかの山奥の洞くつに入ったら壁に、誰が書いたわけ
ではなくて、自然にできあがった非常に美しい模様や鍾
乳洞があって、それをそのまま忠実に模写しただけだと
いう場合を想定したとしますよね。従来の考えでは、これ
は創作性がないから著作物性がないと考えてきたわけで
すよね。しかし、そこにでき上がった模様は人間が作っ
たわけではないけれども、客観的に見たら、ありふれて
いるわけではないから、それは創作性があるということに
なるのでしょうかね。その上で、そのような自然物は、こ
の模写を行った人が作り出した模様ではないから、その
人が著作者であることが否定されると、そういうことでしょ
うかね。
横山： そういうのはヒトの思想、感情がないから、著作物
ではないと思います。
上野： なるほど、自然物の場合は著作物性がないという
ことになりますかね。その上で、中山先生とのお考えの
違いについてよろしければご意見をお聴かせください。
横山： 私も中山先生の見解に完全に賛成というわけで
はないんです。というのも中山先生の教科書を読んでい
ると選択の幅というのは問題となっている表現以外に他
に選択肢があるかどうかを検討するという風に書かれて
いるんですが、これを文字通りの意味で理解すると、仮
に対象表現がありふれていたとしても、それ以外に事実
として他に表現の選択肢があるという場合には、いくらで
も他に書き様があるんだから創作性があるということにな
っちゃいます。しかしそれはおかしいと思うんです。だか
ら私は対象表現以外に選択肢があるとしても、他の創作
者が対象表現を選択する可能性が高い場合には、実質
的に選択の幅がないから創作性を否定する、そういう風
に選択の幅という概念を捉えるべきだと考えています。
上野： おっしゃるとおりで、選択肢の幅が広いのであれ
ば、他者は他の選択肢で競争できるのだから、ある選択
に独占を認めたとしても競争は阻害されない、だから創
作性は肯定していいのだという風に書いてらっしゃるよう
に読めるわけです。とすると、選択肢の幅が広ければ、
ある選択肢が非常にありふれているものであっても、独
占を認めて差し支えないことになってしまう。それは問題
ではないのかというのが先ほどの裁判例でも出てきてい
るということでしょうかね。
中山先生は、この学会でも「実はこの『ありふれた表現』
というのをどうするかというのは、けさ 9時半まで悩んでい
たのですが、統一的に説明するには、原則としては、たく
さん選択肢のあるものは『ありふれた表現』ではない、つ
まり保護してもよろしいのではないかと言うことになりま
す」と発言していらっしゃいます。学会は 10 時頃から始ま
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っておりますので、色々悩まれたのではないかと思われ
ます。
横山： ただ一つの解釈として、理論的には多数の選択
肢があるとしても、その中にありふれた表現が含まれて
いれば、その表現はみんな使いたいと思うわけだから、
実質的に考えれば他の選択肢が問題にならなくなるとい
うことはありますよね。
そういう意味で実質的な意味での選択肢がないってい
う考え方を中山先生も取られているのかもしれない。そう
すると他に選択肢がないということは対象表現がありふ
れているということと同じ意味になるんだと思います。
上野： そうですね。選択肢の幅が広くても、使い物にな
らない選択肢がたくさんあるという場合は、実質的に見て
選択の幅が狭いということになります。だから、そのような
場合にも、選択の幅は広いとみるのではなく、選択の幅
は狭いものと見て創作性を否定するという考えもあるの
かとは思います。私も悩んでいるのですけれども。
２ 質疑応答
上野： さて、それでは、皆さんの方から何かご意見ご質
問等お受けしたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
学生Ａ： 今日はお話いただいてありがとうございました。
選択の幅という話は初めて聞きましたので、ちょっとまだ
不確かな部分があるのですけれども、ちょっと思ったこと
を少し述べたいと思うんです。
今先生方がお話をされているのは、絵画であるとか小
説であるとかいう風なものを中心にされているんですけ
れども、私趣味が音楽なので、音楽の方から話をさせて
いただきますと、音楽というのは作るときには、最近の音
楽はかなり学校教育がしっかりしていて画一的な表現に
なりつつあると個人的には思っています。
コード進行を選んで、そのコード進行からあり得る音楽
の音の粒の流れ、メロディーラインを作っていくという過
程になりますと、音の選び方というのはかなり選択肢が狭
まっています。今は個人がインターネットでがんがん表
現できる時代になっていますので、現実に過去の 10 年
以上前に発表されたような音楽のメロディーラインとたま
たま作った音楽が一致してしまうということが最近だいぶ
起こり始めているんです。
ここで疑問に思ったのが、こういった例えば普通に自
分では創作したつもりなのに、過去にたまたま出ていた
ものと一致してしまったときっていうのは、これはどうなん
でしょうか、ありふれているとは言えないとは思いますし、
でもコード進行の選び方というのは結構選択肢の幅が狭
まっていて、なおかつそこから選び取れることができるメ
ロディーラインもかなり絞られてきているというのは、突き
詰めていくと全て世の中ありふれたものであふれてしまう
っていうことになり兼ねないんじゃないかという風に思い
ます。そうすると、選択の幅に着目するのはちょっとまず
いんじゃないかなと今ふと思ったんですけれども、いか

がでしょうか。ちょっと纏まってないんですが少しご意見
いただければと思います。
横山： 新しく自分が作った音楽が、客観的に見てありふ
れたものになっちゃっているということですか。
学生Ａ： いいえ、ありふれてはいないと自分では思って
るんですが、たまたま過去にプロの方が出されたものとメ
ロディーラインが一致してしまったというような場合です。
横山： しかし、過去の作品をそのまま真似して作ったわ
けじゃなくて独自に作っているわけですよね。
学生Ａ： はい、独自に作って作ってます。
横山： そうすると依拠してないから、問題ないということ
になるんじゃないんですか、著作権侵害にはならないわ
けですね。
学生Ａ： まあそうなんですけれども、でもそのコード進
行というのは選び方にかなり幅がないもので、幅がなくて
しかもコードラインをある程度選んでしまったものと、それ
とキーを写したものは恐らく同じ創作物になると思うんで
すね。
キーの変更は、そうしますとあるコードの並び方がプラ
スマイナス幾つかという数字みたいな概念になってきて、
その中で選べる音の幅というのも実際音はキーの中で十
二音掛ける二、三くらいの幅から思い切り飛ぶことはあり
得ないですし、ある程度選択肢の幅も狭まってくるという
風に考えてくると、どんどんありふれているものになって
いってしまうんじゃないかと。
横山： そうなってきますよね。そうしないとまずいんじゃ
ないですか。誰が作ってもある程度似通ってきてしまうわ
けですよね。収斂してくということですよね。そうするとそ
れは選択肢の幅が相当狭いということですから、そういう
ものに著作権の保護を認めると他の音楽を作ろうとする
人たちにとってマイナスになりますから、そこは創作性を
否定せざるを得ないのではないかと思うんです。
学生Ａ： でも、そうしてしまうと、もうこの先新しい音楽が
出てこない可能性が出てきてしまうんですよ。これでメロ
ディーラインはいいんですけれども、ここに歌詞を載っけ
たときに歌詞が違ったら曲は創作性として同じなのか別
なのかっていうところです。
横山： 歌詞は歌詞の著作物として保護されますよね。
学生Ａ： そうなんですけど、そのときにその楽曲を使っ
た音楽の方の著作権はどうなるのかという話なんです。
纏まってなくて申しわけないんですけれども、音楽って
いうのは小説や絵画よりも選択肢の狭い表現方法なので、
選択の幅というものを持ち出されてしまうと、創作性がも
のすごく否定される方向に動いていってしまうというのが、
多分私の根本にあるんだと思います。
どんどん似た音楽が毎日何十曲、何百曲と制作されて
いる現代においては、もうそれこそ我々が考えているよう
な音楽というのは、必ずほぼどこかで誰かがやっている
ようなことになっている可能性が恐らくもうあと百年、二百
年もしないうちに達成されると思っているんです。だから
157

＜春 季＞早稲田大学ロースクール正規授業

選択の幅を持ち出すのではなくて、あくまで個性として、
あるいは選択の幅は間接資料として見る程度に止めて
おくべきではないかというのが私の主張なんです。
横山： それはしかし、個性という観点から見ても同じこと
になるのではないですか。実際多くの人が自分の作った
のと同じようなものを作っているという状況であるわけで
すよね。それは個性という観点からみても、個性がないと
いうことで、創作性が否定されるのではないでしょうか。
上野： お話になっていることは分かります。つまり絵とい
うのは白いところに何描いてもいいので、どんなルール
もないわけです。言葉だって、確かに文法はあるかもし
れないですけれども自由と言えましょう。
他方、音楽は元々使えるパーツみたいなものが決まっ
ていて、そしてそれを用いるルールが相対的に厳しいか
も知れません。そうすると、音楽の場合、最初から制約が
大きいので、表現の選択の幅は予め決まっている。しか
も、おっしゃったようにより教育を通じてその制約はより一
層高まっているのかもしれません。
そうしますと、選択の幅が狭くなってきますから、創作
性が認められるようなメロディーというのがこれから減っ
ていくのではないかというご指摘かもしれませんね。
確かに、短いメロディー、例えばテレビ CM で一秒だ
け流れるジングルとか、ああいうものについて、本当に創
作性があると認めていいのかは問題となりますよね。認
めてしまうと、これを聞いた競業者は同じようなものを作
れなくなります。そして、全ての曲がネットにアップされて
いて全員聞いたことになっているというのであれば、それ
でもう依拠してしまっているとして、他人はもはや同じも
のを作れないということになるということでしょうかね。
そういう問題はあるのですけれども、しかし音楽もそこ
そこ長いものになれば、その選択の幅掛ける選択の幅み
たいに、選択の幅が広くなるでしょうから、そうだとすれ
ば、100 年経ったら音楽が作れなくなるというのはちょっ
とないかも知れませんね。
また、他人のメロディーを全く知らずに自分のメロディ
ーを作ったのであれば、独自に新たな著作権が発生す
るわけですよね。たとえ、過去に存在するメロディーとま
ったく同一でも、独自に作ったのであれば新しい著作物
となり、やや不思議なのですけれども新しい著作権が発
生するというのが著作権の世界なのですね。
ですから、結果としては、過去に存在したものと全く同
じものを作っても独自に創作したのであれば、著作権が
発生し、その人は著作者ということになります。もちろん、
音楽の世界は、他のジャンルに比べたら程度の差がある
かもしれませんけれども、選択の幅論を採ったからといっ
て大きな問題が生じるということはないように思いますけ
どね。いかがでしょう。
学生Ａ： 一つだけ。横山先生の選択の幅論というのは
選択の幅のみで判断されるんですか？
横山： 選択の幅っていう言葉は、実は僕はあんまり好き
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じゃなくて、結局その問題となる表現を他の人がどの程
度選択する可能性があるかという問題だと思うんですね。
それだけで判断する。
学生Ａ： 多分先ほどの私の考え方は、あくまで選択の
幅は資料として見て、さらに先ほど上野先生がおっしゃ
っていた独自に作ったというところの評価まで加えたら創
作性ありっていう方向に動くと思うんですけれども、でも
選択の幅だけ客観的に見ようとしたら否定される方向に
動いていきかねないんじゃないかということを考えている
んですが。主観、客観両方の資料として用いた方がいい
のではないかと。
上野： ちょっと分かってきました。つまり様々なメロディ
ーが世の中に出て来ると、こんなの十年前も五年前もあ
ったって、客観的に見てありふれてないっていう話にな
っちゃって、創作性を選択の幅だけで見ると創作性が否
定されてしまうことが、これから増えてしまうのではないか
ということかもしれませんね。ただ、それはないのではな
いでしょうかね。創作性のハードルは結構低いと思いま
すから。
学生Ａ： 低いんですけど、現実にその例を一個見てし
まったので。具体的は挙げなくてもいいですよね。
上野： いずれにしても独自に創作したのであれば、過
去にまったく同じものが存在するのであってもよいので、
その意味においては横山先生も完全に選択の幅だけで
判断しているわけではなくて、独自に創作したということ
も考えていらっしゃるということでしょうかね。
横山： そうですね。創作性の判断に新規性は必要ない
ので、私の立場から見ても過去に全く同じものが存在す
るというだけで、創作性が否定されることはないです。
上野： この議論、迷宮入りしやすいです。他には？
学生Ｂ： すみません、一点あるんですけれども。ちょっ
と理解が浅いもので、少し基本的なところからなんです
けれども、まずその著作権法を競争法的に考えるか創作
法的に考えるかというそもそもの対立があるように思うん
ですけれども、それによって著作権法っていうものの解
釈っていうのはどのように変わってくるのかっていうのが
そもそもわからないのがまず一点です。
もう一点目は横山先生に対してなんですけれども、あ
くまでも著作権法が個性的表現物の奨励を目的とすると
いう上位基準の下位規範として選択可能性ということであ
れば、この編集後記などは編集後記というだけで創作性
を一律に切るというも決して不可能ではないと思うんです
けれども、そういうことは可能なのかということです。
裁判例で、編集後記については肯定例と否定例に分
かれていますけれども、横山先生のご意見によれば、た
またま本来保護すべきでないのに入ってしまったというこ
とになるようです。しかし、そのような煩雑なことをするま
でもなく、一律に切ってしまうことは必ずしも不可能では
ないように思われるんですけれども、その点についてど
う考えるかっていうことを教えていだだきたいなと。
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横山： 第一番目の質問は創作法的と競争法的でどうい
うふうなケースで結論が変わってくるかというものですね。
そうですね、例えば従来の創作性に対する考え方の一
つとして、独自創作であれば保護していいという考え方
があったと思うんです。創作法的な考え方を突き詰めると、
その人が作ったんだから保護していいじゃないということ
も言えそうだけれども、独自創作であれば何でも保護し
ていいということになると、ありふれた表現も保護されるこ
とになって、その結果他の創作者の表現活動にとって非
常に負荷がかかると考えられるわけです。
競争法的に創作性を判断するというのは結局、他の創
作者に迷惑がかからない、他の創作者の表現活動の自
由が十分に確保されるように著作権の保護を考えていく
べきだということに尽きると思います。著作権法には創作
性の定義がありませんから独自創作であれば保護してよ
いというふうに解釈することもできると思うんですけれども、
そういうふうに単純に考えるんじゃなくて著作権の保護が
競争市場に及ぼす影響を考慮しながら、創作性の判断
をするということです。
学生Ｂ： 例えば、侵害判断のときに、何らかの基準や判
断について、そこで分かれるということではなくて、あくま
でも創作性の判断の中についてのみ…
横山： いや、例えばアイデア、表現二分論ってあります
よね。アイデアだって個性が表れることありますよね。創
作法的な考え方からすると、独創的なアイデアっだった
ら保護してもいいんじゃないという考え方もあると思うん
ですけれども、やっぱりそこはアイデアのような抽象的な
ものを著作権で保護すると、競争政策上弊害が大きいと
いうことで保護が否定されているのだと思います。だから
アイデア表現二分論というものも一種の競争法的な考慮
から導かれたものだと思うんですね。よく言われるように
アイデアか表現かの区別は大変難しいわけですけれど
も、それを決めるときには、作品を作った人の意思じゃな
くて、著作権の保護を認めた場合の競争市場に与える影
響を考慮して判断するということになるんだろうと思いま
す。そういう意味で、競争法的な考慮というのは創作性の
判断だけで問題になるわけではないと思います。
それと二点目ですけれども、例えばラストメッセージ事
件で問題となった編集後記のようなものは、別に著作権
の保護があるかどうかに関係なく、一般に作られるものだ
と思うんですね。だけど一口に編集後記といったって、そ
れこそ一流の作家が書けば個性あふれる相当立派な文
章になるかもしれないわけで、編集後記だからといって
一律に著作物の保護に相応しくないとは言えないと思う
んです。編集後記にも、個性の強いものと、大して個性
のないものもある。
でも、じゃあどういう編集後記だったら著作権の保護に
相応しい個性があるのって言われると、その判断は非常
に難しい。これを無理にやろうとすると恣意的な判断にな
ってしまって、本当は個性のある作品が保護を受けられ

なくなるおそれもある。だから、そういう判断は一切止め
てしまって、作品の個性の強弱で保護の有無を決めるの
は止めてしまって、ただ競争政策的に保護を認めるとま
ずいものだけを排除すると、そういうふうに解釈した方が
個性のある作品が漏れなく確実に保護されることになる
でしょうと。私はそういうスタンスを取っているわけです。
上野： 二点目についてですけれども、やっぱり横山先
生のお考えの背景には、創作のインセンティブを与える
のが著作権法の目的だという考え方があるのですよね。
だから創作法的に考えるのか競争法的に考えるのかとい
うのは、あまり二分論的に言うのはよくないかもしれませ
んけれども、創作法的に考える立場というのは、創作した
から当然に権利を持っているといいますか、いわば自然
権的に考えるところがあります。他方、競争法的に考える
立場によれば、もともと権利が認められているわけでは
なくて、創作のインセンティブを高め、競争によって創作
を促進するように、いわば人工的に権利を作ったのだと
説明されるのだと思います。
そうすると普通は、伝統的には前者のように、つまり創
作法的・自然法的に考える方が権利は当然強くなるのに
対して、競争法的に考えると、もともとない権利をインセ
ンティブのために必要悪として与えているということにな
ります。つまんない表現に権利を与える必要はないのだ
けれども与えているというわけですから、権利は当然結
果として弱くなってくると考えられます。
そういう違いがあるのですけれども、しかし従来の考え
方と申しますか、創作法的に考える立場においても、自
然権論とか権利論とか言いましても、著作権保護だけを
考えているわけではなく、著作権は一方の原理に過ぎず、
他方でユーザーの権利というものがあり、その調整が大
事であり、このバランスをどう計るかが著作権法の目的な
のだというふうに考えているわけです。だから自然権論
だとか創作法的立場によったとしても、結果としては競争
法的に考えているインセンティブ論と結構同じようなとこ
ろに行くように思っています。私と田村先生は、入口は違
っても結論は同じところに行き着いているということが実
は結構多いのです。他にはいかがでしょう。
学生Ｃ： 基本的なことなんですけれども、著作権法的観
点から個性というものを定義するとしたら、どのようになる
のかなというのがそもそもよくわからなくて、挙げられて
いる「高度な個性を要求するドイツの学説」からすれば、
多分その人でしか生み出せない感情とか思想を表現し
たもの、表現性とかそういうものになるんだと思うんです
けどそうでないわけですから、何らかの個性が表現され
ればいいと思っているので、個性の定義がよくわからなく
なってしまって、そのあたりについてお願いいたします。
横山： 個性というのは、本来、ドイツの学説が言っている
ように理解すべきものだと思います。個性が創作性の基
準だというのなら、やはり著作物の保護内容に相応しい
個性が表れているかどうかを問題とするとしたほうが筋が
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通った解釈であると思うわけです。しかし、実際には裁判
所がそういう意味での個性が表れているかどうかを判断
することは難しい。だから、個性といいながら、実際には
ありふれた表現でない限りは保護するという解釈が取ら
れているわけです。つまり、個性というのは、ありふれて
いないということの裏返しなわけですね。
だけど、じゃあ実際にありふれてないものを個性と呼
ぶんだったら、個性って何っていうことになって、そこは
よくわかりません。というより、私の理解では、現在の著作
権法において個性という概念は積極的な意味を失って
いるというふうに思います。
上野： やっぱり個性というものの意味が人によって違う
のだろうと思います。私と横山先生ももしかしたら違うかも
しれませんね。裁判官が、ある表現が個性的かどうかを
判断できないだろうと考えられるため、選択の幅がたくさ
んあれば、その中のどれかの表現を選択したということ
で、それなりに個性があるでしょう、人と違うでしょうと言え
ると考えられたわけですね。そのような意味で、個性とい
うのを選択の幅という概念で言い換えたつもりだったわ
けです。ただ、いくら選択の幅が広くても、その中に王道
みたいなありふれた選択肢があると、それについて創作
性を肯定してしまってよいかというところに難しさがある
わけですね。
そうすると結局、いくら選択肢の幅があったって関係な
くて、最終的に選択した表現に個性があると言えなけれ
ばならないということで、元に戻ってしまうのではないか
と思うわけです。そして、その個性はどうやって判断する
のかというのが残された課題ということになります。課題
が残されているのか、最初の問題に帰ってきただけなの
か、よくわからないのですけれども。
横山： そうすると、あえて個性というものを判断基準にし
なくてもいいんじゃないかという気がしますけれども。あり
ふれたとか。
上野： 言い換えているだけかもしれないということなの
ですよね。他にはいかがでしょう。
学生Ｄ： 例えば陶芸作品だとかだと、何かすごい有名
な先生が作っている茶碗とかで、その茶碗の形は確かに
茶碗、他の普通市販されている茶碗と比べるとやや個性
的かもしれないけれども、素人でも作ろうと思えば作れる
形っていう風な場合だと、それって著作物として認められ
るんでしょうか。
上野： 茶碗というと実用品なので、応用美術の話になっ
てしまうのですけれども、だけど絵でも、例えば、画家で
も、これは誰でも描けるかなと思ってしまうような絵を描く
人がいますよね。
例えば、白いキャンバスに一本の赤い線が入っただけ
のものとかです。画家が描いたらこれは著作物ですけど、
それと同じものを素人が描いたら著作物じゃないかという
と、それは何か違うような気もしますよね。白いキャンバス
の場合、選択の幅は無限にあるとも言えるでしょう。
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そうしますと、そこにはおよそ何を描いても創作性あり
ということになりはしないかと思われます。そうすると、最
終的に何も描かないで真っ白のままという現代美術もあ
ったりするわけなのですけれども、それも創作性ありだっ
て言うことになりかねません。もちろん、創作性は低いと
いうことになるのでしょうけれども、デッドコピーだとさす
がに著作権侵害になる。そうすると、例えば、画用紙を売
ることができなくなって困りはしないかと思うわけです。
横山： 画用紙の例だと、それは著作物じゃないんじゃな
いですかね。あるテーマをその白い画用紙が表現して
いるわけですよね。だけどそれはあるテーマを白で表現
しようというアイデアが決まれば、表現の選択肢としては、
多分一通りしかないわけだから、創作性は否定されると
いうことになるんだと思うんですね。
その陶芸茶碗のケースも、陶芸茶碗というと応用美術
の問題が絡むかもしれませんけれども、それは置いてお
いて、何となく誰でも作れそうだけど、細かく見ていくと違
いが出てくるという場合には、作品全体をトータルで見れ
ば他の作品と比べてかなり差があると思いますので、そ
の差が他の創作者にとって選択する可能性が低ければ
創作性があると判断していいんじゃないかと思います。
一見して何となく誰でも作れそうなものであっても、他
の創作者にとって実質的に表現の選択の幅があるので
あれば、保護してもいいという風に思います。
学生Ｄ： 例えば陶芸作品の場合だったらちょっとした色
合いとか、実際に手に取ってみないと違いがわからない
気がするんですけれども、例えばちょっと二次的著作物
の話になっちゃうんですけれども、陶芸作品のちゃんと
した原著作物があって、それで写真が撮ってあって、そ
の写真を見てああこういう茶碗とかこういう陶芸作品いい
なと思って、また別の人がそれに依拠して同じような陶芸
作品を作った場合っていうと、何かすごいその著作物と
して認められるとは思ってなかったから、陶芸品だから誰
でも焼けると侵害者は言うと思うんですけれども、それで
もやっぱりどういうところで判断するのでしょうかね。
横山： 選択の幅論からすると、一見して誰でも作れそう
だからというだけで創作性が否定されるということはない
と思います。原著作物に何らかのアレンジを加える。そ
れが誰でも作れそうなアレンジだったら創作性はないこ
とになるでしょうし、誰でも作れそうなものだけど、他の創
作者が選択する可能性の低いアレンジであれば創作性
があると判断されることになると思いますね。
上野： このくらいでよろしいでしょうか。私は、個性という
説明を避けて、選択の幅という観点から説明を試みたの
ですけれども、結局、選択の幅があっても個性が無けれ
ばダメというと、また個性の判断に帰ってしまうことになる
ということで、悩める私になおご意見がありましたらどうぞ
メールでお寄せくださいませ。いずれにしましても、今日
は横山先生から貴重なお話を伺いました。
どうもありがとうございました。
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Ⅰ はじめに
今村： 本日は、弁護士の福井健策先生をお招きして出
版社の権利についてお話をしていただきます。福井健
策先生は、芸術、文化、著作権法の分野に関係する法律
問題を取り扱う専門家として、様々な啓蒙活動も行ってい
らっしゃいます。エンターテイメントの分野では非常に著
名な先生ですから、これから弁護士になろうという、ある
いは法律家になろうという皆さん方のなかには、すでに
ご存知の方も多いと思いますが、改めてご紹介をしたい
と思います。
福井先生は現在、骨董通り法律事務所という、これは
青山学院大学の近くにある骨董通りでして、有名でオシ

ャレな通りですが、そこで弁護士事務所を経営されてい
らっしゃいます。 弁護士として、エンターテイメント分野
の法律問題を広く取り扱われていらっしゃいますが、こう
した活動とは別に、経済産業省や文化庁の文化政策や
著作権制度のあり方に関係する各種の委員会の委員を
担当されたり、日本大学藝術学部の客員教授もご担当さ
れていらっしゃいます。
著書、編著多数ございますが、最近のものとしては『著
作権の世紀―変わる「情報の独占制度」』1（集英社 2010
年）がありまして、たいへんわかりやすく現在の著作権の
問題について切り込んでいらっしゃいます。その他エン
ターテイメント関係のご著書、編著は多数ございますが
一つ一つ紹介すると時間がございませんので、関心を持
ったら調べていただければと思います。
今日取り扱うテーマは出版社の権利ですが、最近いろ
いろと話題として取りざたされております。特に電子ブッ
ク端末などの普及に伴って、書籍を取り巻く環境が変わり
つつあるわけです。そういう中で、出版社にとっても、現
在の電子出版を考えた出版の環境にどのように対応して
いくのかということが課題になっています。きょうはその点
に関しまして、福井先生から「出版社のライツと契約」と題
しまして、出版社をめぐる権利の現状や今後の方向性に
ついて幅広くご紹介をいただく予定でございます。
それでは、私はこのように拙いご紹介をしてしまったん
ですけれども、先生は非常に語り口、弁舌がさわやかで
鋭い方でございまして、私のモヤモヤした話し方をこれ
から払拭していただければと思います。それでは福井先
生どうぞよろしくお願いします。ご講義の後、時間を取っ
て質疑応答という流れにしたいと思います。
Ⅱ 講義
１．はじめに
福井： 福井でございます。本日はお招きいただきまして
ありがとうございます。大変味わい深いご紹介をいただき
まして。私こんな汗だくで現れて、弁舌爽やかでも何でも
ないんですけど、暑苦しいんですけれども。
それじゃ早速中身の方をいきましょう。わかりづらいと
ころがあれば、どうぞ手を挙げていただいて何でも聞い
てください。答えられない質問のときはスルーさせていた
だきます。まずでは電子出版とクラウドの潮流というところ
で、電子出版市場の現況の話を少しだけしましょう。
レジュメ（末尾掲示）は全部で五枚ありますけれども、
言うまでもなく一時間でこれ全部はお話しできません。だ
いぶ長目に書いてきましたけれども途中だいぶ飛ばした
りします。それから時間があればと書いたところは、実際
多分ありません。これはオマケで書いて来たんだと思っ
てください。
1
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２．電子出版とクラウドの潮流
(1) 電子出版市場の現況
福井： 電子出版とクラウドの潮流で電子出版市場の現
況ですけれども、今特に昨年電子出版元年と言われまし
たけれども、この動きのスタートはアメリカです。元々日
本は電子書籍では先行して頑張っていたんです。しかし
ながらいつものパターンで世界標準などは取れずにい
る間にアメリカでキンドルという専用端末が発売されまし
て、それまで低調だったアメリカの電子出版市場が一気
に盛り上がりました。
今だいたい年率で3倍ぐらいの率で伸びてきています。
これとんでもない話ですね。よって直近の数字だと 2009
年度で約 175 億円という市場を持っています。これが高
いかというと、十分大きいですけれども、相対的に言うと
大したサイズではありません。なぜなら 2009 年度の日本
の電子出版市場は恐らく 500 億円以上あります。この段
階でまだ日本は 3 倍以上の規模を持っているんです。
ただし日本は今年率で 30％ぐらいしか伸びていません。
アメリカは 3 倍ずつ伸びてますので、計算上は、計算し
たことないんですけれども、多分あと 2 年ぐらいでこのペ
ースが続けば追い越されるのではなかろうかと考えられ
ます。
もう一つの要素がありまして、日本の電子出版市場は
電子出版というにはちょっとぴったりこないで、モバイル
相手のなおかつアダルト系が中心なんです。かなりこれ、
比率が極端なほど寄ってるんです。つまり、電子出版ら
しい電子出版の市場規模というと小さくなっちゃうんです。
だからその点で言うと既に抜かれているということもあっ
て、今のところはアメリカに対してどういう風に対抗してい
くかというようなそんな文脈で語られがちです。
端末、リーダーに関しても例えばシャープの「ガラパゴ
ス」、ソニー「リーダー」こういったところがシェアの大半を
握っている「iPad」という専用端末じゃないけれども、それ
的なものを猛追しているという状態です（注：当時）。
さて、こうした電子出版市場をさっき産業の規模の話を
しましたけれども、紙のいわゆる出版市場と比べるとどう
かというと、今のところまだものの数にならないくらいの市
場規模です。紙の出版市場がだいたい今 2 兆円ぐらい
の市場規模を持っています。雑誌と書籍合わせてです。
これかなり大きいですよね。電子はそういったアダルト系
が多いというかなり偏った市場でなおかつ 500 億円強。
2010 年度は予測値で 670 億円。これでいっても 2 兆と
比べればまだまだ三〇分の一とかですか、大したことは
ないです。ただし、こうした紙の出版市場は長期低落傾
向をずっと続けています。もう 10 年ぐらいずっとシュリン
クを続けているんです。いわゆる書籍の方は年率 3％程
度の凋落ですから大したことはないんですけれども、雑
誌がひどい。極端に落ちてきています。廃刊が続いてい
るのはもうご存知のとおりです。
何が悲しいって私が最も好きだった「ぴあ」という情報
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誌がとうとう休刊をしてしまいました。これは若い人が読
んでくれないからです。皆さんのせいで私の愛する「ぴ
あ」が廃刊になってしまったわけです。が、それは事情
があることなのでやむを得ないでしょう。
出版・雑誌どのくらい落ちてきているかというと、98 年
に2兆5000 億円の市場があったのが、約10 年後の2009
年に 2 兆円を切りました。このぐらいならまだ何とか、厳し
いけれどもまだこのぐらいなら対応できる落ち方です。新
聞はもうちょっと酷くて、2000 年に2兆2000 億円あったの
が、2009 年には 1 兆6600 億円と、こっちの方が落ち方が
大きいです。
もっと酷いのは CD です。音楽レコードと書いてあるの
はおおむね CD 産業なんですけれども、10 年間で 40％
にまで落ちました。6000 億円あったものが 2700 億円切っ
ちゃった。このぐらいだとかなりというかめちゃくちゃです。
CD が売れてないのは皆さんわかりますよね。渋谷の
HMV が閉まっちゃうときにあれは一つ時代を象徴する
出来事だったんですけど、渋谷なんていいんですよ。今、
マンハッタンに行くとマンハッタン内にレコード店は一店
もありません。全部潰れました、全部ネットに食われまし
た。それは CD という形でネットで売れている部分はある
んだけれども、でも市場がぐーっと縮んでいることは間違
いない。
これで音楽産業の危機だという風に言うと、異論を唱え
る人がいます。「いや、音楽産業の危機じゃなくて、そり
ゃ CD 産業の危機でしょう。CD は確かに売れなくなって
いる、6000 億から 2500 億になったらそりゃ売れなくなっ
てる。でも音楽、例えば音楽配信こういうものを含めた音
楽産業全体は別に落ちてないよ」という、そういう説明も
あります。
なぜかというと、JASRAC という団体があるわけですね。
音楽著作権協会、日本中で音楽が使われるとだいたいこ
こにお金が入ることになっています。年間どのぐらい入る
かというと 1000 億円入ります。著作権収入だけで 1000 億
円ですね。あ、こちら寄付講座でしたね。なんで高林先
生が笑ってるのかと思って。
そうですね、1000 億円もあるといろいろなことができる。
非常に意義のある講義もできるという。実際これは群を抜
いて大きな収入です。著作権関係の団体で、この足元に
及ぶ収入を上げているところは他にありません。
このJASRACの著作権収入ですけれども、減ってない
んですよ。実を言うと直近ではちょっとだけ落ちたんです
けれども、本人達は落ちたって言ってちょっと危機感持
っているんですけれども、周りから見ると高い水準が維持
されているんです。だいたい 1000 億円ぐらいです。
むしろ長期的に見ると微増してきた。ということは、音
楽がビジネスで使われると著作権収入は入ってきて、そ
の著作権収入が減っていないということは、その音楽産
業の全体の規模は別に落ちてないんじゃないの、ただ
CD から配信に移っただけじゃないのと、こういう指摘もあ
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ります。これは一理あります。だから多分こうなんでしょう
ね。6000 億から 2500 億に CD 産業が減った、その間を
埋めるほど音楽配信市場がゼロから 3500 億円に上がっ
ているんだったら、これは確かに全くもって落ちてないで
すよ。
実際は違う、音楽配信市場はせいぜい 1000 億円にし
か上がりません。CD と足しても 3500 億円です。ということ
はやっぱり 6000 億円時代からするとだいぶ落ちているこ
とになりますね。これに対してはこういう説明があります。
それはやっぱり JASRAC の収入が減ってないということ
は、クリエーターに入るお金は変わってないんだよと。
だから音楽を生み出す側から見れば市場は別にシュ
リンクしてないんだと。ただ CD は、CD 製造しなきゃいけ
ないじゃないですか。それを流通させなければいけない。
CD ショップでそれを売るでしょう、そういう言ってみれば
無駄な、私が言ってるんじゃないですよ、そういう議論を
する人がいう、中間搾取分というか中間流通分が、無駄
が省かれた結果として 6000 億は 3500 億になった。でも
クリエーターに入るお金は変わってないんだから、音楽
産業としては別にそれは悲しむべきことじゃないんだと。
こういう風に議論します。
なるほどネットデジタルによって、中間流通業者なりそ
ういう関与している関係者の食い扶持は減るんでしょう。
でもクリエーターにとっての食い扶持が減ってないなら
いいと。もしも、CD ショップの店員とか、あるいは CD を
製造する会社とか、それを流通させる会社を音楽産業と
見ないなら、この議論は正しいでしょう。
作詞・作曲家とミュージシャンとせいぜいプロデユー
サーまでが音楽産業だっていうんだったらこの議論は正
しいでしょう。でももし CD ショップの店員も含めて音楽産
業だと思うならやっぱり産業は 2500 億円分シュリンクした
と。つまり我々はデジタル化、ネット化の中で一体どこま
でをコンテンツ産業と見て、産業の危機があるのかない
のかということを考えるのかということも問われているんだ
と思います。
ちょっと横道にだいぶ逸れました。このように、コンテ
ンツ系の産業は長期的に見るとどれも一貫してシュリンク
を続けています。その原因は複合要因だと言われていま
すけれども、一つの原因としてデジタル、ネットがあるだ
ろうということはよく指摘されます。
なぜかというと、一つだけ全くシュリンクしていない産
業がある。コンテンツ産業で、それは表で言うと一番下に
あるライブイベント産業です。ライブイベント産業は 2001
年の 9200 億円から 2008 年には 9600 億円と、むしろ微増
しているんです。他のコンテンツ産業が全部一貫して落
ちている中で、ライブイベント産業はむしろ伸びている。
これはデジタル、ネットで代替できないから。
我々はユーストリームでライブイベントを見ることはで
きますけれども、あれで見たから行かなくてもいいやとい
う人にはあんまり会ったことないです。ユーストでライブイ

ベント見ても行きたくなるだけなんです。
その意味で言うと、実は面白いことにライブイベントこ
そがネット産業と本当の Win-Win なのかもしれないです。
食い合ってないという意味でそうかもしれない。このライ
ブイベント産業というのは非常に強い産業ですよ。まず
市場規模が、皆さんが思っているより多かったでしょう。
約 1 兆円、これは主要スポーツとテーマパークを入れて
るんですけれども、二つ除いちゃうとまあ数千億円減る
んですけれども、それでも皆さんが普通思うよりもライブ
イベント産業というのは産業規模大きいです。
なおかつ、この周りに金銭化できない裾野がかなり広
いです。わかるでしょう。皆さんもお知り合いでライブイ
ベント系のことを何かやってらっしゃる若い方って、かな
りの確率でこの産業の集計の中に入ってないんです。だ
から裾野が非常に広いんです。さらに言うと、貧乏に強
いんです。低コスト体質が染み付いているんです。皆さ
んの周りでバンドとかやってる方を思い浮かべてください
ね。低コストでしょう？低コスト体質が染み付いてるから、
貧乏に耐えるんです。
だから不況になるとコンテンツ産業が、今バタバタと倒
産が多いんですけれども、ライブイベントも倒産するんで
すけれども、ライブイベント産業の人たちは倒産しても消
えません。何かまだその辺にいてやってます。そういう根
強さを持っています。
このライブイベント産業を脅かす存在はないんだろうと、
これは潰しても死なない強靭な産業だなと。私ライブ出
身なんですよ、だからこういう冗談言えるんですけれども。
強靭な産業だなと思ってたら、このライブイベントを脅か
す存在が今年発生した。それは東日本大震災です。今
はライブイベントは危機に直面しています。皆さんも是非
会場に足を運んでやってください。
さて、だいぶ横道に逸れてしまいました。こんな風に
複合要因といいながら、多くのコンテンツ産業はシュリン
クを続けており、それはデジタル、ネットによって食われ
ているのではないか、いわばフリーの脅威、これに対処
できていないのではないかというようなことが指摘をされ
ます。
(2) クラウドの潮流、拡大する「フリー」と自炊ブ
ーム
福井： さてそういうことでちょっとクラウドの拡大する「フリ
ー」と自炊ブームという風に特に出版に注目しながら、そ
れがデジタル、ネットの新サービスとの間でどんな共同
作業や軋轢を生んでいるのか見てみたいと思います。と
いっても、大して時間を割けないのでちょっとだけです。
いわゆるクラウド系のサービスには様々なものがありま
す。私はここで幅広くクラウドというのは、要するにネット
の向こうからコンテンツとかソフトウエアとかサービスとか
そういうものを取り寄せるのは全部クラウドなんだと。こん
なふうに広く解釈させていただきます。
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① ストレージ
福井： 多くのものが生まれ、今のネットサービスの中で
当然中心的な存在ですよね。しかし、その多くは著作権
の論争を招いてる、あるいは伴っています。つまりグレー
とほとんど同義のようなクラウドサービスは多いですよね。
ストレージ系のサービスですら、日本ではMYUTAという
裁判があって、これでは違法だという評価を受けていま
す。MYUTA は少々特殊な事情もあったわけですから、
これから起こる、こういうさまざまなストレージサービスが
同じように議論できないとは思いますが。
② 自炊ブームとスキャン代行
福井： それに比べると、もっとストレートに著作権上の議
論を招いている、それは「自炊問題」です。皆さん自炊と
いうのはご存知ですか。自炊知っている人？電子書籍の
自炊を知っている人？手を下げた人がいますね。どうい
うことで今、自炊で手を挙げてたんでしょうか。
まあ何割かという感じで思ったほどは浸透してないで
すね。自炊というのは、電子書籍元年と言いながらも、あ
んまり点数がまだ揃ってないんですよ。
コミックスなんかは結構手に入りますけれども、それ以
外の文芸書なんかだと、これ読みたいなっていうものは
必ずしも電子書籍じゃ売ってないわけじゃないですか。
そこで売ってないなら自分で作っちゃおうと。それから持
っている蔵書があんまり多いから整理したいと、こういう
人がいるわけです。
漫画のファンもそうですけれども、本当の本読みという
のは 1 万冊単位で本持ってますからね。あれ 1 万冊とい
うと 2 トン以上あるらしいですね。で、床が抜けるわけで
す。だいたいこう沈んでくるんですよ。
じゃあ減らそうというんで電子化を図るわけです。とい
うことで、昨年度非常に売れたのが裁断機です。紙の本
をざっくり裁断して、そう、もう一回やってください、皆さん
にちょっと見てください。はいどうぞ。
学生： 背表紙のところをざっと切って、単なる紙にして、
オートフィーダー付スキャナーでスキャンして取り込みま
す。
福井： そう、こう入れるんですよね。これ入れると裏表同
時にスキャンしてくれますから、簡単なんですね。裏表入
れ替える必要がない。これ大きいですよ、そうでないと一
ページごとに表裏になっているから結構大変なんですけ
ど、裏表同時にやってくれるからページ順番ごとに入りま
す。欠点は見開きページがどういうことになるかちょっと
想像していただくと、真ん中あたり切れているわけですよ。
というか見開かれてないです、だいたいね。3 分から 5 分
ぐらいでいいです。慣れればですね。慣れない人が悲
惨な失敗をしたっていう話はゴロゴロしてますけれどもね、
自分の指を落としたみたいな、そこまで悲惨なのはあまり
聞いたことがないです。これで大量にスキャンをする。こ
れ自体は違法でしょうか適法でしょうか？
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これは自分の本を自分で、自分の本じゃなくてもいい
ですけれども、自分で楽しむためにスキャン、というのは
複製ですよね。自分で楽しむために複製を行うならこれ
は私的複製です。これは適法です、ですから自炊はい
いのです。出版社はあんまり大量にやられるとちょっとツ
ライなって顔をすることがあるけれども、まあでも基本的
にはいいのです。
ところが、これ自分でやる人だけではない。第一にあ
の裁断機買いませんね。あれ家にあると何かいやじゃな
いですか、怖いじゃないですか。それから、やろうと思っ
たけど止めたという人がいますね。自分で最初の一冊目
を裁断したときに、本の声が聞こえたというんです。それ
でもうできなかったって、というわけで業者に頼みます。
これで登場するのがスキャン代行業者というわけです。
有名なのは「BookScan」とか「スキャポン」とか。なんせま
だ出来上がって一年ぐらいですよ。一年間でガーって出
てきて今何業者いるかっていうと、90 業者まで確認され
ています。すごいです。
だいたい一冊幾ら、どういう風にやるかというとダンボ
ール箱に詰め込んで、送ったら向こうで裁断して電子化
してデータ返してくれるんです。そのまま電子書籍にな
る。私も自分の本で一冊やった。で、裁断した後の本は
処分するのが原則ですけれども、業者によっては返して
くれます。ここちょっとポイントなんですが。
それで、こんなこともできます。アマゾンで買った本を
そのまま業者に送らせて、業者が電子化して送ってくる。
箱で送って 50 冊とかね。一体一冊どれくらい取られると
思いますか。やったことある人。一冊裁断して電子化して
送り返してくる。
学生： 500 円くらいですか？
福井： 100 円です、一冊 100 円。標準的な価格でね。一
番安いので 25円というのを見たことがあります、25円。価
格競争が一部起こってますね。一冊 100 円で電子化され
るから、大変お得です。追加100 円出すと OCR かませて
くれます。ということは全文検索できます。ですから、私な
んて何ていうかバカですから、自分が書いた本でも何書
いたか忘れてますから OCR で検索できるとすごく便利で
す。これ書いたかな、なんて、この冗談前に本で書いた
な、書いてたら今度の本では書けないな、とか思ったら
調べると便利です。こんなことができます。
さてこれ、違法か適法か。現在の通説的な理解ではこ
れは違法です。なぜなら私的複製は、代行はできないと
伝統的に解釈されてきたからです。たまに何とかならな
いのか、みたいなご意見も伺うところではありますが、有
力説は違法という風に言って間違いなかろうと思います。
私もこれは違法だと思います。
このスキャンをした後の裁断本というのは、処分をして
しまう業者も多いけど、返してくれる業者もかなりいます。
また処分される保証はどっちにしてもありません。さて裁
断本は、余っちゃった裁断本をその後転売することは、こ
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れは適法でしょうか違法でしょうか？
これは適法です。裁断本は自分の所有物、あるいはそ
の所有者から業者が預かったもの、それを転売してはい
けないという法律はないです。ということは、裁断本の転
売、転々売は適法ということになります。もしもスキャンの
代行が適法ということになると、適法な私的複製の代行だ
からスキャンしました、はい裁断本転売します。その裁断
本を手に入れた人がまた私的複製の代行でスキャンして
もらいます。また転売、また転売と繰り返す。これ要する
にデータが無限に生まれてきます。
これはちょっと制度的に問題がある。こんなことを当時
予想していたわけではないけれども、今の現行著作権法
を作るときに私的複製っていうのは零細なものだから、家
庭内で行うような小規模なものは著作権法及ぼさないで
いいんじゃないのって言って制度を作った経緯がありま
すので、業者が大量に引き取ってどんどん代行スキャン
をするってことは想定していない。ということで違法だろう
という見解が強いと思います。今のところ裁判にも何にも
なっていません。
じゃあ業者はどういう理解でやってるんだというと、幾
つかの理解があるんですけれども、例えばこういう業者さ
んですとこのページのどこかに著作権についてという注
意書きが書いてあることがあります。その著作権につい
てという注意書きをクリックすると、送られてきた本は全部
著者の了解を得たものと想定しますって書いてある。
どうやら許諾を受けてスキャン代行をしているという理
解でやっている所が多いようですね。これが自炊ブーム
と「スキャン代行」の話。こんなときに、作家、出版社など
はあそこでいくらどんどんスキャンされて書籍が増えても
我々には一銭も入らないんだよな、というような伝統的な
議論を繰り返すわけです。
③ 取り込み配信
福井： 取り込み配信、今ある本をどんどん例えばスキャ
ンしちゃって、ネット上で提供しようよというような、グーグ
ル・ブックスのようなサービス、こういうことも行われていま
す。これも大規模な裁判がアメリカで行われました。日本
でもグーグル・ブックス和解という非常な社会論争を巻き
起こしたところです。今のところちょっと頓挫しています。
これ頓挫してますけれど、もし実現したらすごいですよ。
グーグルは今のところ1500 万冊電子化しています。世界
中の全書籍というのはだいたい 1 億 5000 万冊あるそうで
す。よく数えたと思うんですけれども、古今東西 1 億 5000
万冊あるんだそうです。そのうち既に 10％を電子化した
そうです。何がすごいって裁断してないんですよ。なぜ
か、世界中の 1 億 5000 万冊の書籍は書店などでは買え
ないのです。世界中のほとんどの書籍は既に絶版品切
れで書店では売っていないんです。
恐らく 1％とか 2％じゃないですか、普通に市場で新品
が入手可能な書籍は。残りの 98％や 99％は絶版品切れ、

書店などでは手に入らないんです。それが手に入る場
所は世の中でただ一箇所、図書館です。だからグーグ
ルは世界中の大規模図書館と手を結んでいます。ニュ
ーヨーク・パブリックライブラリーとかハーバード大学のラ
イブラリー、日本では慶應大学の図書館、こういうとこと手
を結んで毎日のようにトラックで大量の蔵書を運び出しま
す。それを裁断して返すと絶対怒られますから裁断しな
いんです。ブックスキャナーという機械でワーンってペー
ジをめくりながら自動的にスキャンしていくんです。すご
いですね。一台 1000 万円。とにかくお金がある。グーグ
ルも出てきたときにはもうちょっとかわいい存在だったん
ですけどね。いつの間にかこんなお金持ちになってしま
ってね。大変なお金です。
1500 万冊電子化してますから、もしこれを配信すると
いう計画が法的にクリアされたら、その瞬間世界最大の
電子書店の誕生です。さっきのツタヤガラパゴスとか比
較になりませんね。これがだいたい 3 万点。ちょっと比較
にならないです。これも著作権の論争を当然ながら巻き
起こします。なんせ蔵書をコピー、スキャンしてそれをネ
ットで公開しようっていうんですから、それは論争を巻き
起こしますよね。グーグルは今の所全文は必ずしも公開
してませんので誤解なく。今は検索ができるんです。
④ 投稿配信
福井： 投稿配信、こんなのもありますね。人々が投稿を
してそれを広く世の中に配信するというわけで、ユーチュ
ーブが代表なんです。親会社は言わずと知れたグーグ
ルであります。世界第 3 位のネットサイトとしてアクセス数
を誇ります。不動の第 1 位はグーグルです。この 1 位と 3
位の親子を合わせると、5 位以内の他の企業を全部合わ
せたよりもアクセス数が多い。ちなみに第 2 位は Face
book です。アメリカ国内では既にグーグルを抜いたそう
ですが。10 位以内に日本のネットサイトは入っていませ
ん。唯一アジアから Baidu が入っています。
ユーチューブ、15 分までの動画は誰でもアップするこ
とができて、世界中の人に見てもらうことができるという世
界最大のテレビ局。ついこの間6周年、まだたった6年で
すよ。6 周年のアニバーサリーのときに発表されたのが、
一日当たりのページビューが 30 億に達したそうです。一
日です、一日で 30 億。まあ 30 分の番組とかあまりないで
すからね。1 分とか 2 分とか多いですからね。30 分の番
組が 30 億回見られたのとは違いますけれども、一日に
30 億というのはやっぱりすごいですね。
強いです、どんなに強いかというとレディ・ガガの公式
チャンネル止めちゃうぐらい平気です。止まったんです
よ、先々週か、7 月 14 日。私ちょうどコラム書いたんです。
興味ある方ちょっとネットで見てください。レディ・ガガの
公式チャンネルがあるとき突然止まりました。著作権侵害
の動画が載ってるっていうんです。その著作権侵害の動
画の名前はスマスマです。という大変強い力を持ってま
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すけれども、これが著作権を巡る論争を常に巻き起こし
てきました。
なぜならばみんなが自分の気に入った、正に今のレ
ディ・ガガのケースがそうですけれども、みんなが自分の
気に入った動画をアップする。その中にはテレビのドラ
マとかテレビアニメとかがすごく多かったんですよ。だか
ら著作権侵害の上に成り立つサービスと言われた。
もちろんこれ無断で載っけてみんなに見せてれば公
衆送信権の侵害ですからね。アップした人は間違いなく
公衆送信権の侵害。ご覧いただいてるのはスキャン動画
と言われるものです。言わずと知れたこれは「ワンピー
ス」であります。「ワンピース」、あの白ひげ海賊団が海軍
本部に攻め込んだときのお話ですね。この後あの悲劇
が起こるわけです。
これがスキャン動画、どういうものかと言うと、漫画を発
売前に入手するんです。週刊の漫画っていうのは、実際
には売り始める一週間以上前に出来上がっておりまして、
かなり早い段階で流通に乗っているんですよ。地方なん
かだとちょっと早めに届いてたりする。その辺のどっかで
ちょっと功名心に駆られた方か何かが抜いちゃうんです
よね。
それでバラバラにしてスキャンして、この通り一ページ
じゃなくて幾つかのコマごとに読みやすいサイズにして、
それを順番に並べた動画にしちゃう。で、BGM を入れる
んです。この BGM がセンスが問われるんです。ほんと
ほんと。ですからおんなじエピソードが幾つも載ってるん
ですよ。僕の BGM で聞いてくれみたいなね。で、アップ
する。
これがだいたい、見たことある方、はい。大丈夫見ても
罪にはなりません。私はありますよ。見たことある方おわ
かりだと思いますけれども、これかなり見やすいですね。
その曲は許せないというときを除いて。これで見ちゃうと
確かに雑誌買わないかなという気が私もする。そうすると
これがかなりアップされると売上げやっぱ食うかなという
気がします。
だいたいどれぐらい見られているかと言うと、この回で
86 万回。さすがにすごいです。86 万回。コメントは、って
いうと、「高画質ありがとう」って、「選曲ミス」だって、酷い
な。これはユーチューブ、スキャン動画アップで日本で
始めての逮捕者が出た、その前にアップされていた。逮
捕してみたら 14 歳の少年でした。こんなのもかなり論争
を巻き起こすわけであります。
日本では論争はあっても、結局訴訟にはほとんどなり
ませんでした。今や削除の仕組みが非常に発達したこと
もあって、コンテンツホルダーは概してユーチューブの
ことをそんなに悪く言ってません。最初はもう蛇蝎のよう
に嫌ってました。あの海賊版サービスは我々の苦労の上
に、何が世界一のテレビ局だ、みたいな、そんな様子だ
った。
実際訴訟の直前まで行ったという話も伺います。が、
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現実には起きなかった。そうこうする間に削除の仕組み
が発達したものですからコンテンツホルダーは前ほどは
不満を持っていません。慣れてしまったとも言えます。
もちろん、これが市場を広げる役割を全く果たしてい
ないとコンテンツホルダーは思ってるわけじゃない。価
値もないわけじゃないしねということで、今だいぶ共存関
係が進んでいる。
アメリカでは大規模訴訟をやってます。バイアコムとい
うエンターテイメント巨大企業が、CBS とかパラマウントを
持ってるところですけれども、これが 10 億ドルの損害賠
償請求訴訟を起こしています。だいたい 800 億円ですね。
円高でちょっと目減りしました。彼らにとっては全然目減
りしてない、10 億ドルです。多いです。
さすがにこの規模だとさしものグーグル、ユーチュー
ブといえども敗訴したら多分即日サービス停止します。
かつてのナップスターがそうなので。この間ニューヨーク
で一審の判決が出ました。ユーチューブの全面勝訴で
す。やっぱり権利者から通知が来てから削除してればそ
れでいいんで、権利者から通知を受けて削除してる限り
はこのサービスそのものが違法とは言えないんだよとい
う判決を受けています。
この一審判決を受けるためにユーチューブ、グーグル
側が使った訴訟費用、つまり弁護士費用が 1 億ドル。80
億円ですね。つくづく弁護士やるならアメリカだなと。皆
さんまだ手遅れじゃないですからね。もちろん、これだけ
のお金を遊びで使うわけはありませんから、こんな訴訟
やっても何も変わらないなんていう書き込みをネットで見
たことありますけれどそれは違う。遊びで 1 億ドル使いま
せん。
これやっぱり、旧コンテンツ企業側と新プラットホーム
との間の覇権をかけた死闘ですよ。こういうことを真剣に
訴訟の場でやってるのが、アメリカコンテンツ業界のある
意味怖さでもあるし強さでもあります。日本ではこういう問
題が起きたときにやることは、丸めて、丸めていくことで
すから。この差が生まれます。
⑤ ファイル交換
福井： ちょっと時間かけ過ぎておりますので、幾つか飛
ばします。他にも幾つかのサービスがあって、二つ三つ
下ですね。もっとはっきりわかりやすく権利侵害ですよっ
て言うとファイル交換ですよね。Winny とか BitTorrent で
すかね。ネットの誰彼となく、相手とコンタクトを別に取る
わけでもなく、データを交換し合うことができる。これも減
りませんね。現在 Winny や国内の他のファイル交換ソフ
ト、シェアとかで流通している膨大な数のファイルのうち、
だいたい 10％ぐらいが漫画、コミックス、小説だという調
査結果が出ています。
こういう調査をさせるともう独壇場っていう ACCS という
団体がありまして、この ACCS がクローラーを使って調査
するんです、ガーっとね。そうするとだいたい比率がわ
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かるんですけど、10％ぐらいがコミックス、小説だというふ
うに言われています。その、ここまでいずれも要するに権
利者の許可は取らずに、広い意味でのクラウドでコンテ
ンツを流通させているケースですよね。その中にはグレ
ー、やり方によってはシロっていうものから、もうハッキリ
クロっていうものまであるけど、どれも無許可であることは
違いがなく、はっきりシロというものは一個もない。
今日紹介する中で次の二つは完全なシロです。もとも
と P.D.、著作権の保護期間が切れているものなどをネット
で提供する、国立国会図書館の「近代デジタルライブラリ
ー」です。これは明治期大正期、それから昭和前期つま
り戦前までの書籍を今前部デジタル化進めていて、その
うち著作権の保護期間切れのもの、それから文化庁長官
の裁定を受けたものを今ネット上で公開しています。実
に 24 万冊公開しています。すごいですね。長尾真館長
という元京大総長の方が今館長で、その方の主導の下で
一気に進めました。
大変パワフルなおじいちゃんですね。失礼な言い方
ですけれども、とてもステキな方です。そしてもう一つ尊
敬といえば紹介せざるを得ないのが青空文庫という著作
権保護期間の切れた P.D.の作品を、その作品を好きな
方が自ら手入力でテキスト入力して、それをアップすると
いう NPO があります。富田倫生という元ライターの方が中
心となって運営していますけれども、ついこの間一万点
目の公表を行いました。大変なもう自分の好きな作品を
みんなに見てもらいたいというだけの気持ちで、人々が
打ち込み続けた作品が一万点です。素晴らしいですね。
こちら画像です。この近代デジタルライブラリーがスキ
ャンしてますから画像です。グーグルも画像です。大抵
みんな画像です。青空文庫のはテキストです。入力した
テキストですから音声読み上げソフトも使えます。というこ
とは目の不自由な方も使えます。海外の日本語の漢字も
読めない方もこれで読み上げてもらえば聞くことができる
わけです。お年寄りにとっての拡大図書もすぐにその場
でデスクトップで作ることができるわけです。すばらしい
というか、ネットの集合知という言葉を私は全然信じてな
かったんですけど、青空文庫に出会ってからは信じるよ
うになりましたね。
さてこんな風にサービスの中にはグレーと言えるもの、
あるいはクロと言えるものも多い。でもそれらはユーザー
のニーズをつかんでいるには違いはなく、大抵はそれに
代替する正規サービスが手薄なんです。よって既存の権
利者、例えば出版で言えば作家や出版社は、当面はこう
した新サービスや新機器との提携を一方ではするでしょ
う。しかし、他方では許せない限度に達していると判断す
れば訴訟を、これまではあんまりやんなかった訴訟をこ
れからはもっと積極的にやるでしょう。よって、提携と訴訟
が並列、並行で進む状態がしばらくは続くのではないか
と予想します。アメリカも現にそういう状態です。
そうした中で、電子書籍にとっての今後の焦点は何か

と言うと、電子書籍の正規ビジネスが果たしてどう離陸し
ていくかと。今、上で挙げたものは広い意味での非正規
ビジネスですよね。別に悪い意味で使っているんじゃな
くて、広い意味では非正規ビジネスですよね。それはニ
ーズをつかんでいることは間違いないけれども、これば
っかりになってしまうとクリエーターに一銭も入らないの
は明らかです。そういうわけにもいかない。
じゃあ、これを補完しながら正規ビジネス、つまりクリエ
ーターや作品を生み出した出版社に何か収益還元のあ
る正規ビジネスをどう育てていくかってことが焦点になり
ます。正規ビジネスということは、いかにお金にするかと
いうんです。マネタイズです。今ネットのコンテンツビジ
ネスのキーワードであり、最大の課題はこのマネタイズで
す。いかにお金にするかです。なぜならばネットユーザ
ーはお金を払ってくれないからです。
一般論としてはですよ。私はどちらかというとネットでコ
ンテンツを買うのに抵抗は全然ないし、そういう人はたく
さんいると思う。でも一般的にはネットではお金を払わせ
るのは非常に難しいという風に言われてますね。
有名な宝島の電子書籍に関する特集号というのがあっ
て、その中で有名な「儲からないフローチャート」っての
があるんです。もし興味のある方はバックナンバーを読
んでみていただきたいですけどね。電子書籍について
のおたくの会社はどういう目的で電子書籍をやりたいと
思いますか、とかから始まるフローチャートなんですね。
フローチャート、どう選んでも最後は全部儲からないっ
ていうフローチャートなんだ。最後に目的は広告である
っていうのと直接課金であるって分かれるのかな。直接
課金であるというと儲からないに行くんですよ。払ってく
れない。広告であるって行くと、じゃあやっぱり儲からな
い。ほら広告だからお金入ってこないから。で、ダメじゃ
んってなるんだけど、別の言い方をすると、広告効果を
狙った広告モデルで若い人相手だったらなんとかなるか
もねって、どうやら宝島は言いたいらしい。
そんな儲からないフローチャートがあるぐらいマネタイ
ズはなかなか難しいと言われている。そんな中でどうや
ってマネタイズを図っていくかっていうと、今後の焦点は
二つあります。一つは契約と権利の明確化をどう図って
いくかです。この後ご説明します。そしてもう一つは電子
書籍や雑誌のラインアップをどう充実させるかなんです。
これ蔵書の点数比較ですね。日本はご覧のとおりだい
たい電子書籍ストアらしいところは 3 万点限界説なんで
すけど、今のところはね。古いこのパピレスなんかは超え
てるんだけども、でも洋書が大半だったり、漫画の比率が
高いとかね。
このラインアップをどう充実させていくか、とにかく 3 万
点では市場としてはダメなんです。ベストセラーだけネッ
トでついでに売るっていうんだったらそれでいいんです
けれども、それ本当の意味でのネットデジタルの強みじ
ゃないんです。ネットデジタルの強みっていうのは小ロッ
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トしか売れないもの、たくさんの数、例えば 10 万点は売
れないかもしれない、ひょっとしたら 100ダウンロードしか
ないかもしれないものを、大量に品揃えて 100 ダウンロ
ードずつ売って行くと、でもコストが低いからそれでも収
益が上がるよと。
これロングテールって言うんですけれども、これをでき
ることが強みなんです。だから点数をとにかく幅を広げな
きゃだめなんです。グーグルはさっき 1500 万点が発売を
待ってるって言ったけど、実際には許諾の取れたものと
P.D.中心で、一部先行させてもう発売始めてるんですよ。
これグーグルエディッションズって言うんですけれども、
300 万冊からスタートしました。ケタが違うんですよ。
ということで品揃えを揃えていかないといけない。とこ
ろが、この①と②は実は同じ問題です。品揃えを揃えよう
としたときに幾つもの課題があるけれども、その一つの課
題が契約と権利処理が面倒くさいんです。日本では既存
の紙の書籍について、それを電子化する権利を誰が持
ってるのかよくわかんないんです。
契約も権利も不明確なんです。後でご紹介しますが、
そもそも契約書を結んでないケースが大半なんで、わか
らない。わからないものは使えないんです。知財ビジネ
ス、権利ビジネスの世界で最悪なのはわからないことで
す。わかってどこかが持ってる、例えばディズニーが持
ってるとかいうと、交渉する身としてはすごく気が重いん
ですよ。タフですからね。
それでもディズニーだってわかっただけマシなんです。
わからないって言われたらもうほとんどお手上げです。と
いうことで、この契約と権利の明確化とコストをいかに下
げてラインアップを充実させていくかってのは、ほぼ共通
の問題を持っています。ラインアップの充実にとっての
課題は別に契約と権利だけじゃないですけどね。でも共
通の問題は持っています。
３．課題１：権利と契約の明確化
(1) 出版社のライツの現状
福井： さて、じゃあ契約と権利の明確化の話をもう少しし
ていきましょう。出版社のライツの現状、出版社の権利っ
て言うけどどんなものがあるのか。「社」の字は「者」という
風に書くのが正しいのかもしれませんが、やっぱりあまり
に業界で使わない用語なので、この「社」の字の方を使
わせていただきます。
① 「出版社」のパターン
福井： 出版社の権利というと、実は四つのパターンがあ
ります。一つは出版社のうち、あるものは専門書出版社
なんか、例えば医学書とか多いですけれども、著者から
著作権の譲渡を受けてしまって、もう著作権者になって
いるパターンがあります。出版社イコール著作権者です。
大勢の作家が関与するものはこのパターンが多いです
よね。
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辞書と各項目を書いた人が全員著作権をバラバラに
持ってます、とか言われてもしょうがないじゃないですか。
こういうのは譲渡を受けちゃって、著作権者になると。
でも多数派ではありません。多いのは次のパターンで
す。出版権の設定を受ける。これは著作権法上出版権と
いうものがありまして、著作権のように当然に生まれる権
利じゃないです。著作権者との契約で出版権を設定する
よ、って言われると出版社に出版権が生まれるのです。
言ってみれば複製権の中の出版に関わる部分だけ時
間を決めて譲渡を受けたような感じ。著作権譲渡じゃな
いんだけど、言わばそんな感じ。著作権の中の出版に関
わる複製権だけを 3 年なら 3 年間、期間限定で譲渡を受
けたような。これが出版権の設定を受けている状態です。
この特徴は後でお話しますが、従来は、これは強い権利
だという風に考えられていました。何より強いかって言うと、
次の③、④より強い。①よりは弱いですよ、著作権譲渡よ
りは弱いけど③、④より強い。
③は何か、これは単に出版を許してもらってるだけと
いう許諾、ライセンス、許可です。著作権は動かない、出
版権の設定もない、でもおたくは出版していいよという風
に許可、許諾を受ける。これが③です。その中でも独占
的な許可で、おたくだけが出版していいよ。他の誰にも
出版は許さない。これが③です。
最後の四番目、非排他的な許諾です。おたくには許し
てやる、でも他の人にも許すかもしれない。そんな変な
出版があるのかと。例えば有名な写真があるでしょう。そ
の写真を私の方に載せたいんですけどって言われたら
非排他的許諾になる。おたくに載せさせてやるけどこっ
ちにも載せさせるかもしれない。アンディ・ウォーホール
の「キャンベル缶スープ」を本に載せたいんですがという
申し込みは年間多分何千件ときます。
それで許可します、お金を払えばね、ウォーホール財
団は。それ非排他的です。ということで①、②、③、④が
出てきます。
② 出版権
福井： さてこの著作権は今お話したとおり、譲渡が可能
です。それに対して出版権というのはどういう権利なのか
と言うと、出版権というのはその著作物を原作のまま、例
えば翻訳などをせずに印刷その他機械的、化学的方法
で文書や図画として複製する権利を言います。
つまり、紙で出版する権利とほとんどニアリーイコール
なんです。元の作品、小説なら小説、漫画なら漫画を紙
で出版する権利、これが出版権だと言ってほとんど間違
いがありません。中山信弘先生なんかは電子メディアで
も有形なメディアの場合には出版権の対象にしてもいい
んじゃないかってお考えですよね。
私もそうかなとは思いますが、有形のメディア自体がだ
いぶ無くなってきてしまいましたので、あまり一般的では
ないのでここでは紙という風に説明しています。つまり何
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が言いたいのかっていうと、電子配信、いわゆる今どきの
電子出版はこの出版権の対象にはなってないっていうこ
とです。
つまりこういうことです。出版社は作家との間で出版権
の設定を受けていても電子出版はできません。その権利
はどこにあるのか。それは出版権以外の複製権だから作
家に残っています。それから、公衆送信権だからやっぱ
り作家に残っています。ということは、出版権の設定しか
出版社が受けてないんだとすると、理論上電子出版は作
家の一存でできるものみたいです。
例えば作家がアマゾンと手を組んじゃえば既存の本、
もう先月出したばっかりのベストセラーだろうが、作家とア
マゾンが手を組んで電子出版できそうです。それでいい
のかってのは別の話ですよ。でも、できそうに読める、こ
れが出版権の今の規定と解釈です。
他にも出版権には限界、弱点と言われるものがありま
す。出版社はそれを人に再ライセンス、再許諾することが
できないんです。ところが今、二次利用がこれだけ拡大
してると再ライセンスができないってのは非常に痛いで
す。例えば出版社は仮に出版権の中に電子出版の権利
が入っているとしても、どうせアマゾンに許可することは
できないんですよ。自分でやんなきゃいけない。集英社、
小学館、講談社ならできるでしょう。でも中小の出版社、
全国に 7000 ぐらい出版社ありますからね。中小の出版社
がそんなの自分でできるわけがない。単に PDF にしてウ
ェブに上げるぐらいならできるかもしれないけれども、課
金とかできませんよね。ということで、出版社は再許諾し
たいに決まっているのに、出版権は再許諾できないとい
う規定になっている。
他にも継続出版義務っていうのがあって、これがちょ
っとキツイんですね。ずーっと在庫を置いて、注文があ
ったらすぐに発送できる、出荷できる状態にしておかな
ければいけない。それをしないと出版権が消えちゃうん
です。しかし、世の中の大抵の書籍は在庫切れですよね。
出版社に絶版ですねって言うと否定します。「いや、絶版
じゃありません、在庫切れ再版未定と呼んでください」と
こう言う。これは絶版ですって言うと出版権が消滅しちゃ
うかもしれないということで、在庫切れ再版未定って言い
ますからね。でも在庫がない状態だと出版権の消滅の対
象になり得ます。
もう一つ大きな障害が、期間を特に定めない場合出版
権は 3 年で切れちゃうんですよ。法律上の出版権には更
新の規定すらありません。3 年で切れるんです。長く作品
を売ろうと思ったら 3 年は短いですよ。
こういったような議論があります。つまり、出版権の設
定を従来出版権の設定を受けるのが普通の出版社にと
っては一番強いんだって言われてたけれども、出版権の
設定を仮に受けていてもそれでは電子はどうもできない。
電子は作家の方の一存でできるらしいということになって
きて、そこで猛然と湧き起こってきたのが、じゃあもうウル

サイ出版社なんか飛ばしてしまって、作家は自分の旧作
をアマゾンならアマゾン、アップルならアップルと組んで
独自に電子出版できるじゃないかという中抜き論が勃興
してきました。
③ 「中抜き」と出版社の機能論
福井： この中抜き論に対してどんな風に考えるかです。
これは私が考えた出版社の機能論というものです。いろ
んな議論、多くの人が同じようなことを言ってると思いま
すけれども、中抜きをされると多分出版社は紙の市場が
縮小していて、その分電子出版に期待を寄せたいのに、
電子出版の部分は作家とプラットフォームで勝手に売ら
れちゃうとなると、でも本を生み出すためのコストは多分
変わらないので、出版社はそのコストの回収がないとより
厳しくなるから多分疲弊するでしょう。
中小のところなんかは多分倒産するかもしれません。
特に専門書にとって電子がかなり脅威なんですけれども。
専門書、実用書っていうのは通読する必然性が必ずしも
ないものだから、電子に取って代わられやすいと言われ
ています。それに対して文芸書やコミックスは危機感持
ってますけれども、実際にはあれはコレクションしたいと
いう欲望が強いから、電子はすぐにそんなに大きな脅威
にはならないだろうと言われている。
そういう意味では、実用書、専門書はかなり危機感持
ってますね。そういうところから潰れ始めるかもしれませ
ん。出版社が潰れてもそれ自体は別に悲しいことじゃな
いのかもしれません。歴史の中で淘汰されてしまう存在
ってたくさんいますから。でも出版社はひょっとしたらこ
んな機能を果たしてるんじゃないか、とちょっと考えてみ
ました。
作家を発掘し育成するような、発掘・育成機能を果たし
ているんじゃないか。ジャンプ読んでる方っていうか、
「バクマン」読んでる方は？少ない。いいですか、出版ビ
ジネスを知りたいなら私の話を聞くより「バクマン」を読む
べきです。いや、そんなことはない。でも、とってもあれ
はタメになりますよ。ちなみに漫画に登場する編集者た
ちは全員モデルがいます。同じ名前です。性格は全然
違います。作家を発掘し育成するというようなこと、例え
ば「バクマン」なんか見るとね、どんな風にそれを一生懸
命行っているかっていうのはわかろうかと思います。
いわゆる作家の三田誠広さんなんかおっしゃる、麦ふ
みというところをやってくれるわけですよ。そうでなけれ
ば独り善がりの自称作家がたくさん生まれるだけだと、こ
のようなことをよく言いますね。二番目ですね、作品の創
作をサポートし、時にリードする「企画・編集機能」。企画
案を考えてあげる。この文章じゃダメなんじゃないかと直
してあげる。データを持って来てあげる。ネタを探して来
てあげる。場合によっては代わりに書いてあげる。ありま
すよ。
実用書の世界ですよ。文芸書とか漫画でそんな例は
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あんまり私は聞いたことないですよ。むしろ直しが入ると
怒る作家さんってのがかなりいますけれども。これは戦
いです。私もわずかながらの著書に直しが入ると猛然と
怒ります。
ところが実用書の場合、中にはですが、作家とは名ば
かりで実際にはほとんど自分では書かない方もいらっし
ゃるようです。まあそれがいいことか悪いことかはともかく、
またそこまで極端なケースではないにしても、創作をサ
ポートしてリードする役割をかなり果たしていることは間
違いない。
文学賞には雑誌媒体に代表される信用によってよって
世に紹介・推奨する「ブランド機能」もありますよね、ジャ
ンプに連載されてる漫画だから読む、サンデーだから読
む。芥川賞だから読むんだと。ありますよね。宣伝し、各
種販路を通じて展開する「プロモーション・マーケティン
グ機能」。いつ売り出すのかどこの企画と連動させるのか。
ドラマ企画と連動させるメディアミックスで最初からこうい
うふうに展開するつもりで漫画書いてみようと。
五番目で、作品の二次展開において窓口や代理を務
める「マネジメント・窓口機能」これもやります。
そして以上の全てはコストがかかります。そして尚且つ
その本が成功してコストを回収できる保証は全くないの
です。ということは、これは投資です。だから、「投資・金
融機能」があります。
別に失敗したからといって作家にその分のお金を払え
とは言いませんね。また、作家が払えるような規模の投資
ではないです。ということは中抜きで出版社が疲弊しちゃ
うと、この部分の機能が無くなっちゃうんじゃないか。そ
れこそ出版文化の危機だとよく言われる出版文化危機論
の背景にある考え方です。
が、これは本当なのか、本当にそれだけの機能を出版
社が果たしているのか、またこれまで果たしていたとして
も、出版社が淘汰されちゃった後で、代わりにアマゾンが
それを果たせるならまあそれでもいいだろうって話があり
ます。じゃあアマゾンは果たせるのか、今のところ果たす
気がなさそうなのは間違いないんだけれども、将来は果
たせる、アップルは果たせるのか。という議論がこれはあ
ります。
著作権の議論っていうのはこういう市場における影響
とか、かなり法と経済学、あるいは法社会学とかの領域に
親和性があります。合目的的な、あるいは政策配慮に基
づいた解釈みたいなことも、それだけではいけないんで
すけれども余地のある分野だと、これは感じます。
(2) 今後のライツと契約の模索
福井： さて、今後のライツと契約の模索。現場はじゃあ
やってるのか、つまり、この中抜きされかねない状況をど
う改善しようとしてるのか。出版社の権利をどういう風にし
ようと出版社は思って動いているのかというと、例えば
2009 年には雑誌協会がデジタル推進コンソーシアムと
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いうのを作りました。だいたい危機のときにはみんな固ま
ります。黒船来ると固まります。2010 年 3 月ですね、一般
社団法人「日本電子書籍出版社協会」いわゆる電書協と
言いますね。で、契約モデル作りで大同団結すると。こ
れ日本の特徴ですよ。契約というのは普通各社ごとにバ
ラバラですよ。ところが日本は業界で組織を作って大同
団結します。
これはいいか悪いかではなく、作っちゃって「こうなり
ましたから」と言うと確かに相手もすんなりサインしたりす
る。これ日本の特徴ですね。こうなっておりますって言う
と日本人は素直になるんです。ということで、こういうモデ
ル作りもやりますね。
それから 2010 年 6 月です。「デジタル・ネットワーク社
会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」とい
う、作家や出版社やプラットホームやあれやらこれやら、
それこそ国会図書館から全部加わった懇談会を立ち上
げました。デジ懇と言われますね、俗に。三省庁が絡ん
だんで、三省デジ懇とか言ったりしますけれどもね。
ここが報告書を出しました。その中で書かれていたの
は、書籍についての権利がやっぱりバラバラで不明確な
のはよくないから、何らかの権利の集中管理が必要なん
じゃないかと。書籍版 JASRAC を検討していることになり
ます。立ち上げるとは言わない、検討すると。だいたいこ
んなもんですね。
① 出版社の選択肢
福井： もう一つは出版社への隣接権付与という聞きなれ
ない言葉が登場して、これは両論併記、議論はされたけ
どもやるかやらないか決めないで出版社への隣接権付
与も検討するっていうわけです。これは何なのか。出版
社には電子出版等で中抜きされないための動きとしては
三つ考えられるんです。
一つは、出版社が一生懸命主張をしております、「版
面権」というものがあります。「隣接権」って皆さんおわか
りですか。隣接権というのは著作権とは違うんだけれども、
それにいわばちょっと類似するような存在のものたちに、
ありていに言うとより狭い権利を与えます。これが隣接権
ですよね、例えば実演家の隣接権、実演家の権利なん
かがありますよね。
出版社にもこれくれよと。特徴は何かっていうと、当然
に与えられるんです。出版社であって、何らかの実質を
備えていないといけないんでしょうけど、出版社であれ
ば当然にその出した本に対してこの権利をあげます。こ
れが隣接権というものですね。それを版面権と呼びます。
昔からずっと版面権の要望というものが出版社にありまし
た。悲願です。
それはどういうものかと言うと、中身を書いたのは作家
かもしれないけれども、版面を作る上で出版社は頑張っ
てるじゃないか。こういうレイアウト決めたりブックデザイ
ンを作ってるじゃないかと。じゃあその版面を誰かがコピ
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ーしちゃうということに対しては、出版社も「ノー」と言える
べきだと。これが出版社の隣接権、版面権です。版面の
利用に対してノーと言う権利。
だいたい知的財産権って全部ノーと言う権利なもんで
すから、ノーという権利。つまり作家もノーと言える、「僕
の作品勝手に電子配信しないでよ」ともちろん言える。で
も出版社も言える、版面使って電子配信するなら出版社
もノーと言えるよ、ということは両方のイエスをもらわない
と、版面を使った電子配信はできないというわけです。漫
画なんかはこれで決定的でしょうね、あれ全部版面です
から。
これが一番目の選択肢です。当然法改正が必要です。
諸外国の例で言うとたしか西ドイツだったか、一つ例があ
るというように教えていただいたように思いますけど、多
数じゃない。出版社の隣接権、諸外国が必ずしも多数な
例ではありません。
二つ目の例、これは今のところ言ってるのは私だけの
ような気がするんですけど。いやそんな、新しい権利作
るなんて今の時代に通るわけがないとまではいいません
よ。でもハードル高いよ。だって今どちらかって言ったら
流通させやすいように権利を制約していこう、という議論
の方が強いわけですから、そういう中で新しい権利作る
なんて言ったら揉めると。
途中までうまくいっても最後の瞬間に潰される可能性
だって十分あるから、やりたいんだったらそれはよくない
んじゃない。それよりも、出版権の定義が紙しか含まない
っていう説明をさっきしたけど、あそこを一文変えてやれ
ばいい。出版権の定義の中で、電子出版を含むっていう
ことを一文加えてやればそれでいいじゃない。
そうすれば出版権の設定を受ければ出版社が独占で
きるわけですから、電子出版も出版社が独占。これ何が
すごいって、出版権の定義の中に電子出版が入ってくる
と作家もノーと言えるよという状態もう無くなりますから。作
家から出版権の設定を受ければ出版社は紙の本を出す
のと同じように電子出版もできるし、出版社の判断ででき
るわけです。ということは作品作って売り出した。紙で売
るか電子で売るかは一つのマーケティング戦略の中に
位置付けて紙で先行させて、その後電子で出しますよ。
電子と紙同時でいきます。バンドルで売ります。あるいは
電子先行で紙はしばらく出しません。
色んな組み合わせも出版社が自分のビジネス戦略で
行えますから、出版社にとっては多分いいんでしょう。な
おかつ法改正のハードルはこっちの方が低そうだと。と
いうのは従来の出版権に電子入ってないよっていうこと
を普通の人が聞いて、「それじゃ足りないかもね」と思うわ
けだから、出版権の定義改定の方がやりやすいでしょ。
欠点。出版権は設定を受けないと元々無いわけです
から、当然には与えられません。作家との話合いをしな
ければいけません。でもそれはしょうがないんじゃない
ですかと。だって紙の出版権だって、別に当然には与え

られないんだから。交渉してもらう、それでいいじゃない
ですか。その代わりもらうときにはデフォルトで電子もセッ
トで来るよと。これで十分じゃないんですか。これが二番
目です。
一番、二番は共に法改正を伴いますので、どうせすぐ
にはできません。今すぐできるのはこの三番だけです。
出版契約の普及と内容を改訂していくことだよと。出版契
約はこの後ご紹介しますが、あんまり契約書っていうのは
交わしていません。また、内容も不十分だったり曖昧だっ
たりします。要するにこれやろうよと、今すぐできる。今日
この瞬間にできるのこれだけだよ。一番と二番はあの当
てにならない国会に頼らないと通らないんだよと。
私ならそれには賭けないですね。それもやるかもしれ
ないけれども、それには賭けないですね。今国会に何か
を賭けるってのは、基本的には多分ビジネス判断として
はやらないということです。
さて、こんなようなことを考えています。ちなみに日本
ではこういう風に、出版権設定を受けると初めて紙につ
いてだけ独占できるということで、それがない限りは作家
に権利があるよっていう制度です。これはどうなんだって
言うと、周辺産業と比べるとだいぶ出版というのは実は権
利が弱いです。
② 周辺産業の例
福井： 周辺産業、例えばレコード産業。レコード産業の
場合、出版社に当たるのは音楽出版社っていう存在もい
ますが、恐らくこれよりもレコード会社でしょう。レコード会
社などは原盤と言って音源を作るための費用を出してる
ケースが多いです。貢献度は有体に言って紙の書籍に
おける出版社よりはちょっと低いかなと思うんですけれど
も、でも当然に隣接権は与えられています、法律上。契
約も含めて実演家の権利も全部管理しているケースが大
半です。つまり投資をした以上は、権利は一元管理をす
るよということをやります。
それに対して映画ビジネス。これはもっと強い。映画製
作者という、映画プロダクションなんかですけど、著作権
者です唯一の。出来上がった映画の著作権というのはプ
ロダクションが持つわけです。その後、大抵製作委員会
に譲渡しちゃうんですけれども、でもまずは持つんです。
映画監督は持ちません、という風に、他のジャンルでプ
ロデューサー的な存在っていうのは、権利を大抵一元管
理をしている。じゃあ出版社も新しい権利を作るか、ある
いは契約の改定かでそういう権利の一元管理を試みても、
いいのかもしれない。
出版社なんかではこういう視点は出てきてますね。現
実には難しいですよ。権利の一元管理とか言った瞬間、
もう作家の人なんか「冗談じゃない、我々の権利を切り崩
して出版社が持とうというのは絶対許さない」と。こういう
感じでしょうし、実際出版社も作家との関係がありますか
ら、そんなのくださいとはなかなか言えない。
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(3) 契約の現状、「書協新ひな型」と「雑協ガイド
ライン」
① 低い契約書締結率
福井： という中で、どの辺の権利の持ち方あるいは契約
のあり方が出版社としては現実的なのかなというところに
話がなる。契約の現状と、去年になって登場した書協の
新ひな型、それから今年にかけて登場した雑協のガイド
ラインを紹介して終わりにします。契約です。契約書の締
結率は申し上げたとおり低いです。2006 年段階の調査
では半分以下しかまだ出版契約書を締結していません。
古いものなんかはほとんど締結していません、雑誌も
ほとんど締結していません。ということは契約関係がそも
そも不明確です。この状態を改善しようというわけで、契
約書の締結率を上げるとともに、内容を改定してみたん
ですね、業界全体のひな型、書協という出版社の協会が
あって、そこのひな型。これが一般によく使われているん
ですけれども、これを改定しました。
② 書協出版契約書［電子同時］案(2010 年 11 月。旧
フォーラムからの変更点を中心に)
福井： どう改定したか。1 条というところで出版権設定と
いうのが従来多かったんです。これもパターンが幾つか
ある中の②案として残ってます。このフォームもある。で
も①案、より多く恐らく使われる方のフォームでは出版権
の設定ではなくて、出版の独占許諾ということが加わりま
した。
つまり、許可を得ているだけだっていう方に、あえて自
ら変えたんです。さっき出版社の権利には四パターンあ
るよって言ったうちの上から三番目。独占許諾という方に
会えて書式を変えました。もともと無かったわけじゃない
んで、あえてと言うとちょっと大げさなんですけど、でもこ
れを前面に出してきたことは間違いない。
出版権の設定も選べるようにはしてるけれども、でも独
占許諾も今まで以上に活用する姿勢を示したんです。と
いうことはどういうことかというと、出版権の設定は紙にし
か及ばないから弱点がある。第三者に再ライセンスでき
ないという弱点もある。
そこでいっそのこともう独占許諾にしちゃう。そうすると
第三者にサブライセンスできます。こっちを選んだよとい
うわけですね。加えて 2 条で全世界的な電子出版の独占
許諾も取りますと。電子の権利は独占しますと。これまで
あいまいな内容だったのを、独占するって明言しました。
よってこのフォームで契約書を交わせば、出版社は自ら
の独断でその紙の本を電子で出すのか、あるいはそもそ
も電子で出すのか。
こういうことを決めることができます。その他の二次利
用については、単に窓口になるだけです。対価、出版物
というのはしばしば発行部数に基づいた印税ですよね。
3000 部刷ったら 3000 部分のお金を払ってあげるよと、こ
ういう発行部数に基づいた印税。その意味で収入保証的
172

なことを出版社は従来やってました。よろしいでしょうか。
作家さん、おたくの 3000 部刷ってあります。それで
3000 部分の印税最初に払ってあります。というと価格にも
よりますけれども、100 万近いお金がポーンと払われるわ
けです。こういうのが従来の発行部数の印税。ところが電
子についてはこれはやらない。電子は幾ら売れるかわか
んないからそういうのはやらない。実際の入金額に基づ
くパーセンテージ。現在一般的と言われているのは、ま
だまだ変動中ですけれども、現在一般的と言われている
のは入金額の 15％を作家に払うよ、って言ってる出版社
が割と多いです。
多いと見るか少ないと見るか、入金額の 15％。従来の
書籍の印税は 10％ぐらいですから、それよりは上がって
いる。でも発行部数の保証が無いんだから、保証も何も
無い中で 15％です。10 ダウンロードしかされなければ、
それの 10 ダウンロード分しかもらえない。ひょっとすると
だいぶ少ないかもしれません、15％。だって電子で売る
ってことはコストはダウンさせます。そうしたら低いのかも
しれない。わかりません。
こういうことをやってますね。それから 11 条。これがか
なり特徴的な言葉が登場します。継続出版です。法文を
出版権設定じゃなくすれば、継続出版の義務ってなくな
るんです。出版権の設定じゃなくすれば、継続出版しな
くても構わないんです。つまり、在庫切れだろうが、3 年
なら3年間は出版社が権利を持つよって書いて構わない
んです。電子出版はもちろん構わないし、紙の出版でも
出版権設定しないで独占許諾だったらそう書いて構わな
いんです。
ところが、ここはなんか律儀でして、継続出版義務は
敢えて負うと。だから今でも在庫切れになっちゃうと権利
は消滅しちゃうんです。ただし、オンデマンド出版といっ
て、注文が来たらすぐに刷って渡す場合。これは在庫切
れとは見なさないよっていう規定を入れました。元々オン
デマンド出版をやってる場合って、私は在庫切れじゃな
かったんじゃないかなと思うんですけれども、いわば確
認規定ですね。入れました。
最後に、大して代わり映えしないけれども、実は一番
大きなポイントだなと思うのが 19 条です。契約の期間。こ
れはブランクになっています。従来どのくらいが多かっ
たか、紙の出版の時代にどのぐらいが多かったかというと、
一番多いのは 3 年なんです。法律の原則と同じ 3 年て書
くんですよ。
だいたい大半が 5 年以下という記載があります。ちな
みに出版契約書を交わしたケースがそうなんですよね。
交わしてないケースは期間は定めてないわけです。そ
の場合、法律の原則に従うと、さっきお話ししたとおり3年
ですよ。つまり交わしてなくても原則どおり 3 年。交わす
場合も 3 年と記載することが一番多い。ということは圧倒
的に 3 年が多い。
短いと思います。これから電子も含めて紙をロングで
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売っていこうと思うときに、3 年しか出版社の権利の期間
が確保できてないというのは短いと思います。恐らく多く
の出版社は、3 年で自分たちが一緒になって生み出した
本が引き揚げられるとは思ってないはずです。本気で考
えたら 3 年で引き揚げられるって契約にはちょっとサイン
できないですね。
他ジャンルでそんなに短い期間で契約結ぶっていうこ
とはあんまりないです。例えばレコード産業、収録された
アーティストの実演について、一体何年間レコード会社
は権利を持つか、永久です。実演家の権利は譲渡を受
けていますからね。映画についても永久です。出版社の
権利 3 年は本気で考えたらちょっと短いはずです。それ
ではビジネス展開は、ちゃんとしたプランニングは多分
できないと思います。
でも何でそんなことをこれまでやってきたか。切られな
かったからです。出版社はこれまでほとんど契約を切ら
れなかった。だから 3 年で書けたんです。最近切られる
ようになりました。そうするとこの 3 年はもっと真剣に考え
て書き込まなければいけなくなる。最短、最悪何年で切
られても、我々は最初の出版社として不満は無いのか。
作品を制作する苦労を一緒にやって、苦労をしているな
らですよ。何の苦労もしない出版社もいますけれども。も
し苦労をしてるんだったら、最初の出版を一緒にやって、
何年で切られても最悪ぎりぎり我慢できるのかを考えて
期間は記入すべきです。
それは恐らく作家にとっても同じです。だから作家と出
版社のまずここから真剣に話し合い始めましょうっていう
一つのポイントとなると思うんです。もう一つだけ、ガイド
ラインというものを紹介させてください。これは書籍につ
いての出版契約書ですけれども。
③ 雑協「電子的雑誌に関する肖像権等の権利処理ガ
イドライン」(2010 年 4 月）
福井： 実は雑誌についてはそういう契約書はそもそも交
わしてなんかいませんでした。
あり方についてのガイドラインを業界団体同士で取り
決めたんです。出版社側と、例えば作家側が。出版社側
と登場するアーティスト、芸能人側が取り決めました。こ
んなことが書いてあるんです。下の方のガイドライン。
2011 年 4 月って書いてある方のガイドライン。
電子的雑誌に関する肖像権等の権利処理のガイドライ
ンとあります。これは芸能人なんかの肖像を雑誌では使
うじゃないですか。それについて雑誌を電子化するとき
にどうしますかっていう扱いを芸能プロダクションと取り決
めた。そのときにはこう書いてある、ガイドラインで。電子
的雑誌を発行するときには、改めて芸能プロダクション等
の許諾を得ます。お金も改めて別途算出します。これが
ガイドライン。
このガイドライン、雑誌側のメリットって何でしょう。こう
いうガイドラインを取り決める、要するに団体交渉で、雑

誌の団体と芸能人の団体で取り決めたんでしょう。芸能
人の団体にとってのメリットは明確ですよね。無断で電子
化されない。そのときには追加の払いを受けられる。
雑誌側のメリットは何でしょう、この場合は。無断で電子
化できない、そのときには追加の払いが必要だってこと
を確認すること。皆さんが答えられたら天才です。このガ
イドライン出たとき以来の謎なんです。何でこのガイドラ
イン作ったのか。何のメリットがあるかわからないんです。
でも作っちゃった。
これどういうことか。日本の団体間協議では時々こうい
う問題が生じます。普通契約というのは交わさないより交
わす方がマシだというように、両方が判断したときに交わ
すんです。こんな契約なら交わさない方がマシだと思っ
たら交わさない方がいいんです。だからお互いが、交わ
さない状態よりは交わした方がマシだという判断がつい
たときに初めて合意に至るのが契約です。基本中の基本
です。
でも日本の社会は時々これを忘れます。合意すること
に価値があるという独特の風土があるんです。合意至上
主義です。破談してしまうってことはスキャンダルであり、
破談に終わるとなぜか関係が非常に悪化する。本当はビ
ジネスの話がまとまらないで破談に終わったって関係が
悪化する必要なんてないんだけれども、なんか関係が悪
化する。
だから、取り敢えずまとめたいんです。また不思議なこ
とに、日本ではとりあえず話をまとめると、何かその後優
しくなったりする。だから、このガイドラインはさっき謎だと
私は言ったけど、ひょっとしたらメリットあるかもしれない。
とりあえずガイドラインをまとめたよということで芸能プロ
ダクション側が安心して、以後急にものわかりがよくなっ
たりするんです。
もしかしたら、そういう深謀遠慮があって、雑誌側はこ
れを交わしたのかもしれません。でも皆さんは法律家とし
て当たり前ですけれども、これをやってはいけません。
空気で契約を交わしてはいけません。空気のために契
約を交わしてはいけません。そんな上級編は何年か先
にしましょう。
契約というのは、本来は団体で行動すればなんとかな
る、空気に従っていれば何とかなる、合意をすることに価
値がある。そういうものではない。オーダーメイドで個別
の戦略と個別の事情を反映して、相手との間で本音をぶ
つけあって、そうして交わさないより交わした方がましだ
というところを見つけ出して一致するものです。これは現
場でも全く変わりません。
ただし、こういう業界の事情を知った上で、その知恵を
使えるようになることは大事かもしれません。とは言って
も、日本では空気の議論って強いよ、っていうことを知ら
ない弁護士になるのは、あまりいいことではないです。日
本では空気が支配すること多いよと。ときにはそれを使
いこなすと自分に有利に交渉が運ぶことあるよと。それ
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は知っておいた方がいい。でも自分は空気に流されて
はいけないと私は思います。
④ 一律処理／統一書式の限界
福井： 時間をオーバーしてしまいましたのでまとめます。
今後は今申し上げたように、一律の処理や統一書式とい
うのは限界がやって来ると思います。よって、契約という
のはあくまでもオーダーメイドに、最後のところに記載し
たように、幾つかのパターンの中から、その出版社の戦
略にとって一番最適の契約の形を選んでいくべきです。
出版社は何を作家に与える代わりにどんな権利を要
求するのか。作家もしかりです。出版社から何をもらう代
わりにどの権利を与えるのか。戦略的な考え方ができる
ことが重要になるんです。そのためにはオーダーメイド
です。書式に意味がないというのではない。書式には意
味はある。ガイドラインにも意味はあります。団体行動に
も意味はあります。あるけれども、この発想はとっても大
事だと思います。契約はあくまでもオーダーメイド。
というのが恐らく出版社のライツの現在形ということに
なるのではないかと思います。数分オーバーをしてしま
いました。ここで一回切らせていただきましょう。どうもご
清聴ありがとうございました。（会場拍手）
Ⅲ 質疑応答
今村： 本来は質疑応答という形を取りたかったんですけ
れども、時間がオーバーしておりまして、次の授業に学
生の皆さんもいらっしゃると思います。授業の方はいった
んこれでおしまいにしたいと思います。
高林： ちょっと一つだけいいでしょうか。今、出版権設定
の改定などは無理なので、独占的な契約許諾でやって
いこうということですけれども、そうするとこの差止めとか

侵害されたときには、作家と出版社とは一緒になって訴
えていかないといけないということになるんでしょうか？
福井： そういうことですね。出版社が原告になるのはか
なり難しい、先生ご存知のとおり、独占のライセンスに基
づく損害賠償請求だけならひょっとしたら単独で試みて
もいいのでしょうが、現実にはそんなリスクを侵すよりは
作家と一緒に。そうすれば差止めという選択肢も出てくる
わけだから。
高林： そうするとそういう契約書を結ぶときに、侵害した
ときに作家って訴訟を起こそうという主体にはなかなかな
れないものですよね？
福井： なれませんよね。
高林： そうすると、そういう契約までしとくっていうことで
すかね。出版社が弁護士を雇って作家さんも原告になっ
てもらってやってくということを。
福井： はい、大抵は今そのパターンを選びます。作家
に立ってもらえるかどうかというのは、世間で思うほど出
版社は作家を支配はしていない、いや支配できてるどこ
ろかやっぱり作家先生様々なんですよ。だから出版社は
そんな無理強いはできないっていうカルチャーが強いの
で、会社にもよるんですけどかなり強いので、作家に相
談に行って作家がいやだよと言うとそこで訴訟をあきらめ
るんです。
契約書にそれを入れることはご存知のとおりパターン
としてはあるし、我々なんかもよくこういう条文入れたらど
うですかっていうことを提案することはあるけれども、仮に
入っていたとしても今の出版社のカルチャーとしては、
作家が嫌がったら契約に書いてあるからこの訴訟を起こ
してくださいと多分言わない。そんな感じだと思います。
今村： それでは福井先生、どうも今日はありがとうござい
ました。これで授業をおしまいにしたいと思います。

出版社のライツと契約
福井 健策
弁護士 ・ ニューヨーク州弁護士
日本大学藝術学部 客員教授
http://www.kottolaw.com
Twiiter: @fukuikensaku

1 電子出版とクラウドの潮流
1-1 電子出版市場の現況
米国：2007 年のアマゾン読書専用端末「キンドル」発売以来、民間主導・ハード主導で急拡大
2010 年 1 月、Apple が読書端末機能を有するタブレット型 PC「iPad」を発表
電子出版市場は 2009 年度 1 億 6950 万ドル（約 157 億円）で、前年比 2.8 倍の伸び
日本：読書専用端末などの先駆的取組み
現在はシェアの大半握る iPad を、シャープ「ガラパゴス」、ソニー「リーダー」、ドコモ「ブックリーダーSH-07C」などが猛
追中
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電子出版市場は「電子書店パピレス」「電子文庫パブリ」「eBookJapan」など競い合って拡大
2008 年度は対前年比 131％の 464 億円。2010 年度は 670 億円、2014 年度は 1530 億円との予測（矢野経済研）
⇒紙媒体での出版市場の長期低落傾向
（参考）文化産業の市場規模（デジタルコンテンツ白書、ぴあエンタテインメント白書による）
出版・雑誌： 1998 年 2 兆 5415 億円 2009 年 1 兆 9356 億円
新聞：
2000 年 2 兆 1851 億円 2009 年 1 兆 6605 億円
音楽レコード： 1998 年 6075 億円 2009 年 2496 億円
有料音楽配信： 2005 年 342.8 億円 2009 年 909.8 億円
TV 放送・関連サービス：2004 年 3 兆 5171 億円 2009 年 3 兆 3473 億円
（内、民放地上波
2004 年 2 兆 2092 億円 2009 年 1 兆 8311 億円）
映像ソフト： 2004 年 3754 億円 2009 年 2740 億円
ライブイベント：2001 年 9220 億円 2008 年 9693 億円

1-2 クラウドの潮流、拡大する「フリー」と自炊ブーム
・ストレージ（MYUTA、アマゾン・クラウドドライブ、iCloud...）
・自炊ブーム*とスキャン代行（スキャポン、BookScan など…）
*2010 年 12 月、「自炊の森」炎上問題
・取り込み配信（グーグルニュース、グーグル・ブックス*...）
*全世界 1 億 5000 万冊デジタル化計画、すでに 1500 万冊達成か
許諾作品を中心に、配信サービス「グーグル・エディションズ」を 2010 年開始
和解が正式承認されれば、グーグル・ブックスによる電子書籍も加わる予定だったが、
2011 年 3 月、NY 連邦地裁は和解案を不承認決定。「オプトイン」への修正を強く示唆
参考：福井健策「全世界を巻き込む、Google クラスアクション和解案の衝撃」（追記版）
http://www.kottolaw.com/column_090210.html
・投稿配信（ユーチューブ*、ニコニコ動画、Baidu ライブラリ**）
* 2011 年 5 月、1 日 30 億ビューに達したと発表
2010 年 6 月、「One Piece」発売前投稿により 14 歳逮捕
バイアコム社による 10 億ドル損害賠償訴訟
2010 年 6 月、NY 連邦地裁はグーグル側完全勝訴判決
「通知を受けて削除している限りは（＝オプトアウト）グーグル側は侵害責任を負わない」 ⇒バイアコムは控訴
**2010 年 11 月、日本企業が運営する「HotDocs」を承継
直後、多数のマンガ無断アップが判明 ⇒大量削除へ
・「投稿」的ダウンロード販売（アップル AppStore*、Android マーケット...）
*オープン 2 年半の 2011 年 1 月に累積 100 億ダウンロード突破、35 万コンテンツ超
オープン直後から、漫画、村上春樹・東野圭吾作品など海賊版販売続出
・ファイル交換（Winny、BitTorrent...）
・PD 中心のアーカイブ（国会図書館「近代デジタルライブラリー」*、青空文庫…）
*後述。以上は、基本的に無許諾混在モデル
・広告モデルでの絶版漫画再生「J コミ」*
*2011 年 4 月、「違法絶版漫画ファイル浄化計画」を発表
⇒当面、既存の権利者（作家・出版社）と新サービス／機器との「提携」「訴訟」が並行か
⇒今後、電子書籍のマネタイズをどうはかって行くのか？
①フォーマットの統一と共に、契約と権利の明確化をどうはかるか
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②電子書籍・雑誌のラインナップをどう充実させるか
*2010 年 12 月、「TSUTAYA GALAPAGOS」スタート時 3 万冊

2 課題 1：権利と契約の明確化
2-1 出版社のライツの現状
「出版社の権利」のパターン：
①著作権の譲渡／部分譲渡
②出版権設定
③排他的な出版の許諾
④非排他的な出版の許諾
著作権：著作者（著作物を創作した者）＝著作権者 が大原則 ただし譲渡可
*共同著作・集団創作 ： 著作権は共有に
出版権：「著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有」
・出版社からの再許諾不可
・引き渡しから 6 ヶ月以内の出版義務、継続出版義務（催告による出版権消滅）
・期間を定めない場合、3 年間で消滅
・出版権の登録
「中抜き」と出版社の機能論
①作家を発掘し育成する「発掘・育成機能」
②作品の創作をサポートし、時にリードする「企画・編集機能」
③文学賞や雑誌媒体に代表される信用により世に紹介・推奨する「ブランド機能」
④宣伝し、各種販路を通じて展開する「プロモーション・マーケティング機能」
⑤作品の二次展開において窓口や代理を務める「マネジメント・窓口機能」
⑥上記の初期コストと失敗リスクを負担する「投資・金融機能」
⇒実際にどの程度、果たされているのか？ 誰か代替できるのか？

2-2 今後のライツと契約の模索
2009 年 8 月、日本雑誌協会「雑誌コンテンツデジタル推進コンソーシアム」
2010 年 3 月、講談社・小学館など 31 社が一般社団法人「日本電子書籍出版社協会」発足
⇒ディジタル化のフォーマットや契約モデル作りで大同団結と報道
2010 年 6 月、「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」（デジ懇）報告書
⇒何らかの権利の集中管理の必要性」を検討（書籍版 JASRAC）、作家・出版社による価格コントロール、出版社への
隣接権付与は両論併記
出版社の選択肢：
1）版面権など、新たな著作隣接権の創設
2）出版権の定義拡大
3）出版契約の普及と内容改訂 （委任→独占許諾構成へ）
周辺産業の例：
音楽ビジネス：
著作権 音楽出版社→JASRAC などによる集中管理 に信託譲渡
原盤権（著作隣接権） レコード会社などによる一元管理
著作者・実演家 には印税配分
映画ビジネス：
著作権 映像プロダクション→製作委員会など資金提供者 に譲渡
監督・脚本家・音楽家・実演家（一部） には基本的に印税配分
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2-3 契約の現状、「書協新ひな型」と「雑協ガイドライン」
低い契約書締結率：
書協「出版契約に関する実態調査」（2006 年 3 月）によれば、過去 1 年間の新刊書について、書面による出版契約書の
締結率は 45.9％
書協出版契約書［電子同時］案（2010 年 11 月。旧フォームからの変更点を中心に）：
1 条：全世界での出版の独占許諾、再許諾可（①案）／出版権設定（②案）
2 条：全世界的な「電子出版」の独占許諾。再許諾可
⇔その他の「二次的利用」（翻訳含む）は「委任」のままで条件は別途協議（3 条）
4 条：対価 「出版物」は発行部数／実売部数に基づいた印税
「電子出版」は出版社の入金額に基づいて計算
5 条：出版データの出版社帰属と作家による将来利用禁止
11 条：完成原稿受領後の出版義務、継続出版（オンデマンド含む）の義務
15 条：契約終了後は出版物のみセルオフ可能
19 条：契約期間と自動更新
前記書協調査：契約書を交わした例でも、契約期間の最多は 3 年間（回答者中 37％）、5 年以下が全体の 70％
雑協「デジタル雑誌配信権利処理ガイドライン」（2010 年 12 月）：
1. 「事前に作家・写真家の承認を得ることで契約となる」（準拠雑誌 6 月現在 67 誌）
4. 再許諾可
5. 週刊・隔週誌 1 ヶ月、月刊誌 2 ヶ月、季刊誌 3 ヶ月間、著作権を出版社に譲渡
8. 期間中の利用の対価は原稿料と一括
9. 期間経過で著作権は著作者に当然に戻り、以後の利用は対価などを協議
同「電子的雑誌に関する肖像権等の権利処理ガイドライン」（2011 年 4 月）：
1. 「事前にタレントの所属プロダクションの承認を得ることで契約となる」
4. 電子的雑誌の発行時には、改めて氏名・肖像・パブリシティ権の権利者の許諾を得る
5. 対価は別途算出（1 年間の「実証実験」期間中の発行雑誌のみ例外）
契約の個別テーマ：
・一律処理／統一書式の限界：
①印刷出版のみ型 ②オール出版型 ③オール出版＋エージェント型
④オールライツ独占型 ⑤著作権譲渡型
・期間はどの程度が適当か： 自動更新条項の問題
・対価はどう定めるべきか：
①無償型 ②追加フラット型 ③印税・レベニューシェア型 ④協議型

3 課題 2（時間があれば）：アーカイブ・電子復刻の促進と権利の集中管理
3-1 権利情報データベースと集中管理の整備
EU：『Google との闘い』（訳書・岩波 2007 年）と巨大電子図書館構想
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2008 年 11 月、EU 主導の電子図書館「ユーロピアーナ」の試験運用・公開が開始
2010 年 6 月時点では 910 万点を収蔵
背景：巨大な営利企業がネット流通を掌握することへの警戒
文化アーカイブを担うのは中立的で安定した公共セクターであるべき、との戦略的思考
フランス：サルコジ大統領が各種作品のディジタル化に 7.5 億ユーロの拠出発表し、グーグルとの連携も模索
国会図書館「近代デジタルライブラリー」
現在の収録数約 51 万 4 千冊（うちインターネット提供数：約 17 万 2 千冊）
有料配信を伴う、長尾真館長「私案」も公表
提言協議会を設立：「あくまでも事前の許諾を必須とする」旨の方針
全メディアアーカイブの夢想
3-2 裁定制度の活用
①公表作品などで、②相当な努力を払っても著作権者と連絡出来ない、③通常の使用料を供託
利用は従来、年間 1.5 件程度
2009 年改正で、裁定申請中でも担保金を供託すれば利用可能、など改善 →2010 年度 28 件
参考：福井健策「著作権とは何か」「著作権の世紀」（集英社新書）
福井健策編「エンタテインメントと著作権」シリーズ（①ライブ・エンタテインメント編、②映画・ゲーム編、③音
楽編、④出版・マンガ編。CRIC 刊）
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第１回 著作権法の憲法的側面と著
作物使用者の保護
ゲスト：Christophe Geiger（ストラスブール大学准教授）
栗田 昌裕（龍谷大学准教授）
コーディネーター：高林 龍（早稲田大学教授）
張 睿暎（東京都市大学専任講師）

Ⅰ はじめに
Ⅱ 講義
１．著作権法の憲法的側面（Christophe Geiger）
２．憲法的側面から見る使用者の権利（張睿暎）
３．パネルディスカッション
（Christophe Geiger・栗田昌裕・張睿暎）
Ⅲ おわりに

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
開寄付講座、秋のバージョンをこれから開催させていた
だきます。
今回はその第一回目であります。一昨年になりますか
ストラスブール大学のオーベル先生に来ていただきまし
たが、今回来ていただきましたガイガー先生は、そこが
主催しております知的財産研究センター（CEIPI）のディ
レクターを務めておりまして、知的財産法分野の若手研
究者として第一人者と言える大変著名な先生です。
世界を股に掛けての知的財産権ご専門の先生であり
ます。本日はガイガー先生をお招きし、ユーザーの権利、
著作権の憲法的な側面というのを研究しているのは私の
研究室にいた東京都市大学の張睿暎先生、ガイガー先
生、それに京都から栗田先生にも来ていただきまして、
実りのある「著作権と憲法的な権利との交錯」と言います
か、その辺の話をするということですので大変楽しみにし
ております。
今日はとてもいい天気になりまして、このような教室に
いるのは、外に出て遊びたいなという方もいるかもしれま
せんが、頭を働かせる知的興味を奮い立たせるような時
間が過ごせるのではないかという風に楽しみにしており
ます。それではマイクを張先生にとっていただきます。そ
れでは張先生。
張： 高林先生、どうもありがとうございます。本日のプロ
グラムでありますけれども、まず最初にガイガー先生から
プレゼンテーションをしていただきたいと思います。プレ
ゼンテーションは逐次通訳で行います。ガイガー先生の
発表が終わったあとは、休憩を挟んで私の方からも簡単
な報告をいたします。その後に栗田先生を交えてじっくり
とパネルディスカッションをしたいと思っております。本日

はどうぞよろしくお願いいたします。それではガイガー先
生、プレゼンテーションどうぞよろしくお願いいたします。
Ⅱ 講義
１．著作権法の憲法的側面（Christophe Geiger）
(1) はじめに：問題の所在
ガイガー： 皆様お集まりくださって、どうもありがとうござ
います。高林先生、本日は東京の早稲田大学に私を呼
んでくださって、どうもありがとうございます。また張先生、
安藤先生、そして早稲田大学知的財産法制研究センタ
ー（RCLIP）のメンバーの皆様におかれては、二日前に
私が東京に到着してから素晴らしいご歓待をいただき、
誠にありがとうございます。聴衆の皆様におかれてはお
忙しい中、お集まりくださってとても感謝しています。
昨日友人に連れられて浅草寺に観光をしたんですけ
れども、そのときにその友人に勧められておみくじを引き
ました、そうすると中吉ということで「願い叶わず」と出てし
まったので、本来であれば素晴らしいプレゼンテーショ
ンをするという希望を持っていたんですけれども、もしか
したらそれが叶わないのではないかと非常に緊張してお
ります。ですので、もう真ん中くらいで私のプレゼンテー
ションを中断してしまったとしてもお許しください（笑）。そ
れは神の手によってそうなされたのだとお許しいただけ
ればと思います。
本日は「著作権法における憲法的側面」についてお話
をしようと思ってまいりました。まず冒頭で何故このような
テーマについて議論するか、その問題提起をしていきた
いと思います。
なぜこのようなテーマについて議論するか、そもそも
の出発点なんですけれども、現在著作権は非常に深刻
な危機に直面しております。その危機は制度化の危機で
あります。世論の論調といたしましては、著作権が現在で
は益々知の普及にとって障壁になりつつあるというのが
主流の世論であります。
現行におきましては、著作権の保護から情報へのアク
セス、あるいは表現の自由といった、ありとあらゆる全て
の価値観を全体網羅しなくてはならないと、著作権にお
きましては、それの代替がないんだというような考え方が
普及してきております。
そういった中で今著作権は非常に深刻な状況に直面
しておりまして、こういった新しい社会、経済、技術的な
要素について全て取り入れるか、あるいはもう消え去っ
てしまうか、いずれかであるというような深刻な状況に陥
っております。現時点におきましては、こういった問題に
立ち向かって、それに対応していかなくてはならないと
いうような状況です。
ただ、今までも著作権というのは、非常に大きな技術
変革に十分に順応することができてきております。例え
ば蓄音機の発明、あるいは印刷機ができて、そういった
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技術的な進歩に対して十分対応してきたので、私は今後
も著作権はこういった将来的な技術変革に十分対応でき
ると、その能力を持ち合わせていると信じております。
ただ、やはり原則的な概念について再検討する時期
が到来したとも感じております。しかし、ツールは揃って
おります。つまり既存のツールに対して新たな視点を入
れることにより、再検討しなくてはならないことです。
ですので、もうそろそろ、「使用者」対「著作者」というよ
うな対立構造に関するレトリックはやめて、より補完的な
価値をもたらすものとして著作権を位置付けるべきであり
ます。つまり、創作者を奨励し、プロデューサーの投資利
益も確保しつつ、合法的なアクセスの請求に対して十分
に対応できるような著作権、これこそ次世代の著作権法
に求められている要件かと考えます。
一点ここで強調したい点がありまして、これは本日の私
の発表の主要テーマとして主張していくことではないの
ですけれども、日本語でこれについての論文が既に出
版されておりますので、ご関心のある方はそちらをご覧く
ださい。
つまりその中で私が強調している点は、なにも制限を
増やしたからといって、イノベーションを阻害することに
はならない、ということであります。つまり排他的権利が唯
一の選択肢ではないということです。十分にその制限に
ついて有効的な設計さえすれば、イノベーションを促進
しつつさらに著作者、創作者の利益をも担保できるもの
ができると主張しております。
最近アメリカにおきまして出版されております報告、あ
るいは研究発表も示しておりますとおり、近年におきまし
ては、実は著作権法でカバーされていない、残っている
そういった自由においてむしろイノベーションが盛んに
なってきているというようなことが報告されております。
つまり制限規定だけが唯一の方法ではないということ
でありまして、また制限イコールクリエティビィティの損失
ということでもない、うまく設計していくということが知にと
っても重要であり、これらありとあらゆる多様なニーズを
網羅的に満たすようなメカニズムが設計可能であるという
ことです。
ここで示しておりますように、著作権法というのは様々
な請求、利益、利害の間で均衡を取るために出来たもの
でありまして、それにおきましては二つの重要な原則が
あります。
まず一点目ですけれども、著作者の権利というのは何
も著作者だけに限定した権利を指すわけではなく、もっ
と複雑な法制度であります。そもそも著作権という権利が
誕生して以来、その目的は様々な異なる当事者間の利
害調整にあったわけであります。
つまり著作者、創作者の利益もあり、一般大衆の利益も
あり、あるいは制作者や配給業者といった企業側の利益
もあり、こういった多様なる利益の調整、つまり正当なる
均衡を取ることを目的としています。
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でもそう申したところで、この人何も重要なことを指摘し
ていないではないかと考えていらっしゃるかもしれませ
ん。もちろんフェアバランスを達成するということが目的
なのは重々承知しているけれども、そもそも公平なる均
衡というものは何を意味するのかということを考えてらっ
しゃるでしょう。遠路はるばるそんな当り前のことを言うた
めに、フランスからこの人は来たのかと不思議に思われ
ているかもしれません。
このように公平なる均衡が必要であるとは言うものの、
それを達成するのは非常に複雑であるということを示す
一つの設例をここで挙げたいと思います。条件によって
は、当事者間の利益が大幅に異なる可能性があります。
もちろん著作者としましては自分の労力の賜物に対し
て、それを使用された場合においてはその正当なる報酬
を受けたいと願うところであります。そもそも著作者が自
分の著作物を創作した際におきましては、既存の著作物
に対するアクセスに依存したはずであります。それに依
存することによって自らの作品の質を高めていったことで
ありましょう。
特に私、あるいは同僚の研究者などにおきましては、
それは明らかなことでありまして、私自身の研究の成果
物の質を保証するためには、その著作物に対するアクセ
スが極めて重要であります。それを担保することによって
自分の仕事の質を上げていくわけです。
製作者に対しても同じことが言えるわけで、プロデュー
サーとしては投資するわけですから、いずれその投資を
回収したいと願うところであります。ただ、そもそも作品の
製作に当たっては、既存の著作物、作品に多数アクセス
したことであり、マルチメディアのようなものは、何千とい
う単位の既存の著作物が依拠されている場合がしばしば
ございます。
そういった作品の製作者であったとしたならば、多数
の権利者から自分の作品の創造に対して反対されたくな
いでありましょう。ですからプロデューサーだって両方の
側面、両方のニーズを持っているところでありまして、自
分の作品の保護を担保したいということと、既存著作物に
対するアクセスも担保したいという、両方の側面を持ち合
わせています。
著作物の利用にも同じことが言えまして、一般人としま
しては楽にそういった著作物に対するアクセスが欲しい
わけです。それは参考にするために、あるいは楽しむた
めにそういった目的でもってアクセスを担保したい。ただ、
それと同時に、十分なる報酬がクリエーターに対して支
払えることによって新しい著作物を提示できるような状況
も担保しなくてはならないだろうと思います。
ですので、もはや一方において保護あり、その対立す
る要素としてアクセスありといったような構造は成り立たな
いわけでありまして、これらの要素は深く絡み合っている
ところであります。
ここで重要なのは、そのような目的を達成するシステム
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を作りたいと思ったときに、やはり根源的な概念に戻ると
いうことであります。そもそも著作権はドイツにおきまして
社会的機能を果たすという概念があります。つまりその限
りに基けば著作権それ自体が目的でもって著作権法が
できているのではなくて、特別の機能を果たすためのも
のであるということで、その特別の機能というのは個人の
利益と社会の利益の間を調整するということであります。
人類史上、その著作権が意図的な権利として確立され
たということはいまだかつてない。これは私のものだから
私以外の人は決して触ってはならない、というように位置
付けられたことは一度もありません。もちろんその目的の
一つは「クリエーターに対して、そして投資者に対して報
酬を提供する」というところにもあります。
ただ、それよりも上位の目的がありまして、「社会の利
益に資する」ということが挙げられます。実際に日本の著
作権法 1 条におきまして、「文化の発展」のためにあると
いうことが明示的に謳われているわけでありますし、アメ
リカの憲法におきましても「科学と有効なる芸術・学問の
促進のため」にという文言が含まれておりますし、このよう
な文言は他の国々の法律にも見られるところであります。
つまり著作権は利己的な権利として確立されているので
はなく、それは共有するためにあるものであって、共有
の対象は報酬でもありアクセスでもあります。
ところがインターネットやニューテクノロジーの世界は
今まで著作権にとって脅威としか捉えられていませんで
した。著作権法という観点からして、これらのツールという
のは決してその利益をもたらすものではないと、脅威とし
てしか位置付けられてこなかったわけです。そういった
脈絡の中におきまして、今までの 20 年間はほとんどデジ
タル領域にまでその排他的な著作権を拡張するというこ
とが試みられてきました。
なにも私は、排他的な権利であるということを主張する
ことが妥当ではないというようなことを論じるつもりは一切
ございません。ただ、それより高次の枠組みを見る必要
があると思います。そこからバランスのとれたものは何か
ということを検討する必要がありましょう。
ですので、法制度の一部を修正あるいは検討するとい
うことになったとしたならば、その他の部分についても検
討しなくてはならないということであります。排他的権利
の部分を法律で読み取ってみますと、日本の法律におき
ましても欧州の法律におきましても、かなり今後あり得る
であろう経済的あるいは技術的な変化に簡単に対応でき
るように定義はかなり広義に取られております。国際的な
条約を見ますと、WIPOの1996年の著作権条約ですとか、
欧州連合の情報社会著作権指令2001 年のものなどに関
してもそのような定義の建付けになっております。
このように排他的権利の方は、デジタル世界にも十分
対応するだけの非常に強固なる保護が担保されていて、
例えば技術的な保護措置というのが整備されているわけ
であります。ところが他方、制限のサイドを見てみると

WIPO で制限例外条項について見当し始めたのがやっ
と最近のことであります。しかも対象は視覚障害者のみと
いうことで、この作業はまだ本当に地についたばかりと言
って過言ではありません。しかもいろいろな法律をよんで
みますと、制限例外条項に関しては極めて狭義に定義さ
れ、解釈されているところでありまして、国によっては、日
本の法律もそうですけれども、その制限的解釈が適用さ
れている法律も少なくないというような状況であります。
欧州の法制度の趨勢を見てみますと、情報社会指令、
著作権指令におきましては、例外のリストが列挙されて
おります。ただこの問題は、排他的権利に関しては国内
法整備が義務化されているにもかかわらず、こちらの例
外規定の方はあくまでも任意であるということであります。
それを各国の知財当局が国内法に落とし込むことが義務
化されておりません。
欧州委員会におきましては、2000 年に現状維持のた
めの非常に強いロビー活動が展開されました。その中で
2008 年に、2001 年に制定された欧州の著作権指令を見
直し評価するという作業が始められた結果、レジュメに書
いているような欧州委員会のグリーンペーパーが発表さ
れました。欧州委員会の制度の下で、ある指令に関する
事後の評価を行うときに発表されるその報告書を、グリー
ンペーパーとしばしば呼んでいます。2008 年の著作権
に関するグリーンペーパーの中で初めてその制限およ
び例外規定は公平なる知の普及にとって必須であるとい
うことが書かれました。各国の法律、域内の法律のバラン
スを担保するために必要な要素であるということが初め
てその報告書の中で記載されました。
そのグリーンペーパーを受けて、欧州の多くの知財関
係の研究所、例えばマックス・プランクあるいは我々の
CEIPI もそうですけれども、欧州委員会に対して是非とも
今後今まで以上に例外規定に対して力を入れて検討を
進めてほしいという意見書を提出いたしました。
ところが、2009 年に発表されたその結果には非常に落
胆させられたところであります。というのは、「各当事者間
の利益については慎重に均衡を担保しなくてはならない、
そのために適切なるフォローアップ活動を今後も行って
いく」と書かれておりまして、何ら具体的な措置について
は記載されていなかったからです。
欧州委員会の公式結論とは別に非公式の見解という
のが出されております。それは欧州委員会の情報社会
総局および市場総局が共同で発表したリフレクション・ド
キュメントとして発表されておりまして、「欧州デジタル単
一市場に向けてのクリエイティブコンテンツの促進およ
び将来における課題」についてと題されるレポートであり
ます。
こちらの内容を読んでみますと、先ほど説明したところ
の公式見解とは全く違う視点からこのテーマを取り上げ
ております。こちらの中ではハッキリと欧州委員会が例外
および制限について十分なことができなかったという失
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敗を認めております。この思想転換というのは極めて革
命的であったと私は考えておりますので、それをそのま
まこちらで読み上げて引用したいと思います。
「著作権に関する欧州共同体規則は、排他的権利の
範囲について調和しつつ、しかしながら統一的な例外、
制限を設けるということはしていない。それに関しては明
確な境界線の区画を引いていない。これは本当に統一
化された単一市場であるとしたならば決して許されては
ならない状況で、この排他的権利の濃淡がまちまちであ
るということは知識関連商品の促進にとっても、あるいは
インターネットサービスの普及にとってもいずれもプラス
の影響を及ぼさない。EU 域内における著作権法のさら
なる調和、中でも特にいままちまちであるところの選択的
制限および例外を調和することによって消費者にとって
さらに確実性の水準が引き上げられるであろう。消費者
は今まで以上に合法的に取得したコンテンツについて、
何をしていいか、何はしてはならないかはっきり理解す
ることができるであろう」と書かれております。
それが出されたのが 2009 年 10 月で、今もうすぐ 2011
年 10 月ということで、二年立つのですけれどもまだ何も
なされていません。しかし未来永劫待つことはできませ
ん。では我々にとって何ができるでしょうか。
(2) 理論と実務の両方における解決策としての基本権
ガイガー： そこで私のプレゼンテーションの中核部分
にくるわけでありますけれども、その中で私が提案する
のが、理論および実務の問題、両方とも魔法のように解く
ような万能薬として「基本権」を提案したいと思います。
もうすでに、どのような問題が存在するかということに
ついては提起いたしましたので、そういった問題を解決
するために使用可能な法制度、法的な措置としてはどん
なものが挙げられるかという点については述べたいと思
います。
まず、①競争法です。競争法をめぐる議論については
昨今重要性を失ってきております。次に②アクセス問題
についてメディア関連の法律というのがあり得ます。③ま
た権利の濫用に関する議論、EU におきましては abuse と
いう言葉を使っておりますし、アメリカにおきましては
misuse という言葉が使われております。そして④基本権
であります。
私にとって非常に驚きと感じられるのは、これらの法的
措置の中で最も大きな物議をかもしているのが基本権で
あるという点であります。著作権法に適用するに当たって、
もはや競争法については議論がほとんどなくなっており
ます。15 年前でしたらかなり反対論もあったところであり
ますけれども、以来多くの判例が欧州域内でも出ており
ますし、もはやこれについてはあまり議論されなくなりま
した。
そういった中でこの基本権については、かなり議論が
ある法的な措置の中で著作権法に適用するとしたならば、
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私としては基本権が最も正当性が高いのではないかと思
い、その点についてお話し申し上げます。
このことについて私が10 年ほど前から論じ始めた頃は
同僚たちは反論を声高に唱えておりました。ただその間
少なくとも欧州におきましては、その後この分野において
の基本権の役割は過去 10 年間で高まってきたということ
が言えるでありましょう。是非皆様との議論の間で比較し
ていきたいと思います。
① 基本権に関するフレームワーク
ガイガー： ①最近におきまして、非常に重要な前進
が遂げられております。それはリスボン条約が発効したと
いうことであります。このリスボン条約というのは、そもそも
行われていた欧州連合域内における憲法を設けようとい
う試みに取って代えられた条約でありまして、そちらの憲
法の方の試みはオランダ国民の皆様が拒否したというこ
とで破棄されて、その結果リスボン条約になりました。こ
のリスボン条約の中で欧州域内におきましてこれから強
い法的なコミットを持って基本権を守っていかなくてはな
らないということが言われております。
条約発効によってどういう結果がもたらされたのでしょ
うか。まず一点目に、欧州の基本憲章が EU 国内法に落
とし込められたということでありますから、ある意味欧州連
合の憲法のようなものが設けられたということができましょ
う。これが非常に重要です、なぜならば基本権は重要で
あるという風には言われていたんですけれども、法的拘
束力を持ちませんでした。ですから基本権は大切である
と言われていながら、それが法廷において適用できなか
ったわけです。でももはやそういう状況ではなくなって、
これによりまして法的拘束力を持つようになりました。
②二点目は、年内に欧州連合が欧州人権条約に加入
することになります。これは極めて重要であります。なぜ
ならば欧州連合法適用の主たる法廷であるところの欧州
司法裁判所におきまして、今後欧州連合法の解釈にお
きまして、この条約を適用していかなくてはならないとい
うことになるからです。
③もう一つ、これは一年ぐらい前に起きた非常に重要
な前進であり、ある意味驚きでもありましたが、昨今にお
きましてますますこの基本権概念が私法を巡る紛争でも
取り入れられるようになったということであります。
それはドイツの第三者効力の理論におきまして取り入
れられているということで、つまり私法を含めたあらゆる
法制度におきまして基本権の解釈を適用しなければなら
ないという考え方です。
ドイツ憲法の専門であられる栗田先生が、恐らくこれに
ついては後で詳しくご説明くださることだと思いますけれ
ども、これは非常に重要な前進であります。なぜなら民事
裁判、例えば知財をめぐる紛争におきまして判決を下す
に当たって基本権を適用しなければならないということに
なったからであります。
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しかも基本権のロジックも適用しなくてはなりません。
その論理というのは「比例原則」に基づく論理であります。
つまり多様に存在する利益の荷重をそれぞれ測るという
ことであります。基本権におきましては、階層的構造とい
うのは全て基本権の下に同一の価値とみなされているわ
けです。
ですから民事分野における裁判官たちは慣れていな
いけれども、このツールをつかわなくてはならないような
情況に陥りまして、あまりうまく使えてない人もいるわけで
す。今までは公法の範疇のものとされていたのが、私法
の分野でも取り入れられるようになったという前進です。
もしかしたら皆さんは古典的理論からすると、それは奇
妙なのではないかと思われているかもしれません。そも
そも基本権というのは国家と指針、国家の関係において
適用するものであると考えられてきたものが、突然私人
間においても介入するということになったからです。
これは私を含めて多くの学者が歓迎いたしました。日
本においての状況には精通していないんですけれども、
少なくとも欧州おきましては権力を行使する主体というの
が昔と今とでは変わりつつあります。もはやその主体は
制裁力を持つ主体ということになってきました。例えば強
いロビー力を持つような産業界のようなところにパワーが
移転しております。
つまり、もはや権力の乱用ということが国家の独占事項
ではなくなってきています。民間企業あるいはロビー集
団もそういったものを持つようになりました。ですので、古
典的な権力関係あるいは基本権という概念には当てはま
らないかもしれませんけれども、もはやこういった変化が
起きている中、やはり民間企業のような私的組織も対象
に含めなくてはならない状況に陥っております。
本日はそれがどのように著作権法に影響を及ぼすかと
いうことを主たる議題として、皆様とお話ししてるわけで
すから、後ほどそれについて説明するつもりなんですが、
ちょっとその前に手短に、EU における基本権に関する
枠組みについて一言二言申し述べたいと思います。
非常に関心深いことに、EU 域内に存在する枠組みと
いたしましては、欧州人権条約、欧州基本権憲章及び各
国における憲法が存在しております。対象の各国の憲法
におきましては、基本権保護の条項が存在しております。
それのみならず、国際的な条約などもございまして、④
「世界人権宣言」あるいは⑤「経済的、社会的および文化
的権利に関する国際規約」が挙げられます。
これらの國際条約を見てみると、知財に関して極めて
均衡のとれた近代的な条項が整理されております。例え
ば世界人権宣言の第 27 条を読み上げたいと思います。
非常にバランスのとれている文言であります。「何人もそ
の文化的生活に対して、その恩恵に対して自由なるアク
セスを確保する権利を有す」。その中でも特に 27 条 2 項
におきましては、「あらゆる科学的、文芸的、芸術的な作
品に対する人格権に対してその保護を受けるアクセスを

持つ」ということが規定されております。
ちょっと言い換えてみますと、日本におきまして文化的
な生活を享受する権利を担保するということが言われて
いるところであります。そして他方におきまして、著作権
における人格権を認めているところでありまして、著作権
法の中核的な主体であるところのクリエーターに対する
権利を担保しているわけです。
この情報について非常に関心深い点は「プロパティ
（財産）」という文言が使われていないということでありま
す。ですからそもそも私が冒頭で述べたところの、十分
に著作者、創作者に対して公正を担保しつつも、バラン
スの取れた措置を設ける唯一の手段が「排他的権利」で
はないのではないかという考えに立ち戻ります。
ところが欧州の人権憲章におきましては、その知財に
関する特定の条項というのは存在しません。そこで、欧
州におきましてはそれがどのように担保されているかと
いうと、例えば条約議定書 1 の第 1 条において付言があ
りますし、第8 条においても付言があるところであります。
またそれ以外に関しても、表現と情報の自由などについ
ての条項において記載されています。
ですので、その結果、やはり基本権というのは自然法
と功利主義とを非常に有効的に合成した考え方であり、
そもそも著作権の考え方が出発点として依拠しているとこ
ろの価値観を代表しているからにして、EU においてもあ
るいは国際的にも私は基本権というのは非常にバランス
のとれた正当な枠組みを著作権分野においても提供す
るのではないかと考えるところであります。
先ほど申し上げました第 27 条というのは私が愛してや
まない条項なんですけれども、次に私が忌み嫌う条項が
あります。それが基本権憲章の第17条2項でありまして、
その文言におきまして「知的財産は守られるべし」とあり
まして、あたかもモーゼの十戒のように聞こえます。
じゃあ、一体何を意味するのだと思われるかもしれま
せん。もちろん問題はこれだけではなくて他にもあるん
ですけれども、我々にとって言わば憲法的な位置付けで
あるところの基本権憲章におきまして、知財は守られる
べきと書かれている、つまり知的財産権というのはそれ自
体が目的だということを意味しているのか、それとも特に
「知的財産」と記載されているということは特別な財産とし
て位置付けており、古典的なプロパティという考え方とは
必ずしも一致しないということを示唆しているのかというこ
とです。つまり知財というのは特別な財産であって、他の
財産と異なって特に強い社会的機能を持つと示している
のか、という問いについてはまだ答えが出ていません。
我々法律専門家としては、ある条項の意味がわからな
いときは、その条項が制定されるまでに至ったところのそ
の準備作業を調べようとするわけです。正にそれをやっ
てみたんですけれども、何も見つけることができません
でした。唯一発見できたのが、知財を特定しているのは、
その経済的な重要性ゆえにというような内容のものであ
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ったんです。
そうすると元々基本権関連条項というのは正当である
という我々の感情に起因して設けられているのではない
か、その隷属あるいは奴隷的なものを排除するために設
けられているものではないのかという風に思っていたの
に、ここでいきなり経済的重要性ゆえにとあるわけです。
そこで、先ほど申し上げたところの世界が経済に支配さ
れているという点に戻ります。

び国際法において広きに渡って倫理的な価値を代表す
るということであります。
そしてその次の点ですけれども、グローバル化が進み
正当性の危機に著作権法が晒されている中、経済的な
排他性のみを著作権が提供するのではなく、その他の
価値、例えば表現の自由、情報の自由、あるいは創造す
る自由といったような価値をも網羅するということが重要
です。

② ＥＵにおける著作権保護のための基本権フレーム
ワーク
ガイガー： それを EU におきまして法的な視点から見て、
基本権の枠組みが適用される結果どうなるかということを
考えてみます。同じことがもしかしたら日本についても言
えるのかもしれません。まず欧州におきまして基本権と
いうのはあらゆる規範のヒエラルキーにおきまして、その
法制度のピラミッドの最上位に位置付けられております。
それが何を意味するかというと、欧州連合の各加盟国
の立法者は立法する際におきましては、あらゆる基本権
を十分に念頭に入れ、遵守しなくてはならないということ
です。そうなりますと、やはり司法にとってもそれは強い
措置であるということになります。つまり法廷におきまして、
知的財産権あるいは著作権法を解釈する際において必
ずや基本権の考え方を適用しなければならない、という
ことになります。実際に 2008 年における欧州司法裁判所
の判決でそれが民主的に謳われておりまして、国内法の
源泉が EU 法に存在する際においては、明確に基本権
をその解釈の基盤としなくてはならないということが言わ
れております。
二つ目の概念ですけれども、全ての立法者は異なる
あらゆる基本権をそれぞれ同一に扱わなくてはならない
ということです。ある基本権の方が別の基本権よりも重要
性が高いということはありません。つまり、知財保護もアク
セスも同等に扱うということです。
二つ目の原則、これについても既に申し上げましたけ
れども、EU で法律を解釈するに当たって判事は基本権
を重視するような形で解釈を行わなければならないとい
うことです。こちらの点に関しては、かなり議論があります。
例えば立法者が想定していなかったような新たな要素が
台頭してきた場合に、それを解釈するための情報が不在
であるといったときに、どうしたらいいのかということです。
実際にそういった事例におきまして幾つか判例がありま
して、判事が直接そういった場合におきまして、著作権を
制限するために基本権を適用したという事例はあります。
ただ、これに関しては強い異論もありますので後ほど皆
様と議論していただきたいと考えます。
その他の影響ですけれども、こちらで列挙している点
はあまり実務家の方たちには関心がないかもしれません。
むしろ理論的な基礎として関心深いのかもしれません。
ここで言っているところの第一点目は、基本権は欧州及

(3) 基本権と著作権の交錯
ガイガー： さて、今のお話は主に学者向けであったん
ですけれども、せっかく土曜日の午後をここに来るため
に割いてくださった実務家の方たちにとっても参考にな
るような話をしなくてはならないと考えておりますので、そ
の実務上にどのような影響を及ぼすかということについ
てこちらでまとめてみました。実際に法廷におきまして著
作権法関連の紛争が発生した際におきまして、判事が直
接基本権を適用したという事例があります。
じゃあ基本権と著作権というのはどのように相互関連し
ているのかということですけれども、まず著作権そのもの
における事例でありまして、２つの事例をこちらで掲げて
おります。
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① 著作権法上の限界
ガイガー： まず約 10 年前の 2000 年当初の判例を見て
みますと、当初法廷は改めてそこで基本権を適用すると
いうことを躊躇いたしました。例えば立法者が立法化の
時点で基本権については考慮した上で立法化をしてい
るんだから、その上さらにここで適用するということはあり
得ないということです。実際に、①2003 年の判例におき
ましてフランス最高裁が無効という判決を下しております
し、②同年ベルギー最高裁も同様の判断を下しています。
③スイスの連邦裁もそうであります。一方アメリカの判例
を見てみると、ここでも関心深いことに、著作権というのは
言論の自由から全面的に隔離されるということが言われ
ているわけです。もう既に立法化の段階において、後者
がその点については十分に取り入れたからにして、追加
的に適用する余地は残っていないという判断を最高裁が
下しております。
ただ、それ以降リスボン条約が発効したので、もはや
それは個々の出来事になってしまいました。現時点にお
きましては既存の制限、例外規定について基本権に照ら
し合わせて解釈しなくてはならないということになってお
りますので、実際に幾つかの法廷におきましては、表現
の自由、芸術の自由について例えば引用、あるいはパロ
ディなどの判定におきまして極めて広く解釈している判
例があります。ドイツ連邦憲法裁判所における有名な判
例もありまして、本日ドイツ憲法の専門家がいらっしゃる
ので恐らく詳しいお話を聞くことができましょう。
じゃあ、いつどのような場合であったならば、その基本
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権の下での解釈が可能になるのか、それは開かれた概
念があるときにおいて、いつ何どきでも基本権の下でも
解釈が可能であるということになっております。
つまり、解釈の余地が残っている場合においては、常
に基本権の下での解釈をしていいということであって、皆
様は著作権の専門家であるからにして、著作権法という
のはオープンコンセプトでいっぱいであるということはよ
くご存知のことであります。
ではその開かれた概念が存在するときに、どういうテス
トを行うかということですけれども、それがスリーステップ・
テストであります。国際的な条件でありまして、各国にお
いて新しい制限、あるいは例外を設けたい場合におきま
しては、このスリーステップ・テストを適用することによっ
て特定の条件を満たさなくてはならないという要件であり
ます。既にこれはEUにおきまして、指令で担保されてお
りますし、法廷でも適用されております。
このスリーステップ・テストにおきましては、誰もその意
味を理解していない特別な一つの特徴が存在しておりま
す。基本的には WIPO の条約とか TRIPs とか等からの文
言の流用、模倣になっているんですけれども、その中で
言われているのが「例外及び制限については、特別な場
合においてのみ適用可能であって、それは著作物の通
常なる利用を侵害しないとき、あるいは権利者の正当な
利益を不当に害しないときにおいて可能である」という文
言になっているんですけれども、その意味するところを
誰も理解していません。
ですから、ある国において、ある立法者がデジタル技
術の発展に対応するために新しいアイデアを思いつい
たとします。そのために新たに制限、例外規定を設けよう
と発案すると必ずや誰かが手を挙げて「いや、それはスリ
ーステップ・テストに反する」ということで反対を唱えるわ
けです。毎回同じことです。
そのスリーステップ・テストに関しては、正しく基本権の
下で解釈されておらず、制約的措置になっているという
ことから、ミュンヘンのマックスプランク研究所とロンドン
のクイーンメリー大学とが主催いたしまして賛同する学者
数名を集めて、それに関するガイドラインを設けました。
その指針は、もしスリーステップ・テストを法廷において
適用するのであれば、正しくやりなさいというガイドライン
であります。
じゃあ簡単に二点、私も含めてこの指針の起草に当た
った学者たちが重要視した点を申し述べますと、ここで
言うところの「著作物の通常の利用」ということを基本的に
解釈しなければならないところです。
つまり我々が主張しようとしたことは、単に経済的な価
値だけではなく、より重要な社会的機能が存在するので
あるということです。もし制限および例外規定が重要な単
一事項を基盤としている場合においては、対象著作物の
通常の利用を侵害することはない、ということであります。
また、スリーステップ・テストの解釈に関して「第三者の

合法的な利害を守る形で解釈しなくてはならない」し、そ
の利害に人権および基本的自由も含まれるということで
あります。
じゃあそうすると、こんなにフレキシブルなスリーステッ
プ・テストを担保したということは、実質的にフェアユース
条項が整備されたということであるのか、という問いにつ
ながるわけであります。こんなことを言うと、恐らく私の同
僚フランス人学者に非常に非難轟々とされるかもしれま
せんけれども、私としては既にフランスにおいてはフェア
ユース条項が整備されたというふうに考えております。ス
リーステップ・テストを実施することによって、将来的なフ
ェアユースを実施したということが言えるのではないでし
ょうか。
ですから国際法で整備されたかといって、じゃあそれ
をそのまま国内法化すればいいのかという点を指摘した
理由ですけれども、日本におきましてももっと柔軟性を拡
大するためにそういった条項を導入するべきだという議
論が高まっていると伺いましたので、参考までにと思って
その点について指摘いたしました。
② 著作権法外の観点：排他的権利の外在的限界とし
ての基本権
ガイガー： では、解釈する上で例外制限がないときに
どうしたらいいのかということですけれども、幾つかの判
決が下されておりまして、中には極めてショッキングな判
決が下されている事例もあります。
例えば、表現の自由を直接知財権を制限するものとし
て活用したという判決もありますし、あるいは創作の自由
でもって直接知財権、特に著作権を制限したというような
判決もあります。先ほどアメリカ最高裁の事例を挙げまし
たけれども、あちらでは categorically immune という文言
だったのが、こちらでは generally immune ということにな
ってしまいましたので、Eldred 判決でもって、それではそ
れで隔離されない場合も余地としては残るかもしれない
というような判決が下されているわけです。
似たような事例が①オーストリア最高裁でも下されてい
て、②ハーグ上訴審におきましても、あるいは③人格権
をめぐるフランス最高裁の判決でも下されておりまして、
そこで対外的な制約を設けるような判例が確立されてお
ります。
最もショッキングな事例について少し説明させていた
だきます。ある人がヴィクトル・ユーゴー作の「レ・ミゼラブ
ル」の続編を書こうとしたら、ヴィクトル・ユーゴーの遠い
末裔が、それは不可であると、登場人物の人格権を侵害
するからにして不可であるということで、その続編の製作
を妨げようとしました。
皆様よくご存知でありますように、レ・ミゼラブルの著作
権は切れていて、既にパブリック・ドメインの領域に入っ
ています。それと同時にフランスにおきまして人格権は
恒久的に存在する権利として確立されております。です
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ので、この末裔は、その人格権侵害を活用することによ
って、その続編の製作を妨げようとしました。
この場合におきまして法的な解決がなかったわけです。
そこで裁判所は以下のような判決を下しました。この訴え
はあまりにも行き過ぎているということで、表現の自由を
適用することによって、この元々の作品は既にパブリッ
ク・ドメインに存在するからにして、様々な理解の重さを
測った結果、新たな作品の製作の方が重要であるという
判決を下しています。
著作権だけではなく、他の知財に対してもこのような傾
向が見られます。④例えば商標法ですけれども、フラン
スにおきましてはパロディを許可するために基本権を活
用したという判決もあります。例えば NGO が大企業にお
ける原発を批判するためにパロディを活用した場合、そ
れはその商標法の規制の下で停止されるべきか、それと
も表現の自由として許すべきか、ということで、商標法の
下でそれを禁止するべきはないという判決を下しており
ます。つまりこの判決におきまして、明確にその商標法
の境界線として表現の自由を適用したということです。
ただそれだけの限界ではないのではないか、制限の
制限があり得るのではないか。実際に財産権だって保護
しなくてはならないのかという議論もあるでしょう。それは
実際にそうではあるのですけれども、いずれも物質的な
所有物であったとしても何らかの社会機能というのは存
在するところであります。
この点については述べませんけれども、基本権憲章
第17 条2 項があります。特に何かを意味するということで
はないんですけれども、未だこの条項が存在しておりま
す。ただ、基本権制度におきましては比例の原則という
のがあり、相反する権利との均衡を図るということになっ
ております。
ですから、決して私は著作権を無視していいと言って
いるわけではありません。ただし、相反する様々な権利と
の間で測って、バランスを取らなくてはならないということ
であります。
(4) 結論
ガイガー： 皆様お疲れのようですので、結論は手短に
終わらせるのでご心配あらず。このように色々と話してき
た結果、恐らく皆様よくおわかりかと思いますけれども、
私は基本権の非常に情熱的な支持者であります。EU の
知財だけではなく、世界の著作権法においても適用可能
であると考えておりますし、もしかしたら日本でもこれを
活用できるのかもしれません。
大切なことは基本権によりましてバランスの取れた法
体制が担保できるということと、また法廷による著作権規
定の適用が公正になるということ。次の点が最も基本権
に対して重要だと私は考えていることなんですけれども、
現在著作権が直面している危機を克服する一助になると
思うところであります。今巨大企業はその著作権を主張
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するようになってきてしまっています。ですから、ここで改
めて基本権を活用することによって、その著作物を再び
大衆の手に戻すチャンスではないかと考えます。結局、
著作権法というのは著作権専門家が作るのではなく、権
者によって制定されていくわけです。ですから、著作権
法とその大衆の思いとの亀裂があまりに拡大してしまうと、
有権者はもっと過激な手段を選ぶかもしれません。
だからといって、基本権で全て解決できるということで
もありません。一つの欠点は、法廷におきまして抗弁とし
てしか使われないということです。例えばある技術的な措
置が存在するから、ゆえにその複製、複写ができないと
いうときに使えないということであります。
最も重要な欠陥だと私は考えているんですけれども、
法的な確実性がないということであります。必ずしも、で
すからその確実性がないがゆえに予測可能ではないと
いうことです。だからといって、法的確実性が極めてその
著作権法では高いかというとそうでもあらず、オリジナリテ
ィなど開かれた概念を巡っては様々な曖昧さが残るわけ
であります。以上で締め括りたいと思います。ご清聴あり
がとうございました。（拍手）
張：長い間皆さん本当にお疲れさまでした。前半はこれ
で終わりにいたしまして、休憩にしてから後半を始めた
いと思います。（拍手）
２．憲法的側面から見る使用者の権利（張睿暎）
張： それでは後半を始めます。
本日ガイガー先生をフランスから招聘して報告を聞い
たわけなんですけれども、実は私も似たような類似する
考え方を持っていまして、そこにはやはりガイガー先生
からの影響もありました。そこで、是非招聘してお話を聞
きたいと思っていましたので、本日ガイガー先生をこちら
に招聘してお話を聞くことができて非常に嬉しく思ってい
ます。
本日の内容は、ガイガー先生から日本事情も状況も交
えてほしいという要望がありましたので、日本の状況も交
えながら説明していきたいと思います。先ほどの報告か
らもありましたけれども、現在は著作物使用者の利益や
自由が制限されているという状況があるかと思います。
(1) 著作権の強化現状と著作物使用者の自由の萎縮
張： もちろん既存の著作権法の中にも、著作物使用者
側の利益を保護する措置は既に存在しておりまして、例
えば著作物性の要件ですとか、有限の保護期間を設定
するとか、著作権の制限／例外条項のような措置によっ
て公共の利益、著作物使用者の利益が保護されてきまし
た。ただし、このような措置にもかかわらず、著作権が強
くなりつつある状況であるところも事実だと思います。
例えば、著作権の保護期間は延長される傾向であり、
EU においても先ほどガイガー先生からもありましたけれ
ども、著作権の保護期間が延長されて、ついこの間音楽
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の録音物に対しての実演権も 70 年になりました。アメリカ
においても 98 年の著作権保護期間延長法以来 70 年間
になっています。
アメリカにおける著作権保護期間の延長は、アメリカだ
けの問題ではなくて、実はアメリカと貿易関係のある国々
にもその影響が出ています。アメリカは他国との自由貿
易協定（FTA）における交渉事項として知的財産権保護
の強化を条件に挙げていて、著作権保護期間の延長も
その一つです。
お隣の韓国はアメリカとも EU とも FTA を結んでいるわ
けなんですけれども、それによって保護期間を 50 年から
70 年に延長した改正法がつい今年の 6 月30 日に通過し
ました。FTA なので批准された後から発効するというの
があるので、実際に施行されるのは 2013 年からです。
制限規定・例外規定に関しては、特にデジタル時代に
おいて様々な使用者の自由の萎縮という問題が指摘さ
れています。例えばそもそも複製をする前に著作物にア
クセスができないという問題も生じておりますし、私的複
製が制限され、フェアユースの範囲が狭くなるという等の
指摘が相次いでいます。
DMCA のアクセスコントロールに関してはたくさんの
判例が既に出ております。フランスにおいては「マルホラ
ンド・ドライブ」DVD事件において、被告が「私的複製権」
があると主張しました。それに対してフランスの破毀院は、
「私的複製は著作物使用者の権利ではない」と判断して
います。デジタル環境においては以前に比べると一定
のユーザーの利益や自由が制限されている状況が生じ
ているのがわかると思います。
日本においても著作権の拡大は起きていまして、例え
ば送信可能化権は 2000 年代に入ってからできた権利で
あります。それにプラスして例外規定を厳格に解釈する
傾向があることも指摘されています。
私的複製の文言に関しては、例えば企業内複製は含
まれないという議論がありますし、31 条の図書館におけ
る複製には「図書館が保有している本の一部の複製がで
きる」としているので、文言上は「複製」でない、ファックス
やＥメールで送信することはできないことになります。もし
くは編集著作物の中の一部であっても、それが一人の著
者によって書かれた場合もそれが全てになってしまうの
で一部のコピーにはならないというような解釈もこの文言
を狭く解釈するとそうなるわけです。
多摩市立図書館複写請求事件においては、図書館利
用者である原告は 31 条を根拠に自分に「図書館に対し
て複写を請求する権利」があると主張したわけなんです
けれども、日本の裁判所は先ほどのフランスの裁判所と
同じく、「31条の1号の条文は図書館に対して何ら義務を
負荷しているわけでもないし、それをもってユーザーが
図書館に対して複写を請求できる権利ではない」と判断
をしているところであります。
32 条の「引用」に関しても様々な例が出ているわけな

んですけれども、特に問題になったのは、サーチエンジ
ンの検索の結果表示されるサムネイルの画像や、ネット
オークションにかけるために自分が所有している絵画の
写真を載せる場合、それは引用であるかという議論です。
結局これは 2009 年度の著作権法の改正で立法的に解
決をされたものの、日本において例外規定に列挙されて
いないものについてはなかなかユーザーの有利な方に
解釈するのは難しいということが指摘されてきました。引
用に関してはフランスの破毀院もかなり厳格な立場であ
るいわれております。
その他、拡張解釈や類推解釈を許さない厳格な解釈
の傾向など、著作物利用が制限される状況が出てくると、
特に新たな形の著作物の利用の場合にはそのような傾
向が強いといえます。ただし、日本の裁判所が全ての事
例を厳格に解釈するということではなくて、もちろん柔軟
に解釈した事例もありますし、特に最近だと例えば引用
の条文中の「正当の範囲内」など、先ほどガイガー先生も
「開かれた概念」と言及されたような、文言の解釈によっ
て柔軟に解釈するという判例も実際に出ているところで
あります。
フランスとの比較ですと、やはり一番大きな違いは日
本の著作権法にはパロディを許す条文がないところだと
思います。パロディはその対象となる著作物の改変・翻
案・二次的著作物になると思われ、許可なく行うと著作権
侵害になると思われます。そのためパロディを認めた方
がいいのではないかという意見もたくさん伺えます。この
「チーズはどこへ消えた？」事件は、チーズ本のパロディ
として「バターはどこへ溶けた？」という本が出版されまし
たが、この事件においては特に、これはパロディとして認
めた方がいいのではないかという意見も出ている状況で
あります。
何でもパロディとして広く認めることはできないと思い
ます。パロディを認めると原作品の名声にあやかって好
き勝手に利用する人が出るという懸念からもわかるように、
著作者の権利を害する場合も多々あると思われます。し
かし、一定の範囲のパロディは、著作者にある程度受忍
してもらってでも認めるべきだと思いますし、特に多様な
見方や批判的観点を世の中に与えるようなものはパロデ
ィとして認めるべきではないかと考えております。
例えばシンデレラや白雪姫などの有名な物語が、実
はその中に女性への偏見や人種差別的な考え方がある
として、まったく異なる観点から捻って、こういう見方から
も見ることができるんだよというパロディがもし出た場合、
それを著作権侵害とするべきかを考えると、やはりパロ
ディはある程度認められるべきではないかという結論に
至ります。
特に最近ですと、特にインターネットにおいてユーザ
ーが製作したコンテンツ、つまりユーザー・ジェネレイテ
ッド・コンテンツ（UGC）の場合には、それが社会批判や
政治的意志表明のために利用される場合もあるので、そ
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れらが著作権侵害として止められる状況がもし起きたと
すれば、それは表現の自由の抑圧になるのではないで
しょうか。
(2) 著作権強化現状の原因
① 著作権者中心の著作権法制度：「著作物使用者」
という概念の不在
張： 著作権の強化には様々な原因があると思いますが、
やはり著作権法というのは、まず著作権ありきで、その後
にそれをどう制限するか、こんなのを例外として設けまし
ょうというシステムになっていると思います。著作権者中
心であって、著作物を使用するユーザーが主体として登
場しないのがまず一つの原因かなと思います。
また著作権法の立法時点、改正の過程において著作
物使用者の利益が十分反映され難い構造も理由として
挙げられます。また著作権の例外・制限規定の運用上の
限界や、構造的な限界も原因として考えられます。
著作権法第1条の目的規定をみますと、その立法過程
において実はこの「文化的所産の公正な利用に留意し
つつ」という文言に対して、衆議院の審議会等で、「この
ような文言があることにより権利者の保護が薄れてしまう
のではないか」、「権利者の保護が第一義であるという法
目的が曖昧になる」という批判もあったそうです。
これを見ると日本の著作権法は立法の段階から権利
者中心の考え方があったのではないかと思います。先ほ
どガイガー先生からも指摘がありましたけれども、近時は
創作者（creator）の保護というよりは投資家や企業などの
保護に傾いている傾向が見受けられます。
② 立法過程における著作物使用者の利益の未反映
張： インターネットのおかげで状況がよくなったとはい
え、一人一人の国民と、著作者や著作者団体との間では
得られる情報の量が違い、この結果、政策形成や立法の
過程において、一人一人の著作物使用者の利益がなか
なか反映されないことになります。それに比べてロビイン
グ等を通じて、利益集団の利益はかなり反映されてきて
いるといえます。
経済的自由に比べると、やはり目に見えない一人一人
の個人の精神的な自由の制限は、なかなか外に明らか
にならなく、知らないうちに制限されている場合もあり、政
治的支配的である多数によって少数の権利を侵害する
立法もあり得るということが指摘されています。
③ 著作権の例外・制限規定の運用上の限界、権利構
造的な限界
張： そのような場合には裁判所が積極的に介入すべき
ではないかという流れになります。日本のような大陸法系
では例外条項が限定的に列挙されているために出てくる
硬直性などを理由にして、より司法が介入しやすい著作
権制限の一般条項を導入した方がいいのではないかと
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いう議論になり、それが日本においては「フェアユース導
入論」として議論されるわけです。
先ほどの多摩市立図書館事件やフランスのマルホラン
ド・ドライブ DVD 事件などを見ると、やはり例外条項は著
作物使用者の「権利」ではないことは明らかです。これを
もって著作物使用者が何かを積極的に請求できるという
ことはできません。ところでフェアユースを導入しようとい
う議論の一部で、「フェアユースはユーザーの権利であ
る、だからこれを導入すればユーザーの権利がもっと保
護される」という論理展開も見られます。実際に米国の裁
判例の中で、「フェアユースはユーザーの特権」という文
言もあります。またカナダにおいては最高裁の一連の判
決が「フェアディーリングはユーザーの権利である」と述
べています。
ただし、これら判決文の中の文言を持って、フェアユ
ースやフェアディーリングが本当に何かを請求できる積
極的な権利かといえばそうではありません。判決文の文
言はあくまでも象徴的な表現であり、英米法における権
利と義務の相関関係の分析で有名な Hohfeld によると、
フェアユースはあくまでも「抗弁」にすぎず、何かを請求
できる狭い意味での「権利」ではありません。著作権の同
様の請求権ではないので、フェアユースを導入すれば
ユーザーに権利ができるっていう極論にはならないとい
うことです。
フェアユースにはまた運用上の限界もありまして、結構
昔の判決においては新たな技術に対して柔軟な解釈の
できる理論とされてきたわけなんですけれども、90 年代
に入ってからの一部判例においては、やはり原告が被る
被害も重要な要素として考慮されていますし、例えば利
用した著作物のライセンスを容易に取れるような状況で
あったらならば、それはフェアユースにはならないという、
著作権者の経済的な利益をかなり強く考慮に入れている
ような運用が見られます。
このような傾向にプラスして著作権侵害訴訟において
フェアユースは結局抗弁にすぎず、フェアユースの抗弁
の実際の勝率も三割未満であると言われており、フェア
ユースを主張すれば勝つ、ということでもないということ
です。
また最近限界として指摘されているのは、やはりフェア
ユースは裁判所における適用ですので、事後的な判断、
しかもケース・バイ・ケースの個別的な判断になるというこ
とです。そうなると必然的に大量に発生する問題、特に
デジタル時代における大量に発生する問題に対しては、
なかなか効率のいい解決策にはならない、というところが
問題点として指摘されています。
例えば孤児著作物問題などをフェアユースの理論で
解決しようとすると大変なことになりますね。フェアユース
に関してはこういう運用上の限界も指摘されているところ
であります。
こういう様々な限界があるので、私としてはアメリカ型
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のフェアユースを日本にそのまま導入しようという意見に
は賛成していません。そして日本においてもやはり、「日
本版フェアユース」という、日本の状況に合うフェアユー
スにしようという議論が進んでいるわけです。2008 年の
知財戦略本部における提案からその検討が始まり、2009
年度から文化審議会調査が始まっています。2010 年度
四月に中間まとめが出て、今年の一月に報告書が出て
います。その中で、付随的な利用、適法な利用を達成す
るために必要とされる利用など、かなり狭い範囲の三つ
の類型が提示されたわけですけれども、これに対しても
実は批判かありまして、「日本版フェアユース」とは言って
いるんだけれども、フェアユースじゃないよね、ただ個別
の規定を三つ出したことにすぎないよねという批判もされ
ているところです。また、隣接権の部分がカバーされて
ないので、これらの案で直ちにコンテンツビジネスがうま
くいくワンストップ・ソリューションにはならないという批判
もされているところです。日本におけるフェアユース導入
の理論はまだまだ続くのかなと思います。
(3) 事後的な対応から事前的な対応へと著作物使用
者の行動をコントロールする近時の動きと著作物
使用者の自由：「人権」という観点
張： このような動きに追加して、さらには著作物を利用
する人の行動の自由がコントロールされる状況も生じて
いるのではないかと私は懸念をしているところであります。
広いフェアユースを導入したとしても、それだけでは保
護できない利益があるのではないかという観点から、近
時議論されているいわゆる「スリーストライクルール」が挙
げられると思います。インターネット上の著作権侵害の様
態を把握し、著作権を侵害する虞のある常習侵害者に対
してはインターネットへのアクセスを切断するというもの
です。
今までの著作権侵害に対する対応は、事後的なもの
でした。侵害すれば削除通知を送って削除するというノ
ーティスアンドテイクダウンも侵害は生じた後の対応とい
うことで、事後的なものでしたが、近時は事前的な対応へ
と変わりつつあります。違法なコンテンツをアップロードし
ようとするとコンテンツのフィンガープリントを機械的に対
照して判断をするとか、三回以上侵害した人はインター
ネットへのアクセスを切断するというものです。
いわゆる「スリーストライクルール」はフランスや韓国で
は既に導入されているわけなんですけれども、例えばフ
ァイル共有だとただ単に著作物を無断にアップロードし
ダウンロードしたものなので、それに対して一定の著作
権を行使することは特に問題ないと思います。
ただ、著作権の行使が、パロディなどの UGC にまで及
んではいけないと思いますし、そういう意味では機械的
なノーティスアンドテイクダウン手続の運用は改善される
べき部分もあるかと思います。また、著作権を繰り返し侵
害したユーザーであるとしても、それをもって今後のイン

ターネットにおける表現活動を全面的に切断することま
で及んではいけないと思います。現代における最も重要
な情報源であるインターネットから何の情報も受けられな
くなると、著作権侵害に対する処罰としては相当性の観
点からも強過ぎるのではないかと考えております。
このような動きに対しては、UN 人権委員会でも懸念を
しておりまして、今年 5 月の人権報告書の中で、「近時の
インターネットにおけるコンテンツやフィルタリング・ブロ
ッキング技術に対して、特にその中でも一部の遮断では
なくて、完全にインターネットのアクセスを切ってしまうよ
うな規制、フランスやイギリスのいわゆるスリーストライク
ルールは、民主主義における表現の自由を保障する義
務を侵害しているのでないか」という懸念を表明していま
す。7 月に出ている OSCE 報告書も同じような懸念を表明
しています。こういうところからも、やはり著作者の権利し
か決まってない著作権法の「外」からの観点が必要では
ないかと思うように至ったわけです。
要は価値判断をしてこれはこのユーザーのこのような
利用の仕方は保護してあげるべきという利用の場合、例
えばパロディとか等、もうちょっとユーザーに自由を認め
てもいいのではないかという価値判断でイエスが出た場
合、これに対して今の例外条項では限界がある、だから
こそ日本においてもフェアユースを導入しようという議論
になったわけですけれども、アメリカのようなフェアユー
スを導入すれば本当に万事解決かという疑問が残り、よ
り根本的な解決策が求められると思います。
それにプラスして、ファイル共有などにより著作権を侵
害している者に対して著作権を行使して規制することに
は同意できるが、その手段としてインターネットを完全に
切断することは、侵害された著作者の利益と、それ以降
の全くの表現の道が塞がれたユーザーの利益を比べた
ときに、相当性の問題があるのではないか。しかも、その
ようにインターネットを完全切断するためにはユーザー
のインターネットの使い方を調べなければならず、必然
的にプライバシーの問題などが関わってきます。そうな
ると最早著作権法だけでは救えないユーザーの自由が
あるのではないか。だから、著作権法の外からの観点が
必要なのでないか、これら二つの問題意識から辿り着い
たのが、「基本権」であります。利益衡量の際に著作者と
対等に著作物使用者を考慮するためには、少なくとも同
じスタート地点から出発できるように対等に考慮するため
には、両者とも対等な権利の主体であると考えた方がい
いのではないかと考えました。
それが両者とも基本権の主体として両者の利益衡量
する基本権のアプローチです。私は先ほどのガイガー
先生の報告を頷きながら聞いたわけなんですけれども、
それをじゃあ具体的にどう適用するのかについては、完
全な答えを提示できるわけではないですが、これから見
ていきたいと思います。
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(4) 著作物使用者の自由を保護するための権利論
張： 現代の著作物使用者を過去と比べてより保護してあ
げるべき理由は色々ありますが、例えば創作の社会性が
挙げられます。人間の表現行為はそれを受け取る受信
者を前提としていて、誰かに見てもらえないと人間ってな
かなか表現しない。そういう意味でも著作物としての創作
は著作物使用者の存在なしでは多分考えられないと思
います。
また著作者や著作物使用者の概念は拡大しつつあり
ます。使用者というと受動的に創作物をただ受け取るとい
うイメージがあるかもしれませんが、現代の著作物使用
者は、潜在的な創作者になり得る可能性も高い人である
と考えることもできるかと思います。
インターネットを介して創作の形態も多様化してきたし、
またインターネットが日常生活化したことで、ユニバーサ
ルサービスとしての電話やテレビのように国民の権利とし
て規定した国もあります。2010 年の 7 月にフィンランドで
は通信関連法を改正しながら、国民はブロードバンドサ
ービスにアクセスする権利があるとしながら、インターネ
ットへのアクセスを国民の権利として認めました。というこ
とで、インターネットへのアクセスを切断するためには、
相当な理由がないとできないということになるわけです。
もう一つ申し上げたいのは、「文化の発展」というもの
の解釈はいつでも同じというわけではなくて、その時代
によって変遷するということから、過去立法当時の文化の
発展という目的達成のために必要だったものと、現在の
文化の発展という目的達成のためにはどういうものが要
求されるかと考えると、それは同じではないと思います。
そういう意味では、今のこの時代の文化の発展を達成す
るためにはどうすればいいかが、また考えてみるべき課
題として出てくると思います。
ということで、著作権法の外からの観点が必要だと思
います。現在の例外規定だけでは限界があるという問題
意識から、著作者の権利も基本権から由来しているし、
同じくその著作物を受けて使用する使用者の権利も基本
権から由来すると考えれば、両者とも基本権の主体とし
て対等に考慮することができるのではないかというのが
私の考えの出発です。
これに対しては既にガイガー先生が、著作者の権利と
公衆の情報受信権との衡量を試みておられますし、本日
パネルにお迎えしている栗田先生もドイツ法の観点から
この憲法と著作権法の交錯を詳しく研究されているところ
であります。
著作者の権利と使用者の権利を利益衡量するとなると、
じゃあ著作者の権利は憲法のどこから由来するのか、何
を根拠にして著作者の権利というのか、著作物使用者に
も基本権があるというならば、じゃあどの条項を根拠にし
てその「権利」があるのかが問題になります。
両者の利益衡量をするとなると、それは基本権対基本
権なので、基本権の私人間適用問題が、詳しくはまたパ
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ネルで説明があると思いますが、上がってくると思います。
その私人間適用問題の中でも司法を介して基本権が具
現されているとすれば、その利益衡量の根拠として著作
権法を利用できるのかという問題があります。そうして両
者の利益衡量をするとしたら、具体的にどのような要素を
もって考慮しなければならないかということが問題として
出てくると思います。
これらはパネルでも議論される予定ですが、パネルに
入る前に皆さんに簡単に私の意見や日本の状況を説明
してからパネルに移りたいと思います。
まず、その権利の根拠はいろいろ挙げられると思いま
す。著作者の創作に関してはもちろん思想の自由、表現
の自由、言論の自由などを根拠として挙げることができま
すし、創作の結果でき上がった著作物に対する権利行
使に関しては、財産権や生存権を根拠として挙げること
ができると思います。
一方、その著作物を使用する側としては、どういうもの
を根拠として挙げることができるだろうかと考えると、もち
ろん真っ先に表現の自由を挙げることができると思いま
すし、学問の自由、教育を受ける自由、そして幸福追求
権や生存権も根拠として挙げられると思います。これらを
もしこれが憲法で根拠付けられる権利だとすればこれら
を両者の権利を衡量しなければならない。そういう場合
どうすればいいか、様々な考え方があると思います。基
本権というのは先ほどガイガー先生の話にもありましたが、
憲法上の権利というのは、伝統的に国と国民の間の関係
で言われてきました。しかし社会において社会的強者対
社会的弱者という構図ができて、私人が私人の権利を侵
害するということは起き得るんです。
そこをもって、この私人の基本権を侵害するという場面
において、基本権を私人間にどうやって適用するか、そ
の基本権というのを私人間にどのような効力を持つかと
いうのが議論されるわけです。
日本の憲法上の議論においては効力がないという無
効力説と、直接効力を持つという直接効力説、そして間
接効力説に分けられます。先ほどの話ですとドイツの裁
判所においてはもうこの基本権というのが直接適用する
という直接効力説の判例も出ているということでした。日
本の憲法における議論としては、間接効力説（間接適用
説）が日本の通説及び判例の立場になっております。こ
の立場ですと基本権の権利を私人に適用するときは私
法の一般条項を憲法の趣旨を取り込んで解釈して適用
することになります。
この間接効力説を採るとすれば、憲法から由来する著
作者の基本権と著作物使用者の基本権を、著作権法を
介して利益衡量するということになるのではないかと思い
ます。
憲法は最高規範として立法者も拘束します。立法者は
立法の際に著作者の基本権と著作物使用者の基本権を
考慮して立法することになります。ただし、そのような立
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法がまだない場合、もしくは今の立法では保護が十分で
はない場合は、裁判所による保護がまず試みられること
になります。そのような解釈論が蓄積すれば、さらにそれ
が立法に繋がるということもできるかと思います。
では、私法としての著作権法を介して著作者の権利と
著作物使用者の権利を利益衡量するとなると、著作権法
のどこにその根拠を求めるか、というのがまた次の質問と
して挙がってくると思います。
これに関しては様々な考え方があり得て、著作権制限
における一般条項を導入するという考え方もあり得ると思
います。そこでまた話はフェアユースを導入するかしな
いか、という話にも戻ることになるかと思いますが、私は
今のところだと著作権法の 1 条を用いることも可能ではな
いかと考えております。
このように「目的規定」を利益衡量の原則として用いる
考え方はそんなに違和感のあるものではなく、類似する
考え方は既に存在するんです。WIPO の著作権条約
（WCT）原文には「公共の利益、特に教育、研究、情報の
入手利用が公共の利益との間のバランスを保つ必要が
ある」という文言が入っているわけなんですが、これを著
作権者とデジタル著作物の使用者の間の、バランスを取
るためのバランスのあり方の解釈に用いることを試みる意
見があります。
また著作権の話ではありませんが、TRIPS 協定の中で
強制許諾制度の要件を緩和しようという議論の際に、この
TRIPS 協定の第 7 条（目的）と第 8 条（原則）の文言の中
の「創作者および使用者の相互の利益」、「権利と義務の
間のバランス」、「公共の利益を促進するために権利者に
よる知的所有権の濫用を防止する」という部分を根拠とし
て解釈した事例が実際に存在します。なので、目的条項
を利益衡量の基準として用いることが全く不可能ではな
いんじゃないかと考えているわけです。
こちらは日本の著作権法の第 1 条（目的）になります。
この目的条項の中では「権利者と隣接権利者の権利を定
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」と定められております。
「公正な利用」という文言も、「それをもって文化の発展
に寄与する」という文言も入っています。これを今「基本
権」という観点からまた新たに解釈するとすれば、もうちょ
っとバランスの取れた解釈ができるのではないかと考え
るわけです。
ただし、この目的規定に関する日本の裁判所の立場と
いうのは結構ハッキリしていまして、「ウォールストリート・
ジャーナル」事件や、「ラストメッセージ in 最終号」事件だ
と、被告の方で第 1 条を根拠にフェアユースの主張をし
たものの、裁判所は第 1 条を根拠にして今の著作権法の
中でフェアユースを認めることはできないとしています。
ということで、私がここで主張している第 1 条を利益衡量
の基準として使うという意見はなかなかすぐには受け入

れられないと考えております。
もし、この目的条項を解してバランスを取るために解釈
すれば、具体的にどのような要素を考慮に入れるべきで
しょうか。今までも権利濫用や不法行為など色々な手法
を裁判所が駆使してバランスを取ってきましたが、例え
ば権利濫用ですと権利者がどう行使したかというところに
集中していますし、フェアユースはその著作物の利用が
どうかという観点になります。しかし基本権アプローチだ
と、より広い要素を衡量に入れることができるかと思いま
す。このような解釈論が蓄積すれば、後々は立法論へと
結び付くこともできると思います。
今既に諸外国では著作権法リフォームの議論がかなり
出ています。著作権を権利じゃなくて特権に下げるべき
だという主張も出ているわけです。私は著作権全面改革
を言っているわけではなくて、今のような両者の利益衡
量ということを考えた場合にはやはり一定の改正というも
のは今後必要になるのかなと思います。そのため著作権
法全体を通じる基本原則として著作者と著作物使用者の
利益衡考のための一般条項的なもの（これは著作権制限
の一般条項としてのフェアユースということではありませ
ん）が必要だと思います。
私は著作権制限の一般条項としてフェアユースを導入
することには賛成しない立場ですが、著作権法全体の目
的を明らかにするための、一貫した基本原則・解釈のツ
ールは必要だと思います。
また一部の利用形態の場合の権利のあり方を変えるこ
とも考えられると思います。先ほどガイガー先生も著作権
が必ずしも排他的権利と形である必要はないとおっしゃ
ったとおり、もし著作者が正当な金銭的対価を得ることが
できるのであれば特に問題ない利用など、報酬請求権
化しても問題ないような場合も存在すると思います。
あとはユーザーに「請求権」という積極的権利を与える
ことにすれば、一定の場合に著作権利者と著作物使用
者の間を調停するための裁定制度というのを設けることも
考えられると思います。その場合、例えば著作物使用者
が裁定を請求できるというような形にすることも考えられる
と思います。
あと、「アクセス権」と言いましたけれども、このアクセス
権というのはこちらもヨーロッパとアメリカで色々な先生方
が主張しておりまして、もちろんここで言うアクセス権とい
うのは論者によってその意味も範囲も違うんですけれど
も、先ほどのフィンランドにおけるブロードバンド・アクセ
スを法的権利にするということを、もし参考にするならば、
特に情報社会におけるインターネットの重要性を考える
と、最低範囲でのアクセス権を保障するということも考え
られるのではないかと思っております。
最後に、今現在日本の著作権法の中にはパロディとい
う条項がないわけですが、私はパロディというものは、や
はりある程度保障された方がいいかと思っているので、
今後人格権との調整の問題も含めて、パロディが日本の
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著作権法の中にどのように入ってくることができるかとい
うのも、今後の課題であると考えております。
以上私見が多くて恐縮です。是非パネルディスカッシ
ョンにおいてはガイガー先生と栗田先生のご意見を聞き
たいと思っております。私は著作権という権利の存在意
義を否定するわけではありません。著作権というものはあ
る程度守らなければならないっていう立場ですし、著作
物使用者に何らかの権利を与えるといって、何でもかん
でも自由に使わせろというそういう権利を与えようとして
いるわけでもありません。
ただ、今の状況だとあまりにも著作権者に偏っている
ので、バランスを取り戻すために何らかが必要ではない
かと考えて、このような意見を申し上げた次第であります。
勉強不足ではありますが、これで私の報告を終わらせ、
パネルディスカッションに移らせていただき、ガイガー先
生と栗田先生のご意見を聞きたいと思います。
３．パネルディスカッション
（Christophe Geiger、栗田昌裕、張睿暎）
張： それではパネルディスカッションに移りたいと思うん
ですけれども、まず栗田先生のご挨拶を。
では、栗田先生よろしくお願いします。
栗田： 栗田です。私は若い頃は弁護士をやっていたん
ですが、あるとき、指導教官から、「もう十分に弁護士は
やっただろう。やめなさい」と─命令形で言われたのはよ
く覚えているのですが─、そういう風なご示唆を受けまし
て、大学に戻りました。現在は、龍谷大学で民法を教え
ております。
私の業績というのは、だいたい憲法と著作権の関係に
関するものでございまして、これがかなりニッチな領域、
特に憲法による著作権の保障という領域について研究し
ている方があまりいらっしゃらないということもあって、よく
様々な研究機関からお声を掛けていただきます。その際、
民法の研究会に顔を出しますと、「私は、民法の細かいと
ころはよく分かりませんので…」という風に言い抜けます。
また、憲法の研究会に呼ばれたときには、「私は民法が
専門ですので、憲法はよく分かりません」という風に申し
上げることにしております。先日、ついに法哲学の研究
会に呼んでいただきまして、そのときは、「私は実定法で
すから…」というように大きく逃げを打ちました。今日は、
知的財産権の専門家の方ばかりということですので、「民
法専攻です」ということを強調しておきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。
張： 栗田先生ありがとうございます。今回このシンポジウ
ムを企画するときに真っ先にガイガー先生の招聘を決め
たんですけれども、同じくパネルのコメントとしてどなたを
招聘するかというときに、また真っ先に浮かんだのが栗
田先生でした。私はドイツ語を読めないというのもあって、
ドイツ法に疎いのですが、その点栗田先生は詳しいご論
文を書かれているので、本日栗田先生に来ていただい
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てとても心強く思っております。
(1) 人権、基本的人権、基本権、憲法上の権利
張： それではパネルディスカッションを始めるにあった
て、まず私の方でガイガー先生にいくつかご確認をお願
いしたいと思います。
日本の憲法上の用語ですと、人権、基本的人権、基本
権、憲法上の権利というのは、先生方によって定義が違
ったりして、混用されたり、若しくは同じような用語として
使われたりするわけなんですけれども、ガイガー先生は
報告の中で fundamental right というような用語を使われて
いるんですけれども、それは人権（human right）とか憲法
上の権利（constitutional right）と別のものではなく、その
憲法上の権利を含む概念でしょうか？
ガイガー： 非常に重要な点をご指摘くださってありがと
うございます。その問題については二つの欧州の共有さ
れている条文がございまして、一つは欧州人権条約、も
う一つは欧州基本権憲章です。欧州の枠組みにおきまし
ては、これは言わば同義語として使われているという風
に私は考えております。
ただ、グローバルな舞台におきましては、私はむしろ
fundamental right という用語を使う方が望ましいと思いま
す。なぜならばそちらの方の定義の方は狭義だからで
す。私はあえてここで自分が憲法専門家ではないという
ことを指摘しておきたいんですけれども、そういった中で
基本権というのは明確に定義されている一方で、人権と
いうとむしろそれよりも広義だと私は考えておりますので、
グローバルな場におきましては基本権を使用する方が
望ましいと思います。
張： ありがとうございます。では次の点なんですけれど
も、ガイガー先生のプレゼンテーションの中に「スリース
テップ・テストは一種のフェアユースのような条項」という
部分があったかと思うんですけれども、一般条項としての
役割ということで、このフェアユースを言及されたのかと
いうところをまず確認していきたいと思います。
ガイガー： 私が申したのは特定の種類のフェアユース
ということでありまして、フェアユースというのには当然な
がらその理論と条件というのがあるわけです。スリーステ
ップ・テストを見てみると、類似性というのがありましてスリ
ーステップ・テストの主な基準を見てみると、例えば四つ
目の著作物の使用に関するものがあって、それがフェア
ユースと類似性があると思います。
私は何も、欧州はフェアユース条項を導入すべきだと
いう風に主張しているわけではありません。でもそのスリ
ーステップ・テストにおきまして、特定のフレキシビリティ
を著作物の私用に関して許すのであれば、例えば民法
上である判事がそのフレキシビリティを許すまであるなら
ば、それは狭めると広げるのと両方の方向においてそう
いったフレキシビリティを許すということにならなくてはな
らないと主張したいところです。
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つまり自分の著作物にとって有利なときだけにその柔
軟性を許して、有利じゃないときは許さないというような扱
いは許されるべきではないということです。
張： はい、ありがとうございます。ではその確認が終わ
ったところで、次の事項に移りたいと思うんですけれども、
その前に栗田先生からご説明があるようです、どうぞよろ
しくお願いします。
(2) 憲法上の基本権と著作権法
栗田： 先ほど強調しましたとおり、民法専門で憲法の専
門家ではない栗田でございますけれども、僭越ながら、
憲法の説明をさせていただきたいと思います。
まず、第三者効のところで、ガイガー先生がドイツでは
一般に普通の法律を解釈するときに、憲法の趣旨を汲ん
で解釈するのだというような説明をしておられたかと思い
ます。それは、ドイツでは一般に照射効と言われているも
のです〔Ausstrahlungswirkung〕。ドイツでは、あらゆる単
純法が、単純法というのは、憲法ではない普通の国会で
制定される法律のことですけれども、この法律は、基本権
を保護し、基本権の趣旨を実現するために制定されると
いう前提を採るということになっています。これを、照射効
の理論と呼びます。ですから、例えば、著作権法を解釈
するに当たっても、その前提となっている基本権の趣旨
をそこで斟酌するということが、ドイツ法では日本法よりも
比較的受け入られやすいという前提がまずあります。
次に、比例原則に言及しておられたので、これについ
ても、簡単に説明しておきたいと思います。ドイツ法上の
比例原則〔Verhältnismäßigkeitsprinzip〕は、現在では、権
利に対する介入がどのような場合に許され又は許されな
いかを判断するための思考様式として用いられています。
これは、普通、三つの下位原則から構成されていると言
われています。一つ目は適合性の原則であり、権利への
介入という手段が目的に対して適合的なものでなければ
ならない、という原則です。良い例がうまく浮かばないの
ですが、例えば、「表現の自由を守るためにこういう法規
制をするのだ」と言いながら、それが表現の自由に全然
役立たない、そういう規制は許されないというものです。
もう一つは必要性の原則で、これはアメリカでいう LRA
原則に近いものです。権利への介入は、目的を達成する
ための必要最小限度の規制でなければならないという原
則です。より制限的でない手段があるのであれば、そち
らを行わなければならないということになります。
最後に残されているのが、狭義の比例原則と言われる
ものです。これは、規制によって失われる利益よりも得ら
れる利益の方が大きくなければいけない、というもので
す。この狭義の比例原則が、あるいは、比例原則と言っ
たときにぱっと頭に浮かぶ内容かもしれません。
ただ、ドイツ法では、比例原則に基づく判断は、このよ
うにかなりシステマチックに進められております。そのた
め、対立する二つの権利、権利 A を理由として権利 B を

制限するというようなときの判断構造としては、比例原則
は、割と使いやすいものではないかと思われます。その
二つが、ガイガー先生がプレゼンテーション中で、「栗田、
説明しておけ」と仰っていた点であります。
あとは、簡単に、プレゼンテーションで言及されていた
「Germania 3」というドイツの判例についても説明させてい
ただきます。これは、ハイナー－ミュラー〔Heiner-Müller〕
という劇作家が、有名なブレヒト〔Brecht〕の曲を一幕丸々
自分の戯曲中で引用したため、ブレヒトの遺族が「こんな
ことは許さない」と訴えた、というような事件です。このとき
に、ドイツ連邦憲法裁判所は、芸術の自由を理由として、
引用権の狭い解釈を──これは連邦通常裁判所がずっ
と採用してきたものですが──違憲であると判示し、自ら、
引用権の合憲「拡大」解釈を行いました。
ただ、これは後でまた触れますけれども、ドイツではず
っと基本権を理由として、著作権法の違憲審査を行うとい
う判例が確立しておりました。たしかに、先行する判例は
著作者の権利を保障するという側面から違憲審査を行っ
ていたのですが、その判断構造から考えると、逆側、す
なわち利用者の権利を保障するという側面についても同
じことが言えるはずであって、どちらかというとドイツ連邦
憲法裁判所の判例の流れに則した意見だったのかなと
思います。
ただ、記憶が定かではないのですが、この判例はリス
ボン条約の発効より前に出ているので、リスボン条約後
の流れとは言えないような気がします。そこは、ガイガー
先生に確認したいところです。とりあえず、「説明しろ」と
言われていたのは、以上のようなところです。
張： 栗田先生ありがとうございます。では今日はガイガ
ー先生の報告のそれ以降、憲法上の基本権というものを
著作権法において解釈する差異に、まず解決・確認しな
ければならない課題がたくさんあると思いますが、これに
関してまず権利者にどんな権利があって著作物利用者
にどんな権利があるか、これに関して栗田先生の方から
また質問の趣旨の説明をしていただければと思います。
栗田： ここからしばらくは割とお答えの予想できる簡単
な質問が続きますので、さくさく進むんじゃないかなと思
っております。
まず、最初の質問ですけれども、基本権と著作権、もし
くは利用者の権利との関係について、大きくは二つの考
え方があると思います。
一つは、飽くまでも基本権が主であって、特定の基本
権の保護領域に対して介入があればそれをはね返すの
が基本権の作用だから、著作権法の規定についても、そ
れが特定の基本権、例えば表現の自由を侵害している
かどうかという見地から、違憲審査を行えば足りるという
考え方です。
もう一つは、もう少し著作権法の自律性のようなものを
認める考え方です。あくまでも著作権法の解釈という枠
内で、基本権によって著作権や利用者の権利が正当化
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されていることを斟酌していこうというものです。
この二つのうち、どちらに立たれるのかというのは、ま
ず確認しておきたいというのが、質問の趣旨であります。
また、併せて、著作物の利用者の権利ということにつ
いて議論が進んできましたが、この点については疑問を
抱かれた方もいらっしゃるのではないかと思います。とい
いますのは、著作物の利用者というのは、──我々が考
えているように──利益状況が同じ人々だけではないか
らです。今思いつくだけでも、大きく分けて三つの「著作
物利用者」があります。
一つは、著作物の仲介を行う者、例えば出版社という
のがそうです。彼らも著作物を利用します。
もう一つは、新しい著作物の創作者です。引用者を想
定するとわかりやすいと思いますが、彼らもまた古い著
作物を利用します。
そして、第三に、消費者があります。これは著作物をお
金儲けに利用するわけではない、新しい著作物を作るた
めに利用するわけでもない、ただ著作物を享受するとい
う立場の人たちです。
その三者については利益状況が異なりますので、そ
れぞれ別個に議論するべきであるというような指摘が、─
─私はドイツ法しか知らないのですが──すでにドイツ
法では行われております。そういったことを前提とした上
で、最初申し上げた点についてお答えいただければと
思います。
張： ガイガー先生いかがでしょうか。
ガイガー： 今のこのユーザーの話ですと、栗田先生の
話からも質問が出ましたけれども、私の心の中では著作
物使用者というのは、企業ユーザーや団体ユーザーで
はない、より個人のエンドユーザーを想定した議論をし
ています。でも栗田先生の指摘通りに、もしそれが企業
ユーザーまたは営利目的のユーザーであればその議論
は先ほど私が申し上げたのとはちょっと違う衡量の要素
が入ってくるかと思います。
栗田： もう一点は、そこでユーザーというのが単に著作
物を享受するだけの人だった場合には、「新しい創作に
役立つから」という論拠は、少なくとも弱い形でしか援用
できなくなると思います。
ですから、一般消費者もしくは利用者といったときに、
それを「著作物を享受する人」と捉えるのか、それとも、
「著作物を利用して新たな著作物を創ろうとしている人」と
捉えるのか、分けて論じた方がいいのではないかと思う
のですけれども、いかがでしょうか。
張： 私の報告の中では、受け取る側としても受動的な使
用者というももちろん想定していますし、潜在的な創作者、
何かを受け取って使用したがために、今後それをもって
また新たな創作をするっていう、その使用者両方想定し
て論じたわけなんですけれども、今の先生の指摘どおり
にそれを分けたほうがいいかもしれません。どうもありが
とうございます。
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ガイガー： やはりどういうルールを実際に今後達成した
いと考えているかということが、非常に重要になってまい
りますので、本当に創造的な形で利用する人と、それか
ら消費者として利用する人たちを同じレベルで扱うことは
できないと思います。
例えばブリトニー・スピアーズの最新のヒット曲であると
か、マドンナのヒット曲を直接ダウンロードしようとしてい
る人は、そこに高貴な創造意欲を発揮した行為をすると
いうことは見られないと思います。ただ単に無料でそれ
を利用しているということに過ぎないわけでありますので、
これと先ほどのものを同レベルで議論するべきではない
というふうに思います。
また、重要な論文を活用したいと考えている研究員が
いるでしょうし、また例えばドキュメントを作るためにこの
ある映像を使いたいと考えている人もいると思いますの
で、やはりこの議論というものを薄めないように彼らは別
個に扱うべきだというふうに思います。
張： 先ほどもガイガー先生がユーザーの権利というより
は、創作者、クリエーターの権利と言った方がいいかもし
れないとおっしゃったんですけれども、やはり創作的な
使用と、ただ消費する受動的な使用というのはある程度
区別されるべきでありますし、先ほどの私の報告の中で
も価値判断をしてそれを保護するクリエイティブな利用、
例えばパロディなど、そういうものは価値判断をして保護
すべきだということになると思います。
ただし、コンシューマティブに消費するだけの利用で
あっても、先ほどの私の例で違法ダウンロードを繰り返し
たがためにインターネットを切断される場合は、特にその
使用自体を保護することにならないとしても、規制の方法
や処罰の相当性の問題になるので、やはり私も潜在的な
創作者になり得るユーザーは特に保護すべきではない
か、と考えています。
栗田： 張先生、ちょっといいですか。問題は、なぜ創作
的な使用と消費的な使用を分けるかということなのです
けれども。そこに、私などが言っている、憲法との関係と
いうのが多分意味を持ってくると思うのです。
消費するための利用であれば、恐らく根拠として引用
できる基本権は、日本には明文の規定がありませんがド
イツだと、「情報の自由」になるところです。それは、著作
物にアクセスする権利を保障するものであって、公共の
利益等によって大幅な制約が許される。少なくとも相対的
に大きな制約が許されるということになるかと思います。
ただし、創作的な利用ということになると、これは、伝統
的に強力な基本権規定である表現の自由、学問の自由、
芸術の自由、こういった規定を援用することができるわけ
です。そうすると、より強力な論拠として、著作物の利用
を許すべきだということになります。
このように言うことによって、消費的な利用、創作的な
利用もしくは経済的な利用といったものが、それぞれど
のような基本権を背景として主張されているのかという視

第１回 著作権法の憲法的側面と著作物使用者の保護

点から、秩序立てて比較することができるようになる。そ
れが、著作権法の領域において、憲法を引合いに出す
ことの意味ではないかという風に思っているわけです。
張： では権利とは何かという話が進んだ段階で、憲法上
の基本権と著作権法というこの項目をお話ししていこうと
思います。著作権法において憲法上の基本権というのは
どんな役割をするかっていうことで、こちらもまた栗田先
生その趣旨をお願いいたします。
(3) 憲法上の基本権と違憲審査
栗田： 前のパネルには二つ質問が書いてあると思うの
ですけれども、これは実質的には同じことでありまして、
要するに著作権法の解釈において憲法の趣旨を取り込
むというだけなのか、それとも著作権法には書いてない
のだけれども、憲法を援用することによって法の文言を
超える解釈が許されるのか、そのどちらの考えであるの
かを確認したいということです。
他に、ガイガー先生はご存知でしょうから細かく出さな
くてもいいと思いますが、ドイツでは Kopienversanddienst
という事件がありました。これは、コピー送付サービスとい
うような意味です。図書館が利用者にコピーを送るという
サービスを行っていたところ、これに対して、著作権者の
側から「それは違法じゃないか」という突込みが入ったと
いうような事件です。そのとき、ドイツの連邦通常裁判所
は、「確かに、そこまでは著作者の排他権は及ばない。し
かし、著作権法の基本思想とか憲法の財産権保障とかを
考えると、法定補償請求権が──法律には書かれてい
ないにもかかわらず──認められるべきである」という判
決を行いました。
具体的な解釈論としては、関係する規定──例えば、
著作権の制限に対して法定補償請求権を認めると規定と
か、それが著作権管理団体を通じなければ行使できな
いという規定とか、そういったことを書いた規定──の類
推適用という形を取ったのですが、その際に、実質的に
は、著作権法の文言を超えた法形成が行われたと見るこ
ともできます。実際、裁判所も、「法の欠缺を補充する」と
いうような表現を用いていたと思います。
それだと、著作権法の解釈において基本権の趣旨を
斟酌するというところから、憲法上の基本権を直接の根拠
として請求権を認めるというところへと、一歩踏み出せる
んじゃないかなと考えるわけです。ガイガー先生の今日
のお話だと、間接適用は当然行うということだったのです
が、そこから、この一歩を踏み越えられるかどうかを確認
したいと思います。
ガイガー： 確認します、そうです。
張： ドイツにおいてはいわゆる直接適用する判例という
のはかなり多いんでしょうか。
栗田： そんなに多くはないと思います。今のコピー送付
サービス事件についても、すぐ後にそれに即した立法的
措置が行われておりまして、裁判所の解釈における法形

成のままにはなっておりません。
張： ありがとうございます。では次、こちらも栗田先生の
方から趣旨を説明していだきたいと思います。
栗田： ちょっと長くなってもいいですか？ガイガー先生
はご存知だと思うのですが、今日のご報告では、ドイツ連
邦憲法裁判所の教科書事件〔Schulbuch-Entscheidung〕に
触れておられるのですけれども、これが、ドイツ法におい
て憲法を理由として著作権法の規定を違法だと判断した
多分最初の判決です。
これは 1971 年 7 月 7 日の判決で、同日中に著作権法
の違憲審査の判決が四件出ております。ガイガー先生
は 10 年ほど前から自分が頑張って研究してこの状況を
開拓したとおっしゃるのですが、私もガイガー先生がこ
の領域の先駆者だと思うのですけれども、ドイツではそ
れより古い判決がある。
この事件の内容ですが、これは、著作権者の側が、
「著作権の制限規定が広過ぎて自分たちの基本権を侵
害している」として争った事件です。憲法訴願という制度
がドイツにはあるのですが、この制度によって、著作権法
の規定が抽象的に無効かどうかを争った事件です。
その際に、訴えた側は当然最初の事件なので、およそ
目につく限りあらゆる基本権を主張しました。芸術の自由
から財産権保障から、果ては慣習法上の権利があるとか、
あらゆる手を尽くしたのですけれども、そのうちの一部が
奏功いたしまして、連邦憲法裁判所は、「教科書などに
ついては、無償で著作物を教科書に再録しても構いませ
んよ」という、問題の規定が、無償である、法定補償請求
権を置いていない、という限りにおいて違憲だと判断しま
した。
その際に、財産権保障の基本的な要素、特に憲法との
関係で認められる著作権の核心というのに触れていまし
て、それが大雑把に申しますと、「自己の創作的給付の
経済的成果を自己に割り当てること。それも私法上の規
定によって割当てること」です。それから、「これを処分す
る自由」とは、「基本権によって保護された著作権の核
心」であるというようなことを言っているわけですね。
その上で、連邦憲法裁判所は、判断構造としては他の
多くの基本権が争われた事件と同じように、三段階審査
の形を取って審査をいたしました。つまり、①ある基本権
の保護領域に対する、②介入があるかどうか、③あるとし
てそれが憲法上認められているような制限によって違憲
性阻却（正当化）されるかどうかという判断構造による審
査です。
これが確定判例となりまして、その後のドイツ連邦憲法
裁判所は、著作権法の違憲性が争われた事件において
は、どの基本権の保護領域への介入が問題となっている
のかをまず確定しました。著作者の場合は、まず財産権
の保障ということになります。その上で、財産権保障への
介入が、例えば、日本だと日本国憲法29 条2 項辺りに規
定があったと思うのですが、公共の利益による制約として
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許されるかどうか、そして、最近になってからは、対立す
る利用者の権利によって正当化されるかどうかという判断
を行っています。
ドイツでは、こういう風に、著作権法の違憲審査におい
て基本権を扱うやり方というものが先に確立されてきてい
ます。それを著作権法の違憲審査にも応用したという風
にも言えるわけです。ただ、ガイガー先生は特にドイツ
法のみを研究の対象としておられるわけではありません
ので、ガイガー先生がお考えになっている違憲審査の
方法について教えて頂きたいと思います。特に、基本権
を、ある種の解釈指針として、原理間衡量のようなものを
行う、つまり、二つの相反する原理の間で最適化を行う、
というような判断構造を採るのか、今申し上げたような判
断構造を採るのかについて、お答え頂きたいと思います。
すみません、長くなりました。
ガイガー： 今ご指摘くださった判例は興味深いと思いま
す。私は常にアクセスが重要であるということを主張して
きたんですけれども、必ずしも自由なるアクセス、フリー
アクセスイコール無償のアクセスということではありませ
ん。ですからその点については必ずハッキリと区別する
ことが必要であります。
ドイツの裁判所はあの判例におきまして制限違憲とい
う判断を下しております。その根拠は経済的報酬が支払
われていないということであります。その後どうなったかと
いうと、あの判決が下された後に、ドイツ法におきまして
報酬の権利と組み合わされたところの制限が導入されま
した。
そのことにより、ドイツ法体系におきまして、報酬システ
ムと組み合わされたところの制限システムというのが導入
されました。そういった側面に関して、極めて先駆的な事
例だと言えます。ドイツの法体系というのはかなり自己中
心的なのですけれども、一方におきまして欧州の中で最
も制限の多い法律でもあります。
この報酬体系を行政管理しているのが徴収機関なん
ですけれども、多くの創作者、著作者にとりまして、もう排
他権よりもそちらの方が旨味があるというような課徴体系
になっているので、ちょっとその徴収システムについて
説明いたします。
私自身、学術論文の著作者といたしまして、排他的な
著作権で得た経済的な報酬よりもむしろその私的複製の
制限で得た報酬額の方が多額です。じゃあ今後デジタ
ル化された世界における私的複製の制限はどうあるべき
かを考える際に、じゃあ誰を保護したいのか、ということ
を考えなくてはなりません。
栗田： では、補足ですけれども、先ほど言及しましたコ
ピー送付サービス事件〔Kopienversanddienst〕でも、裁判
所が、似ているけれどちょっと違うことを言っています。も
し、このケースで著作権の制限規定を厳格に解釈して、
排他権を認めたとしたらどうなるかということです。前提と
して、こうした場合、著作者は、通常、出版社に包括的な
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利用権を許与しているものだという認識があります。これ
は、日本法で言うと、著作権を譲渡しているのに近い法
的効果を伴っております。だから、この場合、著作権の制
限規定を厳格解釈したところで、潤うのは出版社であっ
て、著作者ではない。
しかし、著作権法の理念というのは、著作者を──ドイ
ツ法では、著作者というのは創作者という意味ですが、こ
の創作者を──保護しようとするものです。だとすれば、
ここでは、著作権の制限規定を厳格に解釈するよりも、む
しろ、排他権の制限自体は認めた上で、補償請求権を認
めた方が、補償金が著作者のところに還流する分、却っ
て著作者の保護に役立つではないかと、そのように連邦
通常裁判所は判示しています。だから、著作権法には書
いていないけれども、類推適用によって法定補償請求権
を認めるという判断をしたわけです。こういう側面からも、
ガイガー先生のお考えは確認できるかと思います。
それに関連してもう一点質問したいのですが、補償請
求権もしくは報酬請求権が著作者の財産権保障の核心
に位置づけられるべきだという点では、ガイガー先生に
同意いたします。しかし、問題はその次でありまして、例
えば、全ての著作者の権利を、少なくとも財産的権利を、
補償請求権に一元化するというような法制は許されると
お考えでしょうか。
私は現物を見たことがないのですが、ソビエト連邦の
著作権法か何かで採用されたことがあるということを、ど
こかでちらっと目にした記憶があります。間違いならごめ
んなさい。
ガイガー： 本当にそのような判決が下されているので
あれば、もう少し詳しくその判例について知りたいと思う
んですけれども、本当にその憲法の下で排他権が全面
的に補償請求権に変えられるっていうことがあるとしたな
らば、それは興味深いと思いますが違憲だと思います。
栗田： それは判決についての言及ではなく、そういう立
法例があったという話です。
ガイガー： 私がプレゼンテーションで主張したかった点
は、所詮一番大切なのは幾らの金額の報酬が創作者の
懐に入るかということであって、その懐の入り方の方法論
を指摘しているわけではありません。最終的に創作者が
受け取る報酬の額が多いのであれば、別にそれはそれ
でいいんじゃないか、そういった制度のどこが間違って
いるのかということであります。
ですので、将来的な著作権体系を考える上でその創
作者フレンドリーなものにしていくということに主眼を置く
べきであろうと私は考えているところであります。著作権
制度ができて 100 年経っていますけれども、じゃあそこか
ら創作者は何を得ているのでしょうか。世界で一掴みの
スーパースターはかなりのものを得ているかもしれませ
んけれども、それ以外の創作者というのは何を得ている
のがあるのでしょうか。著作者制度というのがあるが、ど
の著作者もその制度を気に入っていません。
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長年我々はファイル共有の問題に対して、いい解決策
を見つけようとして努力をしてまいりました。そしてフラン
スとか韓国におきましてはそういったものが大枠になりま
すけれども、現在においてはどういう形でその創作者に
報いていくかということで、フラットレート・システム、固定
で使用料を決めるというような方法なども考えられている
わけですけれども、それともう一つはエンフォースです
けれども、エンフォースの方はうまくいっておりません。
いずれに致しましても、我々と致しましては何らかの解
決策を考えることによりまして、ファイルシェアリングが減
っていくということを望んでおります。
栗田： すみません、一つだけ。今、著作者に幾ら入るか
というのが需要だとおっしゃいましたけれども、それは私
も同意します。もう一つは、これは批判ではなくて本当に
質問なのですが、例えば、ドイツではやはり排他権が守
られるのが原則だという主張の根拠として、排他権がな
ければ著作者は報酬を自分で交渉して取り決めることが
できなくなるだろう、というような主張がなされています。
それは、例えば、「自由な供給と需要の関係によって
得られた価格だけが適正な価格だから」とか、あるいは
「それは契約の自由という我々が持っている基本的な自
由に属するからだ」というようなことが言われたりします。
また、もう一つは、──これはガイガー先生の指摘に
通じるのかもしれませんけれども──排他権によって禁
止されるかもしれないという威迫があった方が、使用料の
額が跳ね上がるのではないかというような主張も見られま
す。ガイガー先生はこれらの考え方にはコミットなさらな
いんでしょうか。こういうのは駄目だと思っておられるん
でしょうか。
ガイガー： 私の答えとしては、やはりその著者に任せる
べきではないかと思っております。
著者としてはそのフラットレートでの報酬が排他制度と
いうことを好むかもしれませんけれども、憲法の制度とい
うことを考えますと、やはりその著者に対しましてある程
度自立性というものを与えるべきではないかという風に思
っております。
ですからドイツのような、自分で決めていくという考え
の方が憲法の考えに則っているのでないかと思います。
栗田： それは、財産権保障においても人格の自由な発
展との関係で基本権の内容を理解するというドイツ法の
発想から考えても、非常に理解しやすいと思います。
張： はい、ありがとうございます。
(4) 権利論と功利主義
張： ちょっと時間が迫ってきたので、次の項目に移らせ
ていただきます。では功利主義というところで、著作権、
著作者の権利が著作権法の目的を達して高度な利益を
増進するための手段なのか、それともそのような政策目
標に悠然たる価値を有しているのかということです。
栗田： この質問は、権利論と功利主義という、通常、対

置されるような概念に関わるものです。色々な定義があ
るので難しいのですが、いま、一つ、たまたま私の指導
教官をしている山本敬三先生という民法の先生が採って
いる定義を試みに挙げますと、権利論というのは、「個人
の権利を保障することに、他の政策的な目的に優先する
価値を認める」考え方だと言われております。これは、
「権利は権利だ」という考え方です。
これに対して、功利主義というのも色々な定義がある
のですが、「権利もまた他の特定の政策目標を達成する
ための手段に過ぎない」というような考え方だと通常言わ
れております。
功利主義については、特にどのレベルで功利主義を
採るのかというのが重要な問題になってきます。例えば、
所有権について言われるように、「所有権というのは、実
は功利主義的に説明できる。
例えば、コモンズの悲劇を回避するためには所有権を
設定した方が最大多数の最大幸福につながるのだ」とい
う正当化をするのだけれども、一旦そのようにして所有権
を正当化したからには、あとは所有権は権利であって守
られなければならないという前提に立って解釈を行う、と
いう立場もあり得るわけです。
このように、権利論と功利主義というのは、対置されな
がらも、かなり複雑な構造を取っております。ガイガー先
生のご主張の中では、権利、著作者の権利と利用者の権
利の緊張関係というものに非常に大きく言及されながらも、
それらがともに公共の利益を達成するためのものである、
あるいは著作権法の目的である、例えば、福利の増進の
ようなものを達成するための手段であるというような主張
も見られました。
そこで、これらを整理する意味で、著作者の権利ある
いは利用者の権利というものは、ガイガー先生にとって、
社会全体の福利の増進のような目的を達成するための
手段であり、その目的に反する場合には当然制限され得
るものなのか、それとも、それを越えた何らかの固有の価
値を内在させているものなのか、ということを確認したい
と思います。
すみません、説明と質問がない交ぜになっています。
ガイガー先生が仰っている著作者の権利や利用者の権
利は、何か別の目的を達成するための手段なのか、それ
ともそれ自体が目的なのですか。
ガイガー： 100％理解できたかどうかはわからないんで
すけれども、どのような法律においてもそれ自体の目的
が存在しているというふうになります。法律というのは人
間が作るものでありますし、人間が法律を作る場合は法
律が好きだから作るということではなくて、それは社会に
何らかの利便性を提供しているからであります。例えば
社会の調和であるとか、ですからこれは功利主義的な考
えだという風に思います。
栗田： わかりにくい質問をして申しわけありません。ちょ
っと具体例に則してお聞きしたいのですが、先ほど仰っ
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たように、著作物を経済的に利用している誰かから報酬
を受け取ることは著作者の権利であるということには、恐
らく同意してくださることと思います。例えば、ある特定の
事例において、それが社会全体の福利増進に役立たな
い、例えば有効なインセンティブをもたらさないというよう
な場合には、当然、著作者の報酬を求める権利も否定さ
れて然るべきだということになるんでしょうか。
ガイガー： そのとおりです。
(5) コメント（上野達弘）
張： ちょっと時間が既に５時半近くなりまして、ガイガー
先生もかなりお疲れでしょう、そろそろそんなに長くは時
間が取れないと思うんですけれども、ちょっとお一人だけ
にコメントをいただいてからシンポジウムを閉めたいと思
います。会場に上野先生がいらしているので、コメントを
お願いしたいと思います。
上野： 立教大学の上野と申します。ご指名いただきまし
てありがとうございます。そして今日はガイガー先生、と
てもすばらしい講演をしていただきましてありがとうござ
います。
ガイガー先生の論文は以前からとても興味深く読ませ
ていただいておりまして、今日も楽しく聞かせていただき
ました。日本でも、伝統的な見解によれば、著作権法の
目的というのは著作者の保護であって、著作者の保護が
優先されるべきとされます。従って権利の制限というのは
例外であり、従って制限規定は狭く制限的に解釈されな
ければならないと考えられてきました。
しかし、私の考えでもそうですけれども、著作者の権利
もそれ以外の利用者の権利も憲法上の基本権によって
正当化されるものであって、両者の調整が重要であると、
そのように私も考えられます。著作権の制限というものも、
基本権と基本権の調整という観点から正当化されると考
えてきたところです。
従ってガイガー先生の見解にも基本的に全く共感する
ところです。このことは私も 10 年以上前から考えていたこ
との一つでありますけれども、今日ステージに上がって
おられる張先生も同じ考えではないかと思いますし、栗
田先生も恐らく同じようなお考えではないかと認識してお
ります。
そのように述べている学者が日本でこの三人以外にい
るのかどうかはよくわかりませんが、その意味では私たち
はガイガー先生と考え方を共有しているのではないかと
思っています。
ただ、その上で、基本権のバランスを解釈論としてど
のように実現するのかという手段の問題になりますと、ど
うしても根拠となる条文が必要になってくるのではないか
と思います。
今日のガイガー先生のご講演の中では、開かれた概
念の場合はそれが可能だというお話がありました。確か
に今日も栗田先生から色々ご紹介があったように、ドイツ
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では例えば「Germania3」事件についてはドイツ法 51 条と
いう引用の規定を広く解釈したのだろうと思います。ある
いはドイツではパロディについてはドイツ法の 24 条とい
う自由利用の規定がありますね。そうしたオープンな概
念を有する規定を解釈することによってこの問題を解決
してきたのだろうと思います。つまり既存の制限規定を拡
大的に解釈したり、ときには類推適用したりして、その中
で基本権の調整に基づく解釈論上の著作権の制約が実
現できたのだろうと思うわけです。
しかし、それがそれ以外の場合はどうなのでしょうか。
今日の話でもエクスターナル・リミッツとか、直接的な適用
といったようなお話がありましたけれども、実務上そういう
解釈論がどこまで可能なのかということは問題とならざる
を得ないようにわたしは思います。
先ほど栗田先生がコピー送付サービスに関する判決
を例に出されて、既存の制限規定を拡大解釈すること、
もしかしたら文言に反する解釈を行うことをも認めるのか
というようなご指摘があり、それに対してガイガー先生は
イエスとお答えになったように思います。
しかし裁判官にとりましては、基本権の調整に基づい
て著作権を制約する解釈論を行いたいと思っても、その
際に適用できる何らかの明文の規定がやはり必要なの
ではないでしょうか。
この点、きょうの張先生のご報告では、日本著作権法
第 1 条が提示されました。これは、著作権法は文化の発
展を目的としているという目的規定で、この規定を適用し
て基本権のバランスを取ることが可能になるのではない
かというお考えかと思います。確かにそれは一つの選択
肢だと思います。しかし、第 1 条による解釈論はどこまで
可能なのでしょうかね。
そこに限界があるとすれば、著作権の制限規定として
一般条項を設けるということが一つのアイデアとして考え
られるのではないでしょうか。これは日本でも議論されて
いますし、最近ではヨーロッパでも議論されていますけ
れども、基本権の調整に基づく著作権の制約を解釈論上
実現するためには、そうした一般条項を設けることには
意味があるのではないでしょうか。
私は、2008 年にスリーステップ・テストに関する宣言が
出されたとき、ガイガー先生が重要な役割を果たしたこと
を知っています。またちょうど先週、ガイガー先生はアム
ステルダムでこの問題について講演されたそうです。
そしてガイガー先生は、別の論文では、いわゆる
limitation-based remuneration system、つまり権利は制限
するけれども報酬の権利は与えるというシステムを一つ
のあり方として示しておられます。
そうしますと、基本権の調整に基づく著作権の制約を
するためには、これを実現する手段として、何か明文の
規定が必要ではないのでしょうか、そして、著作権制限
規定の一般条項を設けた方がよいということになりはしな
いのでしょうか。この点をお伺いできればと思います。
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ガイガー： 原則より規定がある方がいいというのは当然
のことでありまして、何も依拠するものがないときにおい
てしか我々は原則に依拠したくないわけであります。私
がアメリカのフェアユースについて気に入っていない点
というのはフリーユースであるということでありまして、報
酬に関する柔軟性を何ら提供していないということであり
ます。
ですから、そういうアプローチよりも、むしろ広く様々な
例外について列挙した上でその最後の部分で開いてお
くということの方がシビルローとコモンローを組み合わせ
て形でフェアユースの一般条項を設けるよりも、むしろ私
としては実行可能なのではないかと考えているのであり
ます。フェアユースの一般条項を設けてしまったら、むし
ろ判事らにとって大きな負担になってしまうのではないか
と思います。
張： ガイガー先生ありがとうございます。おっしゃるとお
りアメリカの裁判所においてのフェアユースの抗弁という
のは、認められたらタダで使えるけど、それが認められ
なかったらその使用ができないという、どっちかなんです
ね。だから今おっしゃったような、補償権付の制限という
形に比べると、結構極端なものであるかもしれないという
ことで、私も同じような問題点を認識しておりました。

Ⅲ おわりに
張： ということで、時間がかなり遅くなりまして皆さん長い
時間どうもありがとうございました。最後に簡単でいいの
で栗田先生とガイガー先生から簡単に感想というかクロ
ージングをお願いします。
栗田： しゃべり過ぎてすみませんでした、簡潔に質問す
るようにしたいと思います。先生ありがとうございました。
ガイガー： この会を閉めるというような重い責任を負い
たくないんですけれども、いずれにしても聴衆の皆様勇
気をもって土曜の午後をこの場で過ごすということを選択
されたことに対して御礼申し上げたいと思います。ご出席
ありがとうございました。
連休の中ではあるものの、今日の午後をここで過ごし
てくださったということに対して御礼申し上げます。
高林： 本日中身については上野先生にまとめていただ
いたので、ガイガー先生にお話をしていただいたという
ことで、大変実りがあると思います。
張： 皆さん、多分この 1 時間の議論では物足りないとい
うぐらいの難しいテーマであったと思います。一時半から
の 3 時間以上この場で最後まで参加していただきどうも
ありがとうございました。これでこのセミナーを終了といた
します。どうもありがとうございました。（拍手）

本講のレジュメ（抄）
Ⅰ はじめに
Ⅱ 講義
１.著作権法の憲法的側面（Christophe Geiger）
(1) はじめに：問題の所在
・ 現在著作権は非常に深刻な制度化の危機に直面
・ 使用者対著作者というような対立構造に関するレトリックはやめて、より補完的な価値をもたらすものとして著作権
を位置付けるべき
・ 著作権の制限規定だけが唯一の方法ではなく、また制限＝クリエティビィティの損失ということでもない。多様なニ
ーズを網羅的に満たすようなメカニズム設計が重要
(2) 理論と実務の両方における解決策としての基本権
・ 問題を解決するために使用可能な法制度
①競争法
②アクセス問題についてメディア関連法
③権利の濫用に関する議論
④基本権
1) 基本権に関するフレームワーク
①リスボン条約（Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European
Community, 13 December 2007）の発効
②欧州連合が欧州人権条約(European Convention on the Protection of. Human Rights:ECHR)に加入
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③各国における憲法：基本権概念が私法をめぐる紛争でも取り入れられるようになった。
Ex)ドイツの第三者効力の理論
④世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)
⑤経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights、ICESCR)
2) EU における著作権保護のための基本権フレームワーク
・ 欧州において「基本権」はあらゆる法規範のヒエラルキーの最頂点
・ 欧州連合の各加盟国の立法者は立法する際に、あらゆる基本権を十分に念頭に入れ、遵守しなくてはならな
い：全ての立法者は異なるあらゆる基本権をそれぞれ同一に扱わなくてはならない。
・ 裁判所においても、知的財産権あるいは著作権法を解釈する際において必ずや基本権の考え方を適用しなけ
ればならない。
(3) 基本権と著作権の交錯
1) 著作権法上の限界
・ 欧州の裁判例
①French Supreme Court, 13 November 2003 “Utrillo”
②Belgian Supreme Court, 25 September 2003
③Federal Court of Switzerland, 22 June 2005
④German Federal Constitutional Court, 29 June 2000, “Germania 3”
・ 基本権論拠の入り口としての「開かれた規範」としての「スリーステップ・テスト」：
“Declaration on a Balanced Interpretation of the ‘Three-Step Test’ in Copyright Law”(2008) 39 IIC 707
・ スリーステップ・テストは一種の「フェアユース」のようにものであるか
2) 著作権法外の観点：排他的権利の外在的限界としての基本権
・ 米国の裁判例：Eldred v. Ascroft, 537 U.S. 28 (2003))
・ 数少ない欧州の裁判例：
①Austrian Supreme Court, 12 June 2001
②The Hague Court of Appeals, 4 September 2003;
③French Supreme Court, 30 January 2007, “Les Misérables”（著作者人格権関連）
④商標権関連裁判例
(4) 結論
・ 基本権は欧州だけでなく、国際著作権法に対する共通の原則を提示
・ 立法だけでなく、司法においても、バランスのとれた適用が保障される
・ 著作権法に基本権概念を導入することで、現在直面している危機を乗り越えることができる
・ ただし、基本権は万能の解決策ではない。：訴訟においては抗弁としてしか使えず、攻撃手段にはならない。法
的安定性の欠如の問題
２.憲法的側面から見る使用者の権利（張睿暎）
(1) 著作権の強化現状と著作物使用者の自由の萎縮
・ 著作権の強化現状と正当化根拠理論
・ 既存の著作権法制に使用者の利益を保護するための装置
①著作物性の要件（アイデア・表現二分論）
②保護期間の設定
③著作権の制限・例外規定
・ しかし、著作権は強化される一方。特にデジタル著作物に関連して、アクセスの制限、私的複製やフェアユース
の萎縮問題
①米国 DMCA§1201(A)access control 関連裁判例
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②フランス Mulholland Drive DVD 判決(Cour de Cassation,2006)
③日本の状況
(2) 著作権強化現状の原因
1) 著作権者中心の著作権法制度：
「著作物使用者」という概念の不在
・ 第 1 条（目的）条項の立法過程にあらわれた立法者の意図
・ 「著作物使用者」という概念の不在：著作権制限の結果得られる反射的利益の受益者に過ぎない。
・ 創作者(creator)の保護でない投資家(investor)保護の傾向も
2) 立法過程における著作物使用者の利益の未反映
・ 拡散された個々のユーザーの利益は、少数に集中した利益集団のように政策形成・立法過程に反映されにく
い。
・ 目に見えない精神的自由の制限の場合、または政治的に支配的な多数者による少数の権利を無視・侵害する
立法の場合：裁判所が積極的に介入←限定列挙例外条項の硬直性などを理由に、司法が介入しやすい著作権制
限の一般条項の導入が議論され始める：フェアユースの導入の議論
・ 限定列挙されている例外条項：著作物使用者の「権利」ではない。
・ フェアユースの運用上の限界：著作権侵害訴訟においてフェアユースは結局被告側の抗弁(defense)にすぎ
ず、フェアユースの抗弁の勝率もさほど高くない。最終的には裁判所における事後的・個別的な判断:大量発生問
題への解決に対非効率的 ex)孤児著作物
(3) 事後的な対応から事前的な対応へと著作物使用者の行動をコントロールする近時の動きと著作物使用者
の自由：
「人権」という観点
・ 近時は著作物のコントロールから著作物使用者の行動のコントロールへ、事後的な対応から事前的な対応へと変
化
①著作権侵害コンテンツアップロードのブロッキング
②侵害物が掲載されているサイトの遮断
③反復的な著作権侵害者に対するインターネットアクセスの切断（いわゆる”Three Strikes Rule”）
・ 2011 年 5 月の UN 人権報告書（A/HRC/17/27）
・ 著作権法外からの観点の必要性
(4) 著作物使用者の自由を保護するための権利論
・ 基本権と著作権の交錯
・ 著作者の権利と著作物使用者の権利の利益衡量
・ 基本権アプローチ：立法者は立法の際に、著作者のみならず、著作物使用者の利益も考慮にいれて立法すること
に。著作物使用者の権利を保護する立法が無い場合、もしくは現存の著作権の制限規定のように立法は存在するが
その保護が十分でない場合には、司法による保護がまず試みられる。解釈論が蓄積すれば、更に立法につながる。
・ 憲法上の権利を具現している私法である著作権法の第 1 条（目的）を利益衡量の原則として用いる可能性
・ 一部利用形態の強制許諾・報酬金請求権化、権利者と著作物使用者の間を調停する裁定制度（裁定請求権）、パ
ロディの問題
３.パネルディスカッション（Christophe Geiger、栗田昌裕、張睿暎）
(1)人権、基本的人権、基本権、憲法上の権利
(2)憲法上の基本権と著作権法
(3)憲法上の基本権と違憲審査
(4)権利論と功利主義
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第２回 著作者人格権をめぐる現代
的諸問題
第一部 漫画家にとっての著作者人格権
講演者：里中 満智子（漫画家）
コメンテーター：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（高林龍）
Ⅱ 講演
１ 講師紹介（富岡英次）
２ 漫画家にとっての著作者人格権（里中満智子）
３ コメント（長尾玲子）

Ⅰ はじめに
高林： 今回第二回目になりますけれども、JASRAC の公
開講座としては三年度目です。それの二回目ということ
で、本日は著作者人格権をめぐる現代的諸問題というこ
とで、皆さんにお配りしておりますレジュメのスケジュー
ルの通り進めてまいりたいと思います。
本日は大きな会場も用意いたしまして第一部、第二部
構成として著作者人格権の問題を広く望んで知的な著作
物にある程度焦点を当てながら行ってまいりたいと思い
ます。
法務研究科が主催し、私たち RCLIP がが共催してい
るシンポジウムですが、第一部を富岡先生、第二部を前
田哲男先生に司会をしていただきまして、私高林がいつ
ものことながら総合司会ということで最初にちょっとだけ
挨拶をして引っ込むということでございます。
それでは第一部の司会を担当していただく富岡先生
にマイクを渡したいと思います。よろしくお願いします。
Ⅱ 講演
１ 講師紹介
富岡： 皆さんこんにちは。中村合同特許法律事務所と
いうところで弁護士をやっております富岡英次です。早
稲田では客員教授ということで特許紛争処理法を三村量
一先生と一緒にさせていただいております。
今日は著作者人格権をめぐる現代的諸問題ということ
で、一番最初に本日の予定が書いてございます。第一部
は 2 時 45 分までで、最初漫画家の里中満智子先生に漫
画家にとっての著作者人格権を、それからその後日本文
藝家協会の事務局の長尾玲子さまにそれについての文
芸家からのコメントをいただきます。
里中先生は著名な方ですから皆さんご存知だと思い
ますが、長尾様のほうは瀬戸内寂聴さんのマネージャー
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を長い間続けて、その方面で有名になる方でございます
けれども、ここ何年かは日本文藝家協会の事務局の仕事
に専念されています。
この、漫画家そして文芸家の立場から、それぞれ著作
者人格権についてお話いただく、特にやはりクリエータ
ーの立場から声を発する場合というのが非常に少ないと
常々私は考えております。ですから、できる限りこういうと
ころでクリエーターからの著作権についての考え方という
のを披露していただければ幸いだという風に考えており
ます。
まず里中先生のプロフィールをご紹介申し上げますと、
配布紙に詳しく書いてありますので見ていただければお
わかりと思います。皆さんの中には里中先生の漫画を熱
狂的に愛しながら育ったという方もいらっしゃると思いま
すけれども、最近ではマンガジャパン、それから日本漫
画家協会の中心メンバーとして著作権その他若い人の
育成等あるいは権利を守ってあげること等、そういう活動
をしていらっしゃいます。また、首相官邸にある知財戦略
本部の本部員なんかもされていらっしゃいます。今日は
漫画家としての立場から大いに色々な話をしていただけ
ればと期待しております。では先生お願い致します。
２ 漫画家にとっての著作者人格権
里中： どうもこんにちは、今ご紹介いただきました里中
満智子です。申しわけありません、今日は風邪を引いて
おりまして聞き苦しいと思いますけれどもお許しください。
インフルエンザじゃありませんので安心してください。年
も年なのでちょっとゾクッときたらすぐ風邪引いちゃうん
ですね。若い頃はそんなことなかったんですけれども、
あっいけないなと思ったらもうすぐに、喉がちょっとピリッ
と痛いなと思ったら次の日から咳は出るわ鼻水は出るわ、
頭はボーっとするわで本当に申しわけございません。途
中で咳込むかもしれませんがご容赦ください。
今日は大変固いこういう場に富岡先生にお声を掛けて
いただきまして、果たして何が話せるのかと思いますが、
職業が漫画家ですのでどちらかというとまるでこういうこと
にはボーっとして生きてきました。最初に自分がプロにな
ったときでも、著作権という言葉はあることは知っておりま
したけれども、自分にどこまでの権利があるのかそんなこ
と考えもせずに、ただひたすら描きたい、描いたものが
本になれば嬉しいってそれだけでした。
ところが漫画業界も活況を帯びるようになりまして、描
いた作品が雑誌連載だけでなく連載がまとまれば単行本
になるというのが当たり前のようになってきた頃から、著
作権についてやはり敏感にならなければいけないと思う
ような事例に度々巡り合うことがありました。
皆さんにとってはあまり馴染みのない世界だとは思い
ます。作品はご覧になっていても、じゃあどういう形で著
作権が処理されているのかということについてはあまりご
存知ない方も多いと思いますので、その辺の事情も少し
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話したいと思います。
基本的に著作物は作者のものです。だから「誰々作」
と書いてあればその人が著作権を持っているわけです。
ところが世間の方は多少誤解している方がいらっしゃい
まして、出版社が著作権を持っているんじゃないかと、そ
う思って色々と二次利用とかアニメ化とか色々な話があり
ますね。そういうのを出版社と話がつけば自由になると思
っていらっしゃる外部の業界の方っていうのは結構いら
っしゃいます。
それで時々問題が起きることがありまして、業界の内
輪の恥をさらすようではありますけれども、とある出版社
のとある編集部にそこで人気の連載漫画があって、それ
を映像化したいのでまず編集部に問い合せ、編集部が
OK を出すと。その時点で著作者は何も知らないというケ
ースがありました。
何も知らないんだけれども、そんなの大丈夫だと思っ
たのかどうかよくわかりませんが、雑誌の編集者の方とい
うのもどちらかというとクリエーターに近い感性をお持ち
の方が多いので、あまりその辺のことを深く考えずに OK
出す方も 10 年ぐらい前には結構いらっしゃいました。そ
れでじゃあ OK だから大丈夫だって契約書を作って、窓
口を編集部がやって、進行し始めたところで、著作者が
何も聞いてない自分の作品を実写で映像化されたくない
と言ってやめてくれといったケースがあります。困るのは
誰かというと、OK を出しちゃった編集部と OK をもらった
と思い込んで準備にかかっていた制作会社です。
漫画家というのはあまり世間と接せずに暮らしている人
が多いんです。漫画の絵を描くというのはそう簡単にでき
るものではなくて物理的にすごく時間がかかります。これ
も世間の方が誤解してらっしゃることですが、漫画家なん
てある程度人気が出て地位が固まれば、あとは全部助手
が描くんだろうって思い込んでいる方が結構多いという
のにビックリします。私はもうプロになって 47 年やってお
りますけれども、まだ自分で描いてるの？って言われる
ことがあるんです。とんでもない話で、自分で描けなけれ
ばどうして原稿が出来上がるんだって思うんですけれど
も、ご覧になっている漫画の線の一本一本まで、あれは
その都度みんな手描きで描いているわけです。いくらパ
ソコンが普及していろいろなソフトが出来たといっても、
そうそう物理的に楽な仕事ではありません。絶対的に睡
眠時間が少ない中でみんなプロを続けているわけです。
ですから勢い気分転換で外に出る方もいらっしゃいま
すけれども、どちらかというと内側に籠った生活をします
ので世間とそう触れずに純粋に創作の世界だけに浸りき
って生きている人がすごく多いです。そんな作者が、「え
ー、自分の作品がアニメ化される、あるいは映画化される、
そんなの聞いていなかったけれども、編集部はいい話だ
から受けときましたって言っちゃってる、嫌だどうしよう」っ
て。だけど自分には断る権利がないと思い込んでるから、
そこで精神的に落ち込んでしまうというケースがありまし

た。そもそもどうして著作者に許諾も得ずに話が進行す
るのか不思議で仕方がない、でもまるで明治時代のよう
な慣習の中で動いている、そういう面がありましたので編
集部も大丈夫だと思って、忙しいから変な話をして時間
を取るよりも仕事に専念してもらいたいと、そう思って
色々な事務的な手続を編集部がやってしまうということは
よくあるわけです。
すったもんだのあげく、制作会社は損害賠償請求をし
ようと思ったんですが、その後を出版社と制作会社の間
でどういう話で落ち着いたのかそこのところは知りません
が、作者の悩みは知っています。どうしたらいいのかわ
からないと。自分は一介の漫画家だし世の中の大きな制
作会社、アニメ会社、映画会社それと出版社の意向に逆
らうともう仕事が出来なくなるんじゃないかと思って悩んじ
ゃってもう描けないとまで落ちんでしまうと、その作者の
悩みはわかっています。何とか気を取り直して、その人
はその後もいい作品を描き続けているのでホッとしました
けれども、やっぱり本人すごく悩んだようで、そんなとき
に私もすぐ余計なお節介をする方で、本来の権利者は
あなただけなんだと、雑誌に漫画が載っているというの
は、原稿料と引き換えに第一次掲載権を許諾しているだ
けなんだと。法的にいくら正しくっても、あえて人と争って
まで何かしたいと思えないんです、私たちっていうのは。
そんなことでエネルギーをすり減らしたくない。それほど
描くのに時間がかかるわけです。だから本人の悩みもわ
かりますので、そんなことにめげないで、私はその人の
作品の大ファンでもありましたので、描いてほしいってい
うことをお願いして、その後元気になられたのでよかった
なと思いました。
そこでつくづく感じたのは、出版に関わる者が全て著
作権に詳しいわけではない。私たち漫画家はともかくとし
て、編集部に任せておけば安心だと思ってもそうはいか
ないんだっていう現実を見て、何かすごく怖くなりました。
著作権という言葉があって、著作権ビジネスをやってい
るのにもかかわらず、慣例だけで動いているというのは
ちょっといかがなものかと思いました。
ですから是非出版社の皆さまにも著作権について、も
う本当に高校生程度の知識でいいので知っておいてい
ただきたいなと切にお願いした次第です。その他もろも
ろ私たちを取り巻く本日のテーマにあります著作者人格
権に関わる問題があります。皆さんも漫画を読んでおら
れる方はご存知かもしれませんが、最近、原作者が居て
原作者と別に漫画家がいてタッグを組んで作品が発表さ
れるということが大変多くなりました。
それは漫画家の中でも絵を描きたくて、ドラマを絵で
表現したくって絵で表現する部分に力を入れたいなと思
う方は、そもそも絵を描くことが好きで漫画家を目指すん
です。だけどその美術としての絵じゃなくて、場面転換と
か動きとか表情とかそういうものを自分なりに描きたい。
絵の力のある人でも自分はあまりいいストーリーを考え
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られないっていう人がいます。またそれとは逆に、いか
にも漫画的なストーリーは考えられるんだけれども、悲し
いかな絵を描く力がないという方がいます。そういう方、
あるいは小説家を目指す方、小説家でいらっしゃる方、
いろいろな方が原作という形で漫画の原作としてオリジ
ナルなストーリーを考えます。
原作者によって表現はいろいろです。小説形式で書く
人もいれば、脚本形式で書く人もいます。絵コンテで付
けてくる人もいるらしいです。漫画家の方はそれを絵の
原稿としてそれを元に仕上げるわけです。ここで時々トラ
ブルが起きます。内々のトラブルで済んでいる間はいい
んですけれども、まず原作者が原作者として自分はどう
しもてこのシーン、このセリフを大事にしたいって、やっ
ぱりこだわりがあります。
こだわりというと悪い言葉なんですけれども、そうじゃ
なくて思い入れとか、そういうのありますよね。ところが原
作を受け取った漫画家はそこから先、自由な発想で描く
わけです。原作者の思いとは裏腹に、原作者がこれだけ
は大事だと思ってたシーンを削る場合もあるわけです。
これじゃなくて、こっちの方のセリフがいいだろうと思っ
て書き換えること、それはよくあるはずです。そんなこと
で原作者と漫画家が対立し合うっていうケースが時たま
あります。こういう場合は非常に変な話なんですが、この
世界でどちらが上かは力関係です。ベテランの原作者と
新人漫画家が組んだ場合は、どうしても原作者の発言権
の方が高く大きくなるわけです。
漫画家がベテランでそこそこの原作者の場合は漫画
家の意向の方が強いから、どう書き換えられても原作者と
しては文句を言えないし、「ああ、こういう風にしたのか、
こっちの方がいいな」と思うケースもあるでしょう。ただ、
お互いが対等の力を持っていた場合に、間に入った編
集者は「いやいや、先生のおっしゃることはごもっともで
す」と、「元の方がよかったと思いますよ」と原作者には言
い、漫画家には「先生のお書きになった方がやっぱりい
いと思いますよ」って、何だかよくわからないけれども、冷
や汗たらしながらそう言わなければ収まりがつかないっ
ていうこともあったりします。
それでも収まらなかった場合には本当に対立し合うっ
てこともあって、「二度とあいつと組むか」みたいな、そう
いうふうな話になったりします。やはり創作物ですからど
ちらにもそれなりの思い入れがあって、自分のものだっ
ていう気持ちがありますし、そういう気持ちがなければオ
リジナリティ溢れるものは書けませんので、やはりそこに
どうしても大切に思いたいっていう気持ちがぶつかるっ
ていうのはわかります。
でも、概ね表面上は、最終回を迎えるまでは仲良くや
ろうねっていうことで何とかしているみたいですが、ただ
最終回を過ぎてしまって今度は単行本になった場合に、
そこには二次利用の使用料が入るわけです。これ人格
権ではなくて財産権になりますけれども、そこの取分に
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おいても不思議な話ですが、印税を何対何で分けるかっ
ていうのは原作者と漫画家の力関係と言いますか、どち
らのネームバリューが大きいか、読者はどちらの名前に
惹かれて買うのかっていうようなことを憶測して印税の配
分が決まるようです。
だからそれは、作品によって組む相手によって違うみ
たいですけれども、原作付漫画と言うのは作曲家と作詞
家みたいなもので、共同著作物ということになるわけです。
これが徹底的に仲違いをしてしまいますと、もう相手と組
んだ作品は世に出したくないということになっちゃったり
するわけです。なるべく仲違いせずに事が済めばいい
なとは思いますが、そういう事例も色々あります。本当に
大変なケースが色々あります。
あとは著作者人格権を巡る私たちにとってもう一つの
大きな問題は、どこまでがパロディかっていうことなんで
す。世間の色々な話で皆さんご存知かと思いますが、コ
ミックマーケットという市場があります。あれは同人誌、一
般の書店に流通する本じゃなくて同人誌です。同人誌の
発表の場としてコミックマーケットというのが生まれたわけ
です。そこではあるグループが自分たちの描いた同人
誌をそこで販売すると、そういう場なんですが、自由に描
けて自分たちで製本まで全部済ませてそこで売るという
ことですから、出版社というものを介さずに自由に作品発
表ができるということで、若い人たちにとってとてもユニ
ークかつ有意義な場だと思うんですが、そこの全部とは
いいませんがそこで売られている本の中でかなりな確率
で人気作品の焼き直しっていうのがありました。
これはファン心理が高じて、ある作品が大好きだとそ
の作品が本当に好きだからこそ自分はその作品を描い
てみたいと。作者に対してのオマージュのつもりで描く人
もいますし、そのキャラクターが大好きで大好きで、でも
自分なりにそのキャラクターを動かしてみたいということ
で、とあるキャラクターを自分のオリジナルのストーリーの
中でそのキャラクターを動かすとか、そういうのを描いて
いる人が初期の頃割と多かったんです。
そういう事情があるらしいと、若い人たちを引き付けて
いるらしいと、だけどやはり出来ればオリジナルで描いた
方がいいのになとは思いながら、どういう形であれ、描く
喜びというのを味わえるのであればいいのかなと、割と
プロのみんなはそう思ってたんですけれども、中には如
何かなと思われるようなエロティックな作品も結構あった
わけです。実際の作品の中では、絶対にその主人公が
そういう行動は取らないであろうエロティックなストーリー
展開とか、そういうポーズとか割と生々しく描いてあったり
すると、それはちょっと、ということで、嫌だなと思ってもま
あ若い人たちのやることだからと多くのプロはそれでもあ
まり文句を言わない人が多かったんですが、本心はどう
かと言うと皆さんは内心はそれぞれあったとは思います。
ただ、丸々ストーリーを持ってきて、キャラクターも全部そ
っくりで、現実の漫画の中では例えばみんな普通の生活
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っていうか、普通の日常のシーンで分かれているのに、
同人誌の中では全員オールヌードになってその話が展
開されていたりとか、色々なケースがあるわけです。
ちょっとなあとは思うし、出版社も最初はそういうのは
止めてほしいということを申し入れたりしていたようです
が、ただ若い人たちが若い人たち同士の間でお互いを
励ましたり支えあったりするためにやる活動というのは、
これは止めにくいんです。止める気持ちになりにくいわ
けです。だけど作者としては、自分の生んだキャラクター
にこんな行動を取らせたくないと傷つく人もいたわけで
す。それは人が描くものだから勝手でしょうと言えないほ
ど繊細な方もたくさんいらっしゃるんです。繊細だからこ
そ人の心根の動きに敏感で、それでその微妙な心の動
きを作品にする、そういう方も多いものですから傷つく方
も結構いらしたんです。
自分がせっかく大事にずっと描いてきた主人公、まる
でそれを自分が描いたかのようにそっくりな絵であんな
行為をさせているのはとてもいやだと。自分の娘が性的
暴力に遭っているようで嫌だと、悲しいって傷つく作者も
いたわけです。そういう方もいるわけですから、できれば
作者に一言断ってから描いてほしいと。
多くの作者は、私の真似して描くなんて嫌よと、そうは
なかなか言わないから、若い人はそれで創作意欲を持
つのであればOKという人もかなりいると思うから、できれ
ば作者に許諾を取ってから描いてほしいと。そういうこと
を申し上げました。それで何て言われたかって言うと、本
当に若い頃の一途な気持ちっていうのはやはり視野が
狭いというか心が狭いというか、愕然とするような言葉が
返ってきました。
「私たちは作品が大好きで大好きで、ものすごく好きだ
からこそ描いているんです。ファンとして当然の行為でし
ょう、あなたは自分の作品じゃないから焼きもちを焼いて
いるでしょう」って言われるんです。なんて狭い考え方を
するんだろうって思いました。焼きもちなんて焼いてるわ
けじゃなくて、その作者の気持ちになって考えてほしい
って言ってるんですよと。
法的に対処しようとすると、著作者人格権を盾にあなた
たちの作品を没収できるし、訴えることもできる、それをし
ないで我慢している人もいっぱいいるってことをわかっ
てほしいって言っても、従来の若い子たちにはなかなか
わかってもらえませんでした。恐らくその子たちの中でプ
ロになって自分のオリジナルで作品を出して、その自分
の描いたキャラクターが自分が思ってもみない生かされ
方をしたときにどう思うか、当事者になったときにわかる
のかもしれません。
ただ元々さっき私に言われた言葉みたいに、そういう
ことを言うような人だったらむしろパロディでどれだけ酷
い有様のポーズを取らされたとしても、それはそれで嬉
しいかもしれませんが、著作者一人一人というのはかなり
思いを込めて作品を作っているということはどうかわかっ

てほしいなとそう思うしかありませんでした。
とにかく法的に何かしようなんてほとんどの人が思いま
せん。出版社の方も今はコミックマーケットに自分たちで
ブースを出して、このコミックマーケットに集まる同人誌の
中で有望なのがいたら声を掛けようと思う、そういうことで
出版社がブースを出して持ち込み受付けみたいなのを
やっていますから時代は変わったなと思いますけれども、
そういういろいろなことがあります。
それでそういう問題を通じて著作者人格権というのも知
りましたし、さまざまな問題で私たちの世界というのがい
かに何も知らずにやってきたかというのがありますので、
勉強しなくちゃなと思って、自分なりにいろいろ勉強して、
著作権というのもこれは誰のものかっていうそれだけのこ
となんだ、単純に言えば、と分かりました。
創作物というのは作られた、発表されたその時点で自
動的に著作権が発生するというのは、これは非常に便利
で効率がいいなと思いました。だから届出順だとかだと
最初に創った人が犠牲になるというか、色々な仕組みを
知っている人が著作権を持てるわけです。何も知らない
で、例えば若い人が何か作品描いたとします、漫画なら
漫画描いたとします。それを誰かに見せたとする。自分
が憧れている先生に見せたとする。これはちょっと安っ
ぽいドラマみたいな話ですけれども、可能性としてはそ
れを見たプロが「預かっとくよ」と言いながら、そのまんま
それを基に描き直して自分の作品として発表することだ
ってないとは言えません。
そしたらプロは発表の場があるわけです。そうすると本
来の創作者というのはもう何の権利も持たなくなってしま
うわけです。
若い人たちは自身でネットにアップしたりいろいろな
形で自分の描いた創作物を人に見てもらおうと、様々な
取組みをしています。そこで自動的に著作権が発生する
というのはとてもいいことだと思います。物事をよく知って
いる方が得をして、知らない者は損をするという世の中
はいけないと思うんです。何も知らない人も不公平なく等
しく権利を得られる、あるいは義務もあるという、知ってる
か知らないか、知識があるかないか、小回りが利くかどう
か、とか関係なく、同等の権利が与えられる、これは大変
素晴らしいことだと思います。
ですから、極々一部ですけれども、著作権も届出制に
しろなんていう話が出てくるとゾッとするんです。何もわ
からない若い人たちが益々発表の場合をそがれてしまう
ということになりかねません。
私どもも、若いうちは著作権を知りませんでした。ベテ
ランになっても知らなくても済むわけです。そうですけれ
どもいまだに私どもの社会では、結構ベテランになって
も二次利用とか電子化とか、商品になるとかアニメ化され
るときの許諾とか、そういうのも全部出版社がウンと言わ
なければだめだと思っている人が多いんです。
そうじゃないんですよ、と申し上げても事を荒立てたく
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ないという人がすごく多いです。事を荒立てるんじゃなく
って、自分の描いたものが好き放題にされるのがいやで
しょ、だからしっかりしなさいというだけのことなんですけ
れど。時々悲しい話がありまして、ある作者が漫画を描き
ました。それがアニメ化されました、アニメ化された時点
でアニメ制作会社が別の著作権を持ちます。だから著作
権者が、変な話、増えるわけです。
そのアニメを元にしてまた例えば他所のところが実写
版を作りたいって言った場合に、世の通常のやり方として、
アニメ制作会社と話すわけです。アニメになった場合や
たらⒸがいっぱい下に並ぶんですけれども。まず作者、
これは当然ですね、その次にその元の作品が発表され
た雑誌社、これが入る場合もあります。それとアニメ制作
会社、それとテレビシリーズの場合にそのアニメが放映さ
れたときのスポンサー、それが入る場合もあります、あと
テレビ局、放映者テレビ局が入る場合もあります。Ⓒの欄
にやたらたくさん並ぶわけです。その中で一番何も知ら
ないのが作者というケースがよくあります。
ある時私は町中で、ハリウッドで映画化された作品の
看板を見て、元々の作者と一緒に偶々それを見たわけ
です。リメイク版がアメリカで作られたわけで、「よかった
ですね先生、これ大分お金になるかもしれないですね」
とか、すごいセコイ話をしたんですけれども、そうしたら
その方は、「いやあ、何も知らない」って、えーってビック
リしたんです。「だって契約書を交わすでしょ」って言っ
たら、「いや、自分は一切知らない、日本でアニメが作ら
れたときの元の制作会社がやっていることだから」ってお
っしゃるんです。でも私は「でも先生それは権利をちゃん
とおっしゃった方がいいですよ」って。
やはり作者としてプライドの問題もあると思うんです。
作者として自分の生み出したキャラクターがよく色々な人
に愛されるとしたら、それはそれで大変喜ばしいことだと
思うので、「ちょっとおっしゃったほうがいいんじゃないで
すか」って申し上げたんですけれども、その方は「そうい
う話をして気まずくなるのもいやだし、いいよ」っておっし
ゃるんです。「いいよ、みんなが見てくれればそれでい
いから」っておっしゃったんです。
非常に私はそれが悔しくて、様々な事情でその方は
そのときお金が入った方がいいのになっていう状況にあ
ったものですから非常に悔しく思いました。あとは、アメリ
カと契約する場合にハリウッドからは漫画家のところに
色々言ってくるんです。間のエージェントが言ってくれる
ケースも多いですけれども、まずはものすごいぶ厚い英
文の契約書を持って来るわけです。
ありとあらゆるケースを想定して、色々な事が書かれて
いるわけです。日本人というのは大人しいですから、アメ
リカ人から英文の契約書をドサッと渡されたらもういいや
っていう気になっちゃうんです。ちゃんと読まなきゃダメ
でしょうって言ったら、いやどうせ何が書いてあるかわか
んないし、いいよ、サインしちゃったっておっしゃる人が
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多いんです。
私はやっぱりそれじゃ先生の作品がもしかしたらいい
加減な使われ方をするかもしれないから、胸を張って「日
本語の契約書を作って来なさい」って言ってくださいよっ
て、相手が日本人を相手に商売したいのであれば、日本
語の契約書でしか契約をしないぐらい言ってほしいって
私は思うんですけれども、まだまだ皆さんそうはならない
みたいです。
そこで守りたいのは何かって言ったら、もちろん財産
権もありますけれども、人格権です。さっき申し上げたコ
ミケでのことも著作物、自分が生み出した著作物には自
分が思いを込めた、自分の分身である、自分の人格と関
わるわけです。それにこんなポーズを取らせたくないと
思う気持ちは人情として当然だと私は思います。
色々な意味で著作者人格権があるのは素晴らしいこと
だと思うんですけれども、ただもちろんご本人がお亡くな
りになったりしますとその後はどうなるかわかりません。著
作権を相続なさった方、その方のお気持ち次第ということ
もありますので、それは致し方ないなとは思います。
ただ、私はその著作者人格権について、私はもちろん
素人ですので弁護士の先生には太刀打ちできませんけ
れども、やはり作者の死後50年間、日本はまだ50年間し
か認められていませんけれども、とりあえず 50 年間は著
作権が生きているっていうことは、それでもありがたいこ
とです。例えば私が著作者の娘だとします。著作権を譲
り受けました。ところが著作権がこちらにあるからいいん
ですけれども、例えばもしかしたら自分の父が作家で、
私から見ていい作品、素晴らしい作品を書いたお父さん
の仕事を大事に守っていきたいと思ったとしても、どこか
で勝手に誰かがそのタイトルでそのストーリーでポルノ映
画を作ったとしても、文句が言えないとしたらとても悲し
いんです。小説を漫画にするってこともありますけれども、
著作者として贅沢を言えば自分が望まない絵ではその
作品としてほしくないと、そういうこともあります。そういうと
きに著作者が著作権を持っていればモノが言える。だか
ら是非著作権の保護期間というのはなるべく長くしていた
だきたいなっていうのが、していただきたいというのでな
くてしなければと思います。
西洋では 70 年とか、すごい国は 100 年とか保護期間
があるんですけれども、日本の場合は死後 50 年というこ
となんですけれども、ときどき世の中の活性化のために
は著作権なんかない方がいいんだとおっしゃる方もいら
っしゃるので、ちょっと危ないなって思います。創作物を
作るのがどれだけ精神的、肉体的に大変なことかって。
形のある財産を作る場合は自分が死んだ後も形は残りま
す。物として残ります。
でも著作権というのは情報なんです。本の形をしてい
ても本そのものが著作権を持っているわけではなくて、
本の中身の情報が著作権を持っているわけです。だから、
重さとか形とかないわけです。そういうものに権利がある
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ことを変に思う人も世の中にはいらっしゃるわけですよ。
親が汗水垂らして耕した田畑、それを相続するってい
うのはありがたいと、形として残ったもの、そこから相続税
を払っても田畑あるいは山林あるいは家屋、不動産です
ね。そういうものとか金とかお金とか宝石とかそういう物で
残れば形は残ります。でも著作権というのは形はないわ
けです。形のないものはちょっと軽んじられるところがま
だまだあるかと思います。著作権がない方が二次利用が
できて、世の中が活性化するみんながよりよい経済活動
ができるという説もありますけれども、それでは著作者が
たまったものではないんです。
相続した人はズルいって言う人もいます。親が作った
もので儲けるのはズルいと。でも土地とか家屋とか、その
他形としての財産は相続税を払えば残りは相続できるわ
けですよ。著作権は形がない、子供は何も手伝ってない
のに子供だというだけで相続権を持って、著作権を持っ
ているのはズルいっていう言い方がときどきあるのはとて
も悲しく思います。
著作権、その著作物が生むお金というのは作者が現
役で働いている間に十分ペイできているじゃないかとい
う人もいるんですけれども、そうとは限らないんです。生
きている間は認められなくて本当に貧しい暮らしをして、
それを支えてきた妻が夫の死後夫の作品が売れるように
なったときに経済的に報われるぐらいのことはあってい
いと思います。ですから昔、人間の寿命がもうちょっと短
かった時代には、著作権の保護期間も短かったんです
けれども、だんだん長くなってきました。一説によるとミッ
キーマウスの著作権が切れそうになるとアメリカでは著作
権の保護期間が伸びるという、国策としてやっているの
だっていう。まあいい国だなって思います。そういう漫画
のキャラクターが生み出す経済効果を守るため堂々と著
作権の保護期間を伸ばすっていうのはいい国だなあ、ミ
ッキーマウスにプライドを持っている、そう思ってちょっと
少し感動すら覚えるんですけれども。
でも単純なことなんです本当は。誰が生み出したのか、
生み出した人に権利がある。漫画の世界で言うと原作付
き漫画の作品の場合は原作者と漫画家にその権利があ
る。オリジナルのストーリーで漫画家が書けば漫画家に
その権利がある。幸い私はずっとデビューからほとんど
オリジナルのストーリーでっていうか、ストーリー考えるの
が好きなものですから描いてきましたので、原作者との
間のトラブルはありません。
別のペンネームで原作者もやったりしていますので、
漫画家の人たちとは組んでやることもありますけれども、
そういう場合も共同著作者として誰ともケンカしてないの
でいいんですけれども、もしものときのためにやっぱり覚
書きぐらい交わしておいた方がいいのかなと思います。
原作者がとても著名で漫画家がほどほどの場合、原作
者が外からきた二次利用の許諾を一人でやって、使用料
も一人で取っちゃうということもあったりします。あるいは

漫画家の方が著名だった場合に漫画家が許諾して自分
のやりやすいような契約にしてしまうこともあります。
色々なんですが、世間の方によく知っていただきたい
のは、出版社が著作権を持っているわけではないので
作者の意図をどうか聞いてほしいということです。いまだ
に出版社がオーケーと言えばいいのだと思っている外
の業界の方が結構いらっしゃいます。この著作者人格権
というのはとても大事で、さっき言いましたが私がプロで
はないのであやふやなことばかり話をしてお叱りを被るこ
ともあるんですけれども、親が作った財産で形があるもの
についてはちゃんと財産権は相続者に認められている。
じゃあ著作物が相続対象の場合は受け継いだ者は、
やはりその著作物の人格権を守る義務がある。だからこう
いう使われ方は嫌だと思ったときに、保護期間が長い方
が子供とかそういう者の立場が傷つかないで済む。申し
上げたら、自分が嫌だなと思う表現をされた場合は訴え
る権利があるんだって言われたことがあります。
でも我が国では訴えるとなるとなかなかそれがなじま
ないので、訴えるとなるとどうなるのか経済的にも時間的
にも精神的にも損失を被ります。それで最終的に勝てた
としても嫌な思いが残ります。だから人格権を絡めてや
はり保護期間を今より長く設定していただければなと願っ
てはいます。
だから、誰のものかっていうので、どう使うか、これは親
が自分の子供を自由にしていいって話じゃないんです。
子供には子供の人格がありますから。だけど自分とイコ
ールの自分が生んだ子供のようなものなんです。分身で
す、作品というのは。だからそれをどう生かそうかっていう
自由は著者と著作権者、そして著作権を譲渡されたある
いは相続した者に与えられてしかるべきだと思っていま
すし、そのときに傷ついたなと思うときに、ものを言いや
すい世界の方がいいなと思います。
だから出版のシステムっていうのが、明治時代以降何
かあまり変わらずにわが国の中で動いてきて、著者と出
版社の間に契約があるわけでなく、口約束と信頼でずっ
ときているような形なんです、我が国では。とても穏やか
でいい関係で日本の出版文化っていうのが発展してきた
わけです。
それはそれでとってもいいことだと思います。ですから
ここら辺にきて色々著作権問題が出てくると、やっぱり我
が国の出版界も多少ニュアンスが変わっていかざるを得
ないのかなとは思いますが、日本人に馴染みやすい人
間同士の信頼の上で仕事が成り立っているというのは、
精神的なものがベースになって成り立つ仕事である以上、
これからもそういう雰囲気は保ち続けられたらなと思って
おります。
それから色々と著作者人格権を巡る漫画界での様々
な出来事もありますが、その都度みんなで勉強して気持
ちよく作品創りをしていきたいなと思っております。難し
いのは作者がお亡くなりになった後に、もし生きてたとし
209

＜秋 季＞早稲田大学ロースクール公開講座

たらどうであったろう、新しい形での許諾がきた場合にど
うだったんだろうと思うことがあります。
他所の世界の話で聞いたことがあるんですけれども、
昔「黒部の太陽」という映画があって、三船プロと石原プ
ロとで共同で作って、あの頃映画スターさんたちが自分
たちの意図に沿ったものを作りたいと思って独立プロを
作ったり、自分たちのプロダクション主導でやったりとか、
配給だけを映画会社にお願いしてというようなこともあり
まして「黒部の太陽」という映画ができた。
ところがそのときの制作者と言いますか、出資者が石
原裕次郎さんと三船敏郎さんなんですけれども、石原裕
次郎さんがお亡くなりになるまでその映画は絶対テレビ
放映はしてほしくないっておっしゃってたそうで、テレビ
放映というかとにかく映画という形でしか人に見せたくな
いっていうそういうお話があったそうで。
ところが裕次郎さんがお亡くなりになって、映画をどう
いう形で見るかという見方もずいぶん世の中変わってき
たわけです。だから未来がどうなるかっていうことを想定
できないのは本当に無理ないんですけれども、石原裕
次郎さんにとっては当時のテレビ画面で見るという、それ
しかなかったんです。そのテレビ画面も今みたいにお金
さえ出せば 100 インチのものすごいプロジェクターを用
意できたという時代ではなかったですから、テレビの小さ
い画面でお茶の間で見られるのは嫌だと、そういうイメー
ジだったのかもしれないです。わかりません、今となって
は。こういう状況だったらどうなのかっていうのを本人に
確かめる術がない。この確かめる術がないのが難しくて、
ですから亡くなった方たちの気持ちを慮ってということに
なるんですけれども、慮れるのは誰なのかって言うと、一
番近かった人になるわけです。
ところが、一番近かった人でも本当に百％わかってい
たのかっていう疑問があります。それと、もし生きて今の
現代でこの状況を見たらどう言うだろうかっていうのはす
ごく難しいですよね。だからずっとこれは付いて回る問題
なのかもしれません。いずれにせよ、いつかは著作権と
いうのは保護期間が切れるわけですから、何十年もたて
ば誰でも自由に使えるわけですから、何も急いで保護期
間中の作品をどうこう使いたいというよりも切れたのを使う
っていう手もあるかと思うんですけれども、青空文庫とい
うのが出たときにすごくそれを感じました。
著作権が切れたものをデジタル化してみせるという、こ
ういう形で昔の作品がまた若い人たちの目に触れるとい
うのはとてもいいことだと思うんですけれども、著作権が
切れたらすぐ次の年にどーっと出す、それを例に出して
こういうことを言う人たちがいます。「ほらご覧なさいよ、著
作権なんかない方がこうやっていっぱいいろいろな作品
が世に出るんだよ」と。
「著作権というやっかいなものがあるから埋もれてしま
って世に出せないんだ。それを考えると著作権がないほ
うが経済の活性化につながるんだ」と。そういう例として青
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空文庫を挙げる方がいらっしゃいます。でも私が言いた
いのはなぜ著作権が切れた途端にどっと出るのか。著作
権の保護期間中であっても、この作品をデジタル化した
いんですよと言えば遺族に行って、本当にロイヤリティな
んてわずかなものですよ、電子書籍で読まれてても本当
にほとんど大したお金にはなりません。
それぐらい支払ってちゃんと気持ちよく著作権保護期
間中のものでもやろうと思えばいくらでも出るのに、なぜ
か切れた途端にどーっと出るというのは、好きに使えるか
らやるという、それが真っ先にきているのではないかと思
って少し疑問を感じております。
だからそれを例にとって昔の作品がこうやってデジタ
ル化されて広くもう一度読まれるようになるのはいいこと
である。だからそれというのも著作権が切れているから、
保護期間が切れているから使えるんだという理由にされ
るのは、ちょっと筋が違うかなと思っておりますけれども。
幾らでも著作権相続者にたどり着く道がありますし、今は
以前と違って探すだけ探したけれども、この著作権者が
見つかりませんのでとりあえずアップしますけれども、著
作権者がいらしたら教えてください、名乗りでるなりある
いはご存知の方は申し出てくださいと言って、支払うべき
ロイヤルティーをキープしておくという、そういうこともでき
るようになりましたので、有効活用するためのわずかな出
資のために著作権保護期間はない方がいい、というのは
いかがかなと思っております。
ただ私どもの世代でも漫画のデジタル化が嫌だって
言う人がいるんです。自分は紙で印刷されるのを前提に
描いてきたと、めくってもらうことを考えて描いてきたと。
デジタルというのは、あの画面は本の体裁ではない。だ
から嫌だと、絶対にデジタル化は嫌だと言う人がいるん
です。
それはもう作者の意図です。もう強い意志ですからデ
ジタル化できないんです。仕方ないんです。だからその
方は自分が亡くなった後のことも考えて、そのことをちゃ
んと言い残してらっしゃるかどうかは知りませんけれども、
ものすごくこだわりがありますので、デジタル化は嫌だと
いうことを書き残してらしたとしたら、将来的に紙の本とい
うのが少なくなった場合、デジタル書籍の方が増えた場
合にそれはそれで対応が難しいなと、そういう悩みもあり
ます。
何だかんだ言ってるうちにちょっと時間がきてしまって、
すみませんしょせん素人なので私もいつもわからないと
きは今日お出での富岡先生に、「これどうなんですか」と
お聞きしたりしておりますので、本日ここにお集まりの皆
さんは本当に著作権に詳しいっていうか、お勉強なさっ
ている方たちですので、その皆様を相手にして素人っぽ
い話で恐縮ですが、ただ私どもの世界のややこしい話、
まあそうでもないか、著作権を巡るちょっとした揉め事み
たいな、そういうのを具体例を知っていただければと思っ
てお話をさせていただきました。
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富岡： それでは時間たっぷりお話ししていただいたの
で質問時間があまりないんですが、どうしてもこの作家と
しての、漫画家としての里中先生に是非こういうことを伺
いたいっていうことがございましたら質問をどうぞ。特に
なかったら、里中先生は今日かなりお疲れだと思います
んであまり無理をお願いしても。
里中： いいえ、とんでもないです。大丈夫でしょうか、じ
ゃあ本当、どうも失礼いたしました。（拍手）
富岡： どうもありがとうございました。本当に風邪をお召
しになっていて、非常に体調が悪い中で。普段ですとも
っと美声で朗々とおしゃべりになるんですけれども、大変
なご苦労をされたお話をいただきました。
非常に心に沁みるような話がたくさんあったと思いま
すけれども、次はちょっと視点を変えて文芸関係で、長
尾様は瀬戸内寂聴という作家さんのマネージャーをやっ
てらして、ずっと個人的に接してこられて、ある意味で作
家としての著作権に対する寛容さみたいなものを見てき
た。だけれどもこういうところが許せない、著作者人格権
や何かの関係ではこういうところは厳しく見るべきだという
ふうな、そういう体験も様々されていることと、それと別に
それを辞められて今度文藝家協会の事務局に入られて、
どちらかと言うと結構、作家の死後の著作者の人格的利
益の保護の関係だとか、それから相続の関係で結構
色々な苦労話があるんですね。
そしてその両方の目から見て、生きている内は、結構
作家は寛容なんだけれども、相続人は結構厳しいとか
色々なところがございますので、ちょっとその辺りを伺い
たいと思います。どうぞ。
３ コメント
長尾： 高い所から失礼いたします、日本文藝家協会著
作権管理部の長尾と申します。どうぞよろしくお願いいた
します。ご紹介いただきましたが、まず瀬戸内寂聴という、
しばらく病欠していたのですがここのところ復活しており
ます作家の秘書を昨年三月までしておりました。
最初は、里中先生のデビューぐらいの年、十代に、
偶々便利で使われ始めた子供でございまして、「今度は
こういう作品を書きたいのだが資料を集めたい。神保町
でシュークリームを買って来ていいよ」という一言で、八
木書店さんでとか高山書店さんとかに行って、その書き
たいと言っているものに当てはまるであろう棚を全部買っ
てもいいというところから仕事を始めました。
そうするとそこには当然著作権が発生するので、本当
に子供ではありましたが、許諾を取れということがありまし
て、その辺からずっと手伝っていたら、どっぷり頭の上ま
でつかってしまい、今世紀に入っては、源氏物語のツア
ーなどもやっておりました。過労がたまって私の方が先
に倒れてしまい職を辞しました。一年間、休養して元気
になり、文藝家協会におります。
人格権、隣接権、同一性保持権の問題は結構ありまし

た。さすがにご本人が元気ですので、ものすごいパロデ
ィが世に出たということは実例としてはないのですが、よ
くありますのが、テレビが元気でした頃の再現ドラマです。
割と有名な作品をもって制作された再現ドラマ「瀬戸内寂
聴」をやったときに、「私そんなことを書いてないわよ」と
いうシーンが結構出てくることがあります。きちんとした、
例えば岩下志麻さんや宮沢りえさん主演のドラマの場合
は、事前に「台本見せてね」ができますが、再現ドラマは
とても難しくて、バラエティもしくは報道枠のスタッフが作
っている場合は作者とか著作権を持っているところに台
本が送られてまいりません。今、協会でもそういうことあり
ます。
そうすると急いで走って行って、「雨だったから足を洗
った」と書いてあるところから始まるお話に、とてもしみじ
みとした情感がある場合に、「慌てて走って行って髪を洗
った」になってしまうと、あの長い髪を洗ってドライヤーが
ない時代にどうするんだって話になって、とても不自然な
小説の紹介になる。
それから、例えば瀬戸内の場合は自分の作家としての
バックボーンが欲しいから、カクカクシカジカということを
たくさん書いてあるのに、突然 50 を過ぎたら白髪の束を
見つけて尼さんになったというドラマがありました。これ
はかなり怒り、テレビ局に抗議をいたしました。何考えて
るんだ、読んだのかと。そういうこともありました。
それから瀬戸内から離れまして、とても面白い例があり
ましてパロディの話です。お示ししました本は、井上ひさ
し先生の『ファザー・グース』。昭和53 年の 10 月に上梓さ
れたものです。ちょっとそのとき話題になったのですが、
かれこれ三十何年前で、会場にいらっしゃる四分の一の
方は生まれる前の話です。
この本に、こちらの講座の JASRAC が「ちょっと待っ
た」を掛けました、あまり酷いパロディがということで。当
時、井上ひさし先生が当協会の理事でもいらっしゃいま
して、理事会で「こんなことで JASRAC に怒られた」という
話になり、「しかし私は作者として断固として立ち上がる」
という声明のようなものを出され、文藝家協会は一緒に
JASRAC と戦おうというような理事会の決議が三月に出ま
した。当協会は協会ニュースというものを毎月出しており
まして、その件が三月号に出ているのですが、そう騒い
でいる間に、鎌倉の井上ひさし邸に突然 JASRAC のお
偉いさんがやって来て、もう訴訟しないから手を打とうよ
って言われたので断固戦うことはやめましたという記事が
四月号に出ました。何がどうなったのかよくわからないの
ですが、多分これはパロディというよりは、これはこれで
文芸作品として評価されているものであるということに落
ち着いたというパロディの例なのです。が、悲しいかな、
これ今、古本屋さんでは手に入りますが、その後の方が
あまりよく価値がわからないらしく、文庫も絶版になって
います。
それからこれは実例を探したのですけれども古くて見
211

＜秋 季＞早稲田大学ロースクール公開講座

つかりませんでした。吉本ばななさんのものが教科書に
使われたことがございます。吉本さんがわざわざ普通の
言葉を、例えば「空」とかいうものをひらがなで「そら」と書
いているのに、その教科書ではわざわざ漢字に直して教
科書を作っていて、教科書なので出る前には作者の先
生方何もわからないのですが、それを見たばななさんが
「何だ、これ」ということで抗議をしたという例もありました。
そういう風に作者がお元気なときは、先ほどの例のよう
に本人が文句を言って「まあいいか」が言えるからいい
のですが、富岡先生ご紹介のお父様お母様、もっとやや
こしいのはお子さんがいらっしゃらなくて、おじ様おば様
があっちの世界に旅立たれた後、大ブレークしたというよ
うな場合です。
一番簡単でわかりやすいのは、「父はパチンコが死ぬ
ほど嫌いだったので、パチンコのキャラクターとしては使
っては困る」というようなとき。こんな風な読まれ方をしたく
はなかった朗読というのが出てくるときがある。「こんな風
な声で、こんな風な解釈で読まれたくはないと、うちの父
は思ったに違いないから、この録音の公開を止めてほし
い」という場合もあります。
これは先ほどご紹介のように、制作会社、スポンサーと
お金が非常に絡む問題で、とても困るので、事前にそれ
を言ってほしかったという風にお願いをするのですが、
今はメディアの業界が先に進んで行って、権利団体が一
番最後にいて、著者あるいは著作権者はそのまたずー
っと後ろの方にいて、もうアップされちゃって誰かが見つ
けて言ってくる。
困るじゃないか無許諾で、と私どもが悪役になって行く
と、その著作権何てものがあるから広く広まらないじゃな
いか、みんなに教えてあげているのにと言われることが
多々あります。
訴訟までいくかいかないかで、またこれは富岡先生に
駆け込んで「どうしましょう」とご相談するのですが、電子
書籍とか電子上のアプリの朗読は、実は現在のところ全
く儲かるビジネスではなくて、そこからまた著作者に来る
のは、先ほどご紹介がありましたが、猛烈に売れてらっし
ゃる方でも 1 年間に 1 社から 100 円入ったら「万歳」状態
なので、5 年かけて 10 円かな、みたいな世界でもありま
す。どこかが儲けているというので、この間検証をしたの
ですが、ずーっと当たって行くと、ほとんどどこも儲かっ
ていなくて、どうやら NTT とかソフトバンクとか、そこのと
ころらしい。
あまりわからなくて我々としては文句の付けようもなく、
初めは出版社と揉めていればいいのかなと思ったら、い
つの間にかみんな仲間になってスクラム組んでプラット
フォームと戦おう、ということになりました。プラットフォー
ムというのは電子書籍にも取次店がございまして、そこが
暴利を貪っているに違いないと思い、この間話を聞いた
ら、ちっとも儲かっていないということがわかりました。「じ
ゃあ悪者は誰だ」と言うと NTT だ、ドコモが悪いということ
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になったんですけれども、まだまだそれでもドコモに聞
いたらそんなことはないと言うに決まっているので、これ
からどんなメディアが出て来て、どんな発表の場で、どの
ような使われ方をするのかがわからないのですけれども、
これは大変な問題だと思います。
それで先ほど、里中先生みたいなお元気な先生方、
井上先生はお亡くなりになりましたけれどもお元気だっ
た頃、瀬戸内寂聴さん、より以上に元気な日野原先生。
生きてらっしゃるときは皆さん寛容です、「ちょっと気に入
らないけど見てくれればまあいいか。面白いと思って他
の本を買ってくれればいいじゃないか」という世界です。
ご遺族の内、糟糠の御苦労を共にされたパートナーは
原著作者に近い感覚でいらっしゃいます。一緒に苦労し
て、お父さんが稼いで来ないから、お母さんと質屋さん
に行っていた記憶のある、私ぐらいの年のお嬢さんお坊
ちゃんはまだ寛容です。これがお孫さん、姪御さん、甥
御さんになると、一字一句、行間の空きまで変えると怒る
方がいらっしゃいます。特に詩人の場合、教科書になっ
たので詰めちゃった。もともと 17 ページの詩だったもの
が見開きになってしまったというだけで機嫌が悪い方も
いらっしゃいまして、機嫌が悪いだけならいいのですけ
れども、「これは著作権法違反に相当しないか」というご
相談が来る場合もあります。
それから私どもは一人息子だと思い込んで、その方と
ずっとお話をしていたら、「父は三度結婚しておりまして、
姉が五人おりますので」という方が、お父様がお亡くなり
になって 15 年ぐらいしてからわかった、などということも
ございます。
何かといろいろありますけれども、生きている間にどう
にか書いておいてくれればいいのになと。皆様、物をお
書きになった場合は、きちんとお作が出るたびに、これ
は誰それに遺贈するとか、著作権は誰にあげるよというこ
とをお書きになってから、次のお作なり、次の奥さまなり、
次のご主人とそれからの生活を設計していただけますと
非常に私ども、富岡先生を初めとして助かります。
相続を調べるにも、弁護士の先生方も御苦労されてい
らっしゃいます。大変です。除籍簿を取り寄せればよい、
のですが、これがまた最近グローバルで、海外になって
しまうとその戸籍がどうなっているのかがわからなくて、
せっかく取り寄せても何だかさっぱりわからない書類が
来てしまい、誰かの子供だということはわかるけれども、
その人に子供がいたのかどうかはわからず、その人の最
後のご主人はわかるけれども、その人の間の前の誰かと
の間に子供がいたかどうかがわからない。
そういうことに日々追われておりまして、とても大変でご
ざいます。婚姻法などもございまして、相続ということもご
ざいます。皆さんそこのところは長い人生の先にもまだ
人生が続いているので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
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第２回 著作者人格権をめぐる現代
的諸問題
第二部 パネルディスカッション
パネリスト：三村 量一（元知財高裁判事・弁護士）
パネリスト：上野 達弘（立教大学教授）
司会兼パネリスト：富岡 英次（弁護士）
司会兼パネリスト：前田 哲男（弁護士）

Ⅰ 基調講演
Ⅱ パネルディスカッション
１ はじめに
２ 同一性保持権の根拠・意義の再確認 ～現代にお
けるクリエーターにとってのインセンティブと同一性保
持権との関係

３ 借景について
４ 20 条２項２号の意義と４号との関係
５ 20 条２項４号の解釈
６ 包括的な事前同意により「意に反する改変」で
なくなるか
７ 死後の人格的利益の保護
(1) 保護法益
(2) 行使の順位
(3) 行使の順位の変更
(4) 60 条ただし書

Ⅰ 基調講演
前田： それでは時間になりましたので、第二部を始めさ
せていただきたいと思います。
第二部は「著作者人格権をめぐる現代的諸問題」という
テーマで進めていきたいと思います。第二部も更に二つ
に分かれておりまして、これから 30 分間、三村量一先生
に基調講演をお願いいたします。三村先生からは有名
なノグチ・ルームに関する仮処分事件を題材としてお話
をいただきたいと思います。その後パネルディスカッショ
ンを始めたいと思います。パネルディスカッションは、三
村先生、立教大学法学部の上野達弘先生、それから第
一部の司会を担当されました富岡英次先生と私の四名
で行いたいと思います。パネルディスカッションでは第一
部でお話をいただきました里中先生、長尾先生のお話を
受け、それから三村先生にこれからお話しいただくノグ
チ・ルームのお話も踏まえて著作者人格権を巡る様々な
問題について議論をしていきたいと思います。
それでは三村先生どうぞよろしくお願いいたします。
三村： ご紹介いただきました弁護士の三村でございま
す。私は、現在、長島・大野・常松法律事務所に所属して、

弁護士をしておりますが、2009 年 7 月までは裁判官とし
て活動しており、裁判官時代は知的財産事件の審理を担
当しておりました。本日の配布資料の仮処分決定を見て
いただければわかりますが、本日お話する「ノグチ・ルー
ム事件」仮処分決定は、私が東京地裁の裁判長として担
当した決定です。ですから自分の決定を解説して楽でい
いなっていうことをおっしゃるかもしれませんけれども、
色々な所で講演をする度に自分の判決、決定を引いて
来ると、何か楽なために自分のものを引いているんじゃ
ないかという風に思われますが、そういうわけでもなく、
色々なことで使えるものが多いというか、出そうと思うと自
分の判決しかなかったということがありますので、そういう
ことで今日は私の判決というか決定を紹介させていただ
くことに致します。
後に行いますディスカッションとの関係では、ここでち
ょっと口火を切って問題提起を含めてこの後の議論を滑
らかにするためにということで行うわけでございます。こ
の事件はイサム・ノグチの作りました建物でありますノグ
チ・ルームというものをめぐっての同一性保持権の事件
でございます。
このイサム・ノグチという人は、名前からわかるように、
日本と関連がある方です。日本人である野口米次郎、こ
の人は慶應大学教授として教鞭を取っていた方ですが、
この方とアメリカの女性の間に生まれた方で、アメリカ国
籍の方でございます。彫刻家として世界的に有名な人で
すが、造園家としての活動も知られています。この人の
作品は、本日お話する事件に係るノグチ・ルームの他に
も、幾つもありまして、彫刻としては、結構大きなサイズの
ものを含めて、多くの作品が知られています。
観光地ですと、北海道の札幌市にイサム・ノグチが設
計した公園、「モエレ沼公園」という公園がございます。そ
れと、四国の香川県高松市の方にも、イサム・ノグチ庭園
美術館があるというようなことです。
この事件は、慶応大学の敷地内にロースクール用の
建物を新たに作るということに関して紛争が生じたもので
す。本日は、著作権法に関する事件の話として、お話し
をさせていただくわけなんですが、決定を見ていただけ
ればわかりますように、申立人の筆頭に、イサム・ノグチ
財団、THE ISAMU NOGUCHI FOUNDATION,INC と書
かれていますが、イサム・ノグチ財団の他に A から K と
いう形で 11 人の個人の申立人がございます。この方達
はいずれも慶應大学の先生方、教職員でございまして、
事件の背景としては、大学の運営をめぐる対立が存在す
ることが伺われます。そういう意味で、この事件の話は慶
応大学ではちょっとやりづらいところですが、早稲田大学
では、その点は安心して講演できるということです。
この事件で問題となったノグチ・ルームというのはどう
いうものかというのは、お手許の図面を見ていただきます
と、建物の竣工当時の状況と現在の状況、すなわち仮処
分却下決定後にされた改築後の建物の状況とが分かりま
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す。竣工当時の状況を見ていただければ分かりますけ
れども、建物のうちの一部、談話室の部分がノグチ・ルー
ムと呼ばれています。この建物は、慶応大学の正門から
入ると左の方にありまして、「新萬来舎」と呼ばれていた
建物です。そのうちの一部、談話室の設計をイサム・ノグ
チが担当していたということです。建物は、建築家の谷口
吉郎、東京国立近代美術館なども設計した方ですが、こ
の人が建物全体の設計を担当しまして、談話室の部分を
イサム・ノグチが担当したということで、言ってみれば両
者のコラボレーションという形で作ったのが、この新萬来
舎です。
この建物の談話室、ノグチ・ルームは、ちょっと凝った
造りになっているのですが、その周りに庭園がありまして、
庭園の中に、「学生」、「無」、「若い人」という名称の彫刻
が措かれています。これらは、いずれもイサム・ノグチの
作品です。お手許の資料の別紙に「写真①」と記載され
ているところに、「無」という彫刻があります。真ん中が空
いた円形の作品が「無」です。「学生」という彫刻は、ちょ
っと細い人物というか、そういう形をした作品です。その
ほかに、「若い人」という作品もあります。この「無」という
彫刻は、ノグチ・ルームから日没のときに「無」の方を見る
と、日没の太陽がこの「無」の真ん中の円の間から見える
とのことで、太陽が真ん中の穴に入るとちょうと灯篭のよう
に見えるという風に説明されています。そういうことを考え
て、ノグチ・ルームからの方向を定めて設置されていると
いうことです。
どうして、ノグチ・ルームを巡って、こういう騒動になっ
たかと言いますと、早稲田大学には現在立派なロースク
ール校舎が建っていますが、慶應大学でも、ロースクー
ルの開設に伴って、新しく校舎を建てることになったわけ
です。早稲田大学には、これだけ広い敷地がありますが、
慶應大学は、ご存知のとおり非常に狭い敷地でして、ど
れかの建物を潰さないと新しい建物を建てるスペースが
ないという状況があったということです。大学当局として
は、色々と検討したのですが、様々な制約があるというこ
とで、やはり新萬来舎を潰してその跡地に建築せざるを
得ないということで、ロースクールの新校舎の建設計画を
立てたということです。
新萬来舎は、仮処分申立事件の審理をやっている当
時は、皆がこの談話室で談話しているという状況ではなく、
使われていないという状況にあったわけですが、使われ
ていないといっても、このノグチ・ルームは、イサム・ノグ
チが設計したということで、芸術的な価値がある建物とし
て、少なくとも大学関係者の間では知られていました。
そういう状況の下で、大学当局もこの建物の保存には
気を使っており、単に建物を取り壊して更地にした上で
跡地に新校舎を建てればいいという話ではなくて、新萬
来舎ないしノグチ・ルームを保存するためにはどうすれ
ばいいかという議論をしまして、結論としては、新萬来舎
を取り壊す際に、ノグチ・ルーム部分だけを引き剥がすよ
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うな形で分離しておいて、ロースクールの新校舎を建て
る際に、その上に載っけるような形でノグチ・ルームを再
現するという計画を立てました。
先ほど申しました「無」、｢若い人」、「学生」といった彫
刻についても、従前のノグチ・ルームとの位置関係と異な
らないように配置をするということを考えて、大学当局とし
ては、こういう計画でやりましょうと提案をしたわけですが、
慶応大学の何人かの教職員の方々が、提案に納得をせ
ず、改築計画はノグチ・ルームの著作物としての同一性
を害する、すなわち著作者人格権である同一性保持権を
害するという理由で、解体移設工事の差止仮処分の申立
てがされたということです。
この差止仮処分の申立てに際しては、イサム・ノグチ
財団、THE ISAMU NOGUCHI FOUNDATION,INC とい
う財団が申立人の筆頭に記載されているわけですが、こ
れは、何でこういう風になっているかと言うと、イサム・ノグ
チさんという方は、1904 生まれで 1988 年にお亡くなりに
なっております。つまり、仮処分申立てのされた平成 15
年（2003 年）の時点では、もう亡くなっていたということな
んですが、財団は、遺言状で著作物に関する一切の権
利をこのイサム・ノグチ財団に遺贈するという遺言がされ
ていると主張し、従って、著作者人格権の行使について
も行使の主体として指定を受けたんだという言い分でし
た。しかし相手方、つまり被申立人側は、「そんなこと言っ
たって、本当のことは分からないじゃないか」ということを
言って、遺言状の内容や遺言の解釈を含めて争点にな
ったということです。従って、この事件の争点は、法律的
にいうといくつかあるのですが、一つはこの財団が、イサ
ム・ノグチの著作者人格権の行使の主体として同人に指
定された者に当たるかという問題、それが最初の問題と
なります。
二番目の問題は、この建物、庭園、彫刻の三つの関係
をどのように考えるのかという問題。つまり著作物の観点
からどのように考えるのかという問題、それとの関連にお
いて、解体移設工事が著作権法 20 条 1 項にいう著作物
の改変に当たるのかという問題です。
それから、仮に改変に当たったときに、それではどうな
のかというと、更に問題はあります。条文を見てもらえば
分かりますが、著作権法 20 条 1 項には、「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。」と規定されています。そして、同条 2 項
は、「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。」と規定した上で、2 号に、
「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」と
しています。更に、同項 4 号には、「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」とありまして、建
築物についてわざわざ 2 号で特則を設けた上で、4 号に
一般的な除外規定を置いているわけです。
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更に条文を見ていただくと著作権法60条の規定があり
ます。読み上げますと、「著作物を公衆に提供し、又は提
示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後に
おいても、著作者が存しているとしたならばその著作者
人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、
その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他に
よりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる
場合は、この限りでない。」と規定されていまして、これは
著作者が死んだ場合の同一性保持権保護の規定です。
従って、ノグチ・ルーム事件の場合は、建物だというこ
とと、著作者が死んでいるということで、この関連の条文
がオンパレードで出て来るという状況で、そういう意味で
は学者の方の興味の対象となる事件となりました。
この事件における裁判所の判断ということで、決定の
内容を簡単にご紹介しますと、決定は、結局、最初の論
点である、イサム・ノグチ財団が、死後の著作者人格権の
行使者としての指定を受けたと認められるかどうかという
点について、日本法の解釈として日本法上の指定に当
たる行為があるかどうかを認定する必要があると述べた
上で判断を行いました。この事件では、申立人である財
団は、遺言書の抜粋のような書類を提出しただけで、結
局、最後まで遺言書自体は提出しませんでした。つまり、
財団は、遺言書で行使の主体としての指定を受けている
と主張していたのですが、遺言書のうちの二カ条を出し
てきて、抜粋にこういう記載があるという、そういう証明書
のようなものを自分で作って提出しただけでした。これに
対して、裁判の相手方である慶応大学当局の側は、「こ
んなものを出してきても、他の部分を含めた遺言状全体
を見なければ分からないじゃないか」という言い方をして、
争いました。
裁判所としても、遺言状全体を出してくれないと困ると
考えました。相手方が言っているように、遺言状全体を見
ないと、もしかするといろいろ但書きがあって、これにつ
いては違うとか、あるいは遺言状の他の条項で除外して
いるかもしれないということです。そういう考えから、遺言
状の内容を全部明らかにしてくださいと言ったのですが、
結局、いろいろ裁判所から釈明したにもかかわらず、申
立人側は、「いや、この証明書以外のものは財団が出さ
ないと言っているから」って、財団自身が申立人なんで
すが、「財団が出さないと言ってるから」って言い方自体
が、財団は事件に関心がないみたいな感じになるんで
すけれども、まあ、そういう雰囲気の訴訟になってはいた
のですが、結局、アメリカの財団からは、要約書のような
ものしか提出されませんでした。
そうすると、裁判所としても、申立人側は、遺言状のう
ちの自分が都合のいい条項だけを提出しているかもしれ
ないし、それで主張を認めるのも、どんなものだろうとい
うことになり、結局、著作者人格権の行使の主体として指
定を受けたという申立人の主張は、証拠上認定できない
という結論になってしまいました。

ただそれだけでは、あまりにも著作権法分野に関わる
皆さんの期待を裏切る決定になってしまうという考えがあ
りましたので、傍論として、他の論点についても判断を示
しました。決定の内容は、読んでいただければ分かるこ
とではあるんですが、簡単に説明することとします。
一つには、ノグチ・ルームとは何ですかという点です
が、これをどのように考えるかという点については、著作
権法の条文の解釈や、当てはめとして、色々な考え方が
可能だと思います。この建物については、建物全体は谷
口さんが設計しているのですが、建物の一部であるノグ
チ・ルームの部分、談話室の部分は、イサム・ノグチが専
ら設計をしている。そして、庭園と彫刻もイサム・ノグチが
設計・制作をしているということなんですが、この関係をど
う考えるかについて、この決定は、これらは全体として、
谷口とノグチの共同著作に係る建築の著作物であるとし
ました。すなわち、建物全体と、庭園と、庭園の構成要素
としての彫刻、これらを一つの物として、一つの建築の著
作物に該当するという判断をしました。ただし、このうちの
彫刻については、建物に付属していると言えば、付属し
ているのですが、庭に置いてあるわけですから。これ別
に移動することもできますので、移動できる作品としては、
彫刻として独立の著作物にも当たるけれども、建築の著
作物の一部でもあるという言い方をしております。
そして、改築後の状況と比べて改変に当たるかどうか
という話なんですが、移設後は、こんな形で新築された
校舎の三階の屋上部分が広場みたいになっていて、そ
こに新萬来舎というか、ノグチ・ルームが載せてあります。
解体移設工事は、できるだけ元の状況を復元することに
はなっていますが、しかし、それでも工事前と全く同じと
いうわけではないので、決定は改変に当たるという判断
をしています。解体移設工事の前後を比べてみれば、改
変に当たるという決定の判断は、普通の人であれば肯定
していただけると思います。建築の著作物の場合、例え
ば明治村とか、武蔵小金井にありますけれども江戸東京
たてもの園とか、そういった施設がありますが、そういう施
設では、建物ごとキレイに移設がされています。そのよう
な場合には、建物の所在地が変わることで、後ろの借景
がなくなるとか、そういうところまでは面倒を見ないでもよ
い。つまり背景が変わっても改変には当たらないという考
え方になるでしょうが、このノグチ・ルームの場合は、
元々新萬来舎の一部だったものが剥ぎ取られて、建物
の一部である談話室だけが剥き出しになった形で建物
三階の屋上に乗っているという状況になりますので、そ
のような点を考えて、改変に当たるという判断をしていま
す。
次に、著作権法 20 条 2 項 2 号との関係でございます
けれども、この 20 条 2 項 2 号については、後のディスカ
ッションでも出てきますけれども、建物であれば当然認め
られるのか、あるいは建物であっても本当にやむを得な
い場合だけで、自分の恣意というか好みで変えるとは許
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されないのかという点については議論があります。つまり、
建物というのは元々建築主の財産だから、それをどう変
えられても著作者人格権とは関係ないんだという考え方
と、いやそうは言ってもこれは調整規定なんだから、やは
り総合的にみてやむを得ない場合に限られるんだという
考え方の、両方の説があります。この決定は、著作権法
20 条 2 項 2 号により許されるのは、やむを得ない改変だ
けで、恣意的に自分の好みだけで変えるというようなこと
は許されないという判断をしています。
本件事案について、そのようなやむを得ない形での改
変になるのかという形で、20 条 2 項 2 号についても検討
しましたけれども、裁判所の決定が述べていますように、
必要性としては、新萬来舎を取り壊さないと他に新校舎
の建築場所がないということ、新萬来舎の建物を残したま
まで新校舎を建築する場合には建物の大きさから収容人
数が足りなくなってしまうとか、いろいろな不都合が生じ
るということで、新萬来舎の跡地を使うという慶応大学当
局の説明は是認できること、また、同じ角度でノグチ・ル
ームを移築し、彫刻も同じ位置関係に置いてあるとか、そ
ういうふうに、移設前の状態を再現するためにできるだけ
のことはやっているということから、そういう点を考えると、
もともと建物の著作物については制限的なものがあるの
で、著作権法 20 条 2 項 2 号の条文によって許されると言
い方をしています。
決定は、また、もう一つ、死後の著作者人格権の保護
である著作権法 60 条を引きまして、60 条但書が適用に
なるという判断を示しています。決定の言うところは、仮
に著作権法20 条2 項2 号に該当しないとしても、同法60
条但書に該当するから、いずれにしても解体移設工事は
許されるというものです。この決定については、即時抗告
されず、確定をしたと記憶しています。
慶応大学当局も、裁判所の判断が示されるまでは、事
実上工事の開始を待つという状況でしたが、裁判所の決
定を得て、解体移設工事を開始いたしまして、新校舎の
建設工事は、なんとかロースクールの開校に間に合った
という次第です。
ノグチ・ルーム事件の概要は、だいたい以上のようなと
ころです。この決定は、そもそも建物著作物とは何なの
かという議論、あるいは建物著作物の改変については、
どういう場合が改変に当たるか、そして著作権法 20 条 2
項 2 号にいう建物の改変についての著作者人格権の制
限の解釈はどのように考えるかという点について、従来、
ほとんど裁判例がない中で判断を示したという点で、現
在でも先例としての価値が高いという評価を得ています。
この点に関して、一般的には、著作者人格権をどこま
で保護するかという問題がありまして、先ほど里中先生の
方から重視すべきだというご意見がありましたけれども、
一般的にそうは言えても、建物の場合には住んでいる人、
使っている人というのがございますので、そちらとの関係
での調整というのがどうしても必要になるということです。
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この点は、著作権法においても特にそのための条文を
設けている分野ですので、そういう点で少し違った議論
をしなければいけない中での決定ということで、ご紹介を
させていただきました。この後、ディスカッションでこの関
係についてはフォローしていきたいと思います。
前田： 三村先生、どうもありがとうございました。（拍手）
Ⅱ パネルディスカッション
１ はじめに
前田： それでは引き続きましてパネルディスカッション
に移りたいと思います。もう改めてご紹介するまでもない
かもしれませんが、一応ご紹介させていただきたいと思
います。皆様から見て一番右側が立教大学法学部教授
の上野達弘先生です。それからそのお隣、今ご講演をい
ただきました三村量一先生です。第一部の司会を担当し
ていただきました弁護士の富岡英次先生です。第二部
の司会を担当させていただきます弁護士の前田哲男で
す。どうぞよろしくお願いいたします。それでは第一部の
里中先生、長尾先生のお話を受けまして議論を始めた
いと思います。
２ 同一性保持権の根拠・意義の再確認 ～現代におけ
るクリエーターにとってのインセンティブと同一性保持権
との関係

前田： 先ほどの先生方のお話を受けまして、「同一性保
持権の根拠・意義の再確認～現代におけるクリエーターにと
ってのインセンティブと同一性保持権との関係」について議論
していきたいと思います。富岡先生から、この論点の整
理のためのご発言をしていただけますでしょうか。
富岡： それでは口火だけ切らしていただきます。
今の三村先生の一番最後は美術の著作物で、彫刻と
言いましょうかそういうものに関する著作物だったんです
が、最初の里中先生は主に漫画、それからその後の長
尾様は文芸ということで、それぞれ著作物が異なってい
るわけです。
私が感じますのは、やはり著作物によって随分、同じ著
作者人格権といっても問題の内容が変わってくるだろうと
いうことでございます。一番最後の三村先生の言われた
イサム・ノグチの関係ですと、例えば借景の問題が三村
先生に指摘されましたけれども、彫刻等の立体の著作物
の場合にはどこに置くのか、空間との関係というのが非
常に重大になってまいりますので、それを別の場所に置
くということはやはり彫刻全体をある意味で同一性を失わ
せる重大な行為ということになりかねません。
美術の著作物はその原作がどういう状態で展示されて、
どういう状態で見えるように印象を変えられるのかと、そう
いう問題なんですが、例えば漫画の場合には従来は印
刷されて雑誌に載ってナンボのものなんです。それから
文芸の場合にもやはり刷られて単行本あるいは文庫本
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になってナンボのもんだとそういう利用のされ方ですから、
随分著作者人格権の考え方も違ってくるんじゃないかと
いう風に思うわけであります。
そういう中で、それでも例えば里中先生が一本の線を
引くのにいかに神経を集中して作家が苦労しているか。
それから長尾様の瀬戸内寂聴先生がいかに作品につい
て愛着があるかという、話がありました。そういうクリエー
ターにとっての作品に対する愛着、それはやはり著作物
のディテールに、尽きぬ思いが込められ、それが非常に
大事だということ。そういうことが人格権的な考え方なの
だと私は常々思っているわけです。そういう人格権を保
護してやることによって、高い創作性を持つ著作物という
のが文化として保護されていく、そういうところを安易に
改変させるのでは、本当の意味での文化の保護というの
はできないんではないか、というのが私の考え方である
わけです。
ただ、それではそういうものは誰でもすぐわかるのか、
例えば三村先生も私も元裁判官なんですが、裁判官で
わかるのか、会場に裁判官がいらっしゃっていますが、
そういう方が本当にすぐにそういうことがわかるのか。
増して、さっきも出てきましたが遺族なんかがそんなこ
とを決められるのか。作家はある意味自分で作るからそ
んなことはどうでもいいわよっていえる。だけど遺族にと
ってはどこが肝心なのかはなかなかわからないから、もう
本当に行間を詰めるだけでも許さないとそういうことにな
る。それで色々問題が起きているんじゃないかと思うわ
けです。
ですから生前の場合と死後の場合とで大分その状況
が変わってくる。死後の問題というのは、別の考え方をし
ないといけないかもしれないという風に思います。
それはそれとしても生前の場合でも非常に難しい問題
が著作者人格権にはあると思います。人格権の関係で
いろいろ皆さんご苦労されていると思うんですが、特に
訴訟の関係では和解ができないというような一つの原因
にもなっていると思うんですが。例えば三村先生何かそう
いうご経験はどうですか？
三村： 利用形態が変えられているということで、著作者
人格権の事件ではなかったのですが、著作権侵害の中
で、許諾の範囲を超えた著作物の利用であり、かつ利用
形態が気に入らないということで、和解ができなかったと
いう事件がありました。
それは、イラストの事件です。業界では著名なイラスト
レーターで、作品自体の改変の問題ではなかったので
すが、被告側が契約による許諾の範囲外の利用をした、
しかもその利用形態が気に入らないということでした。著
作者としては、作品自体に手が加えられていない場合で
あっても、利用形態自体についてもこだわりのある場合
がある。そういう場合を含めて、著作権事件の和解は難し
いというのが実感としてあります。
富岡： もう一つですね、そういうことになると要するに、

著作者人格権なんかがあってウルサイことを言うから和
解ができないんだとか、そういうことってのは特にござい
ませんでしたか？
三村： 先ほどの話は、純粋に作品への愛着からの思い
入れから著作者が利用形態にこだわった事件でしたが、
事件によっては、本当に損害額に斟酌してくれという点
を強調する、つまり、普通の相場よりも高くもらわないと困
りますという、その一つの理由として著作者人格権が使
われている場合もあります。そういう使われ方というのは、
著作者人格権との本来的な使われ方ではないと思いま
すけれども、裁判ではそういう使われ方という実感を持っ
ています。前田先生どうですか。
前田： 著作権事件には人格絡みと言いますか、実質的
には相続事件、家事事件に近いものもあり、なかなか和
解ができにくいという印象がございます。
３ 借景について
前田： 三村先生、さっきのお話でちょっとお聞きしたい
ことがあるのですが、よろしいでしょうか。先ほど借景の
お話があり、その著作物がどういう風に見られるかという
ことについても、人格権の対象になり得るのではないか
というお話があったような気がしたのですけども、ノグチ・
ルーム事件の決定は、彫刻と庭園と建物が一体となった
建築の著作物の改変は認めているけれども、その彫刻を
単独の著作物として見た場合に、その彫刻の著作物の
改変を認めていないのですよね？
三村： はい、ノグチ・ルーム事件ですが、彫刻自体はど
こに置いても同じ彫刻でしょうということで、それについて
の改変は認めておりません。建物の関係でも、一体とし
て配置してあるいくつかの棟の相互関係を変えると著作
者人格権の侵害になると思いますけれども、只今申し上
げましたのは、西側を向いていて向こうに山があれば、
京都なんかは嵐山が借景になってとかそういうものを、例
えば明治村に移築したら背景となる風景が異なるから同
一性保持権の侵害なのかというと、それは言えないでし
ょう、侵害にはならないでしょう、ということです。借景は、
例えば建物と山の間に高層ビルが建ってしまえば、もう
その山は見えない、借景ではなくなってしまうわけです
が、建築禁止の仮処分とかを、著作権法上の請求として
できるのかというと、それはできないだろうと思います。そ
こは、請求権の限度を超えるものとして、いわゆる借景は
違うでしょうという趣旨で、先ほどの解説をいたしました。
前田： 著作者人格権というのは、基本的には公表権と氏
名表示権と同一性保持権の三つであって、それプラス
113 条 6 項で著作者の名誉・声望を害する方法での著作
物の利用は著作者人格権侵害とみなすということです。
先ほどのイラストがどういう使われ方をするということにつ
いて、もし改変があれば同一性保持権の侵害となります
が、それは別として、現行の著作権法の中では、113 条 6
項の名誉・声望、それは著作者に対する客観的な評価で
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すが、それを害するという程度まで至れば、人格権の問
題になると思うのですが、そこまでいかない場合には、
著作者が「自分の作品はこういう風に見てもらいたい」と
いう気持ちを強くお持ちになっているとしても、それを著
作者人格権の問題に取り込めるかどうか。それは難しい
のではないかという気がします。
三村： 先ほどの富岡先生のお話ですと、裁判所の和解
上やりにくいことがあるのかというご質問でしたので、そう
いうギリギリの話でいうと、著作権法上の著作者人格権侵
害の問題にはならない事案であっても著作者の名誉や
声望を害する形態で利用しているのではないかという言
い方をされるケースも、なかにはあるという意味です。
富岡： 私の場合は、誰かの著作物の中で著作物が何か
ということで、それは美術的著作物でも彫刻ということで
あれば、その彫刻自体の改変でない限りは同一性保持
権の問題にもならない、という風に私は思うんですけれ
ども、実際の作家の心情というのは必ずしもそういうもの
ではない。
例えば鎌倉在住の李禹煥という現代美術家がいるん
ですが、鎌倉美術館の前に大きな鉄板と大きな岩を置い
ているわけです。これは美術館の建物との関係でそこに
置かれているのは明らかなんです。どういう意味かって
いうのはそれぞれ解釈あるんだけれども、それは明らか
なんです。
それを勝手にどこかへ移すということはかなり危険な
行為だと私は思うんです。著作物の意味も全く変えてし
まう可能性があるという風に思っています。ですから、そ
れはある意味借景の問題にもなりかねないので、非常に
微妙な問題だと思うんですが、それが単に著作物として
は鉄板と岩だけなんだからどこに行っても許されるんだ
ということになるかというと、そこは私は、著作物の考え方
をもうちょっと広げないといけないんじゃないかと思うん
です。
前田： 上野先生、いかがでしょうか？
上野： どこで口を挟もうかと思っておりました（笑）。
どこまでが著作物なのかという範囲がハッキリしないん
ですよね。建築の著作物というのは庭園を含むのかとい
う点についても、ノグチ・ルーム事件の決定は、庭園を含
むと言ってみたり、そうでなくても 20 条2 項2 号が庭園に
も類推適用されると言ってますよね。
そこで問題なのは、どこまでが著作物なのかという点
です。借景なら借景まで自分の著作物として取り込んで
いるといえるのか、背景にあるものも本当に自分の著作
物の一部として見ることができるんであれば、そういった
ものの人格権の対象であるということになるのかもしれま
せんけれども、それはなかなか難しいのではないかと思
います。
といいますのも、著作者が著作者人格権を持つとして
も、その対象は当該著作者が作り出した創作物のみとい
うことになるんでしょうから、その範囲もそこに限られると
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いうことにならざるを得ないと思います。
ただ 113 条 6 項というのは曖昧な規定でもあります。こ
れは、例えば美術画が風俗ショップの看板に使われたこ
とによって名誉を害するようであれば、それが著作者人
格権の侵害とみなされるという規定ですね。
だとすると著作物自体は何の変更もされていない。け
れども、侵害的な環境や状況に置かれたということをもっ
て著作者の精神的・人格的利益が害されるということは想
定できるのかもしれません。ただ現行法では、名誉声望
を害する場合に限られるということで、社会的な評価が低
下しなければ 113 条 6 項の主張は認められないというこ
とになりましょうから、実例としてこれを認めるのはなかな
か難しいのかなという気はします。
前田： ありがとうございます。
４ 20 条２項２号の意義と４号との関係
前田： それではあまり時間もございませんので、次の論
点に行きたいと思います。
イサム・ノグチ事件の延長でございますけれども、20
条 2 項 2 号で「建築物の増築、改築、修繕又は模様替え
による改変」は同一性保持権の侵害にならないとされて
おりますが、この規定と、「やむを得ないと認められる改
変」は同一性保持権の侵害にならないとする同項 4 号と
の関係をどう考えるべきかという論点でございます。
ノグチ・ルーム事件の東京地裁決定によれば、20 条 2
項 2 号が適用される建築物の増築、改築、修繕または模
様替えであったとしても、それに該当すれば全ての改変
が許されるというわけではない。同号は、著作物自体の
社会的形式に由来する制約を定めるものであって、経済
的、実用的観点から必要な範囲の増改築については同
号が適用されるけれども、個人的な嗜好に基づく恣意的
な改変や必要な範囲を超えた改変は、同号によって許
容されるものではないと決定書の中に書かれています。
恐らくこれが通説的な理解かと思うのですが、この考え
方は、20 条 2 項に掲げられている 1 号、2 号、3 号、4 号
を連続したもの、統一的なものと考えて、4 号のやむを得
ないと認められる場合の一例として2号があると、こういっ
た考え方を背景にしているようにも思えます。他方、20 条
2 項を眺めてみますと、1 号には「やむを得ないと認めら
れる」という表現があるし、3 号では「効果的に利用し得る
ようにするために必要な改変」という表現がありますし、4
号では「やむを得ないと認める改変」とされているのに対
し、2 号の方では、そういう特段の制約がない。このことに
着目して、建築物の増築、改築、修繕又は模様替えにつ
いては、他の号の場合に比較してもっと広く改変を認め
てもいいんだという理解もあり得るように思いますけれど
も、この点については、三村先生いかがでしょうか。
三村： 条文のあり方としては、ただ今ご紹介ありましたけ
れども、「前三号に掲げるもののほか」という形で規定さ
れていて、1 号から 3 号の掲げるものが、4 号の例示と読
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めるという点がありますので、私は、1 号から 3 号は、4 号
の下の例示という理解でよいと思います。
それから、先ほどの具体的なお話で、壁画の話があり
ましたが、壁画は建物の一部になると思います。ふすま
絵も、一応建物の一部になるとは思いますし、2 号の規定
には文言上「模様替え」も入っていますから、ふすま絵と
か壁画を変えてもいいという風にも、文言上は見られる
のですが、私は、イサム・ノグチ事の決定でも言いました
ように、著作者と所有者・利用者の双方の権利の調整と
いう側面がありますので、ふすま絵については、これを
外して他のふすま絵をはめればよいという点、つまり従
来のふすま絵を保存することが容易にできるわけですか
ら、ふすま絵をわざわざ書き直す必要はありません。壁
画についても、建物から切り取れば一番いいんでしょう
けれども、切り取れない場合は、替える必要があるとして
も、従来の壁画の上から別の壁画を設置すれば足りるの
ではないかと思います。このように考えますと、ふすま絵
とか壁画については、従来のものを別の場所に移して他
のものに付け替えることは許されるが、従来の作品に描
き加えたり、絵自体を改変することは、著作者と所有者・
利用者の双方の必要性の調整とういう立場からいうと、許
されないと、個人的には思っています。
前田： ふすま絵のように外せるものもあると思うんです
が、例えば壁に直接描かれている壁画について、建物を
半分に小さくしなければいけないために、壁画も半分に
なっちゃうというようなこともあり得ますが、こういったケー
スだと 20 条 2 項 2 号に該当するような気がするのですけ
れども。
三村： 確かに、そのような場合は、非常に困ります。そ
の場合に、壁画自体を止めてしまえという考え方はある
だろうと思います。半分残すぐらいだったら全部取ってし
まえという考え方はできるけれども、切り取って半分にす
るのは許されないと、私は、個人的にはそっちの考え方
を採りたいと思っています。
前田： ちょっと前提事項になるかもしれませんが、20 条
2 項2 号というのは、建築の著作物に関する規定ではなく
て、建築物の増築・改築等による改変と書いてありますの
で、その改変の対象は建築の著作物以外のものでもよく、
ただ 4 号との関係で言うと、やっぱり今三村先生がおっし
ゃったような制約が生じてくるように思います。
そこで、今度は 4 号をどういう風に理解すべきかという、
これまた実は大きな問題になってくるかと思います。上野
先生が以前からお考えを発表されておられるところかと
思いますが。
上野： まず 2 号ですけれども、文言を見ますと建築物の
増築ということです。もちろん、建築物に含まれている美
術の著作物も改変することが許されるというように読むこ
ともできるかもしれませんけれども、起草者の逐条解説に
よると「建築物の倒壊等による建築著作物の改変でありま
す」と書いてあります。

そうすると、建築の著作物の部分しかこの規定は読め
ないかもしれません。壁画というのは、確かに建築物の
一部ですからそこを含めて建築の著作物ということは言
えると思うんですけれども、これは映画の中に音楽が入り
こんだり映画の中に建築著作物が写り込んだりするのと
同じでありまして、たまたまその壁に貼ってあってもそれ
はそれで一つの美術著作物として独立して捉えることが
できるのではないかと思うんです。
ですから、建築物の改築に伴ってそれを改変しなけれ
ばならないという場合はやはり問題になると思いますけ
れども、壁から取り外して独立したピースの著作物を別の
場所に移転するということであれば、その美術の著作物
についての改変の問題は生じないのかなという風に思
います。
富岡： その場合に例えば壁画なんですが、著作物をど
ういう風に見るのか、壁画というところに焦点を当ててみ
ますと、タイルであれ何であれ一つの著作物であり、そ
れの改変というのをどこまで捉えるのかということなんで
すけれども。
それをうまく切り取って他の美術館へ持って行った場
合にはその絵自体は改変されていないんじゃないかと
いう可能性があるわけです。だけど私のさっきの立場か
らすると、壁画というのはそういうものじゃないと。建物と
一体となって初めて壁画あるんだと、そういう考え方なん
です。
上野： その場合の壁画というものが独立した絵であって、
偶々建物の壁に掛かっているだけだという場合とは異な
って、最初からその壁に描いたものであるという場合で
すかね。その場合はそこから出してはならないということ
はあるかもしれません。ただこれは難しい問題でありまし
て、そこまでその人が創り出した著作物なのかという点が
まずは問題になるのかなとは思います。
前田： 壁画というのは、それを描く著作者自身も、自分
が創作しているのは壁画であるという意識をもって描い
ているのでしょうから、建築の著作物そのものとはちょっ
と違うかもしれませんが、やはり、建築が増築・改築等さ
れることによって影響を受けることは将来あり得るもので
あり、それを織り込み済みで壁画をお描きになっている
はずでしょう。そう考えると、壁画についても、20 条 2 項 2
号によって改変が認められる範囲は、通常の美術の著作
物等に比べるとかなり広くてもいいのではないかという気
もするのですけれども。
上野： この2 号というのは4号の一般条項の一つの具体
的な表れだということも先ほどございましたけれども、や
はり 2 号というのは建築の著作物というものに着目して、
その背景には建築の著作物というのはその所有をしてい
る人の実用的な利益というものがあるという考えがあろう
かと思います。
それと、もちろん著作者人格権は重要なんですけれど
も、所有権と著作者人格権のバランスも必要です。そうい
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う観点からすると、はり、たとえ中に美術著作物が含まれ
るとしても建築物を利用するという限りでは、その利益が
他方にあるわけですから、その分作者人格権の保護が
後退するという方向性はやむを得ないところかもしれな
いなとは思います。
５ 20 条２項４号の解釈
前田： ここは議論も尽きないなのですが、先ほどの上野
先生のお話にありました、条文の読み方自体にも非常に
大きな争点があろうかと思います。4 号に照らして 2 号を
どう解釈するかという論点もあるのですけれども、4 号自
体をフレキシブルに考えるということになりますと、4 号に
照らして 2 号を狭く解釈するとしてもちょっと意味合いが
異なってくるかと思います。
今度は 4 号をどう解釈すべきか、ということでございま
すけれども、文言上は「やむを得ないと認められる改変」
という言葉が使用されておりまして、ある時期までは、こ
の「やむを得ない」という言葉を字義どおりに解釈する考
え方が強かったと思いますけれども、物理的な意味にお
いて、文字通りの意味においてやむを得ないと認められ
る場合でなくても、許容してよい場合があるのじゃないか、
という考え方が非常に強く主張されるようになってきてお
ります。
その嚆矢が上野先生だろうかと思いますので、その上
野先生のお考えをコンパクトにご紹介いただければと思
いますが。
上野： 20 条 2 項 4 号というのは、著作者人格権と同一性
保持権の適用除外を定めた一般条項ということになるわ
けです。他方、我が国の同一性保持権はベルヌ条約の
レベルを超えております。つまり、条約上は名誉・声望を
害するような改変のみに反対できる権利という規定です
けれども、日本法はそれを超えて、著作者の意に反する
改変に反対できるという意味で強力な権利だということが
できます。
これをベルヌプラスと言うわけですけれども、このよう
な強い同一性保持権常に行使されるということが本当に
妥当なのだろうかという問題提起がかなり前からなされて
きたところです。
もちろん 20 条 2 項には幾つか、現在は 1 号から 4 号
までの制限規定があるわけですけれども、特にこの現 4
号という一般条項を設けるということに対しましては、それ
は同一性保持権を大きく制約する恐れがあるということで、
立法過程においても反対されていたんです。
従って、この 4 号という規定を適用した裁判例というの
は最近まではほとんどありませんでした。じゃあ同一性保
持権が強く保護されていたかというと、実はそうではあり
ません。つまり、改変があれば即侵害であるというのでは
なく、著作物の改変はあるんだけれども、同一性保持権
の侵害は認めない、あるいは侵害があっても権利濫用と
して行使を認めないとか、黙示の同意があったから侵害
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に当たらないとか、事実たる慣習だから侵害に当たらな
いとか、様々な言い方をして同一性保持権の侵害を否定
してきたわけでございます。これを私は不文の適用除外
と呼んでおりますけれども、それが本当に望ましいかとい
うと、ともするとアドホックな判断となりかねないのではな
いかと考えられます。
そうであればこの 20 条 2 項 4 号というのを活用して、
一体どういうファクターを考慮して判決が下されたのかと
いうことを分析する方が、明確性も高まり、そして批判可
能性も大きくなるんじゃないかという風に考えた次第で
す。
実際のところ、最近は、裁判例においても、この 2 号と
20 条 2 項 4 号を比較的広く適用する傾向があるのかなと
いう風に思いますけれども。
前田： ありがとうございます。
投稿俳句の添削の事件の裁判例1がございますが、一
審判決は実質的違法性がなく、黙示の承諾があったと推
認できるとし、二審判決は事実たる慣習に従ったもので
あり違法な無断改変ではないとしました。地裁も高裁も、
やむを得ないと認められる改変とは言っておりません。
やむを得ないと認められるかどうかを文字どおり解釈す
ると、投稿俳句をそのまま掲載することは物理的には可
能ですし、そもそもその句を選ばないことも可能ですから、
添削がやむを得ないというわけではない。しかし、上野
先生のお考えですと、このようなものも含め、4 号の枠の
中で判断した方がいいのではないかと、こういうことにな
るのでしょうか。
上野： できるだけ条文を適用した方がよいという風には
思うんですけれども、全てのケースについても 4 号で解
決していいかどうかはわからないところがあります。特に、
「やむを得ない」という言葉をどれぐらい厳しく解釈する
かというところは見解が分かれるところでして、改変するく
らいなら他の著作物で済ませればいいじゃないかとか、
そもそもその著作物を載せなければいいじゃないかとか、
そういう場合も、やむを得ないとは言えないということに
なりますと、この規定が適用される範囲は非常に狭くなり
ますので、それでいいのかということが問題となります。
ただ、それでも、俳句の改変事件に 4 号が使えるかど
うかというのは、どうでしょうかね。ちょっとわかりませんけ
れども、富岡先生の判断をお聞きしたいと思いますが。
前田： 富岡先生はこの事件に関与しておられたとお聞
きしていますが、お差し支えない範囲でお話を。
富岡： 俳句の事件は私が関与しているので、ちょっと話
しにくいのですが、通常の裁判所等の発想でいくと、あ
あいう場合は、黙示の承諾だったと、そういう事実認定の
問題として救済されると思うんですけれども、それを認定
するにはかなり厳しい事情もあったのです。それを裁判
所が考慮したということだと思うんですけれども、私どもと
1
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してもなかなか事実たる慣習ということは認められないっ
ていうことはわかっていたわけですが、本当に古くからあ
る慣習で、関係者にはよく知られた常識的な慣習として
今まで繋がってきているということも証明できるということ
で立証しました。
裁判所としてはそういう特別な立証があった場合には、
改変を許す慣習法を認めてもいいだろうとした、という極
めて稀なケースでした。我々としてもそこで認められるの
は、意外ではありました。
前田： 三村先生、どうでしょう。
三村： 私も、上野先生がおっしゃるように、「やむを得な
いと認められる改変」についてはもう少し柔軟に解釈し、
それを正面から判決するというふうにするのが適切と考
えています。裁判官としての現役時代も、そのように考え
ていましたし、今も、そう思っております。
ただ、先ほどの俳句の事件については、私が担当した
わけではないので詳しい事実関係は分かりませんけれ
ども、むしろ、黙示許諾の方がよいと考えています。とい
うのは、事実たる慣習というものは、業界によっては、必
ずしも裁判所から見て適切な内容ではない場合もありま
す。事実たる慣習だから許容されるということを言うと、昔
からやっていることであれば何でも裁判所に是認される
という、そういう誤解を招きかねないというところがありま
す。やはり、事実たる慣習というのは、あまり使いたくない
という風に裁判所の立場からは言えると思います。少なく
とも、この俳句のケースは、黙示の同意の方が適切だろう
と、個人的には考えます。
上野： 一応その慣習には合理性があるということを認定
しているようではあります。
前田： 黙示の承諾にしろ、事実たる慣習にしろ、4 号の
枠組みではないのです。4 号を広く解釈すれば、「やむ
を得ないと認められる」という文言から離れて価値判断な
いし価値衡量を 4 号の中でやってしまえばいいのではな
いか。慣習があること、慣習の合理性、そういったことも 4
号の中のファクターの一つとして考えた方がいいのでは
ないか、という考え方もあり得ると思いますが、その点は
いかがでしょうか？三村先生。
三村： その考え方、4号を柔軟に考えようという考え方は、
私は適切だと思います。
前田： 上野先生はいかかですか？
上野： 4 号で出来るケースもあると思うんですけれども、
この俳句のケースは問題になったものが俳句であるとい
うことを含めて特殊なケースなのかもしれません。そうい
う意味ではこのケースについて、柔軟解釈された 4 号で
クリアできるか、というとちょっと私も自信がないですけれ
ども。
しかし、この 4 号が出来るときにも立法過程においても
国会でいろいろと議論があって、担当者からは、この規
定はやむを得ず設けるけれども、厳格に解釈するからと
説明して、やっと成立したような経緯があります。そうした

経緯があったために、この 4 号の適用を過度に避けてき
た嫌いがあるように私には見えます。
その限りでは法律構成の問題に過ぎませんので、4 号
で判断するか、事実たる慣習で判断するかという問題な
ので、4 号の柔軟解釈をしましょうといったからといって、
同一性保持権の制限の範囲が広がるとは限らない。
これは著作権に関するいわゆるフェアユースを巡る議
論と似ているのかもしれません。要するに、侵害判断に
あたってどのような事情が考慮されるべきなされるべきな
のかということを明らかにしなければならないのではない
かというわけです。
前田： ありがとうございます。
６ 包括的な事前同意により「意に反する改変」でな
くなるか
前田： まだまだ議論を続けたいのですけれども、次に
進みたいと思います。いわゆる著作者人格権行使特約
の有効性にも絡む問題かもしれませんが、改変について
包括的な事前同意があれば、「意に反する」改変ではな
くなり、同一性保持権侵害ではなくなるかどうか、という問
題です。
「意に反する」というのはどの時点で意に反するのかと
いうことについて、本来は改変がなされたことを事後的に
知った直後の時点なのでしょうが、改変の前において、
著作者が改変を OK したが、その後実際に改変されたも
のをみて著作者の気が変わっちゃったという場合でも、
意に反する改変に当たらないかどうか。上野先生、いか
がでしょうか。
上野： そうですね、同意が改変の前か後かということに
大きな意味があるというよりも、改変前であっても明確か
つ具体的に改変内容を特定して同意を得たというのであ
れば、その同意は有効と言うことができ、それは 20 条 1
項の「意に反」するに当たらないという風に解することに
なります。ですので、改変の前であろうと後であろうと明
確かつ具体的な改変について同意があったかということ
が問題になると考えています。
前田： なるほど、そうすると、改変内容の特定が問題で
あって、同意の時期の問題ではない。事前同意があった
場合に意に反する改変に当たるかどうかは、実際に行わ
れた改変が事前同意に含まれる範囲のものかどうか、と
いう議論になるわけですね。
上野： 改変の後になればどういう改変をしたか、わかる
わけですから、具体的な内容を見て同意するかということ
なると思います。
前田： 先ほどの里中先生のお話にも出てきたかと思い
ますが、漫画作品をアニメ化する合には改変を伴います。
著作者イコール著作権者だという前提を採りますと、著作
者兼著作権者がアニメ化を許諾した以上、そのアニメ化
に必然的に伴う改変には包括的に同意したと言える場合
が多いと思いますが、漫画家の方からご覧になって、で
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きたアニメが思っていたものとは非常に違うものである場
合であっても、アニメ化を許諾したことによって、自動的
に意に反しない改変になるかどうか。この点について、
富岡先生いかがでしょうか。
富岡： 漫画家の場合には、一度同意するという風に言っ
てしまえば、もう後はそれが撤回できない、どう違っても
仕方ないという風な気持ちもあるようで、同意している限
りでは問題はない。問題になるのはどうもそこら辺同意を
しているかどうかがあまりハッキリしない契約というのが結
構あって、そういう場合に後になってみたらとんでもない
アニメが出来ていたということで文句をいう漫画家という
のもいるわけです。
そういう意識で、どちらかというと私は文芸家がそうだと
思うんですけれども、一度自分が作ってしまったからもう
自分の作品は自分の手を離れると、もちろん子供のよう
な気持ちもあるんですけれども、それは煮たり焼いたりさ
れてもしょうがないと、それをアニメ化されるものもこれは
アニメで自分の手を離れちゃってて、全く自分のものとは
別ものだという考え方が結構意外に強いなというのを感
じております。
ですから一度同意しちゃったような場合には、あまりそ
のアニメ化された後に問題になるということはないんです
が、反対にそこら辺をきちんと処理していない場合には、
こんなアニメは許されないという問題が結構多くなってき
ます。
ですから最初は意に反しないと考えられたんだけれど
も、後に意に反すると考えたというケースというのはどうも
今まであまり見たことがないんです。
前田： 上野先生。
上野： 今のお話は私には少し意外だったんですけれど
も、つまりよく著作者人格権の包括的な不行使が有効か
どうかという議論がされるわけでありまして、もちろん実務
上は不行使契約が広く用いられるというのは承知してい
るんですけれども、それが本当に有効かどうかと言うと争
いがあるところです。著作者人格権を行使しないという約
束が完全に有効だとすると、そしてまた、どんな風に改変
してもらっても構わないと包括的な不行使特約というのが
有効であるとすると、結局、著作者人格権が行使できなく
なるわけですから、これを完全に有効だと見るとほぼ著
作者人格権を放棄できると認めたに等しいのじゃないか
と思うんです。
もちろん著作者人格権は放棄できるとする田村先生の
見解もあるわけですけれども、放棄できないと考えるの
が一般的で、そのように考えますと、不行使特約や包括
的な不行使特約についてもこれを完全に有効なものと認
めてしまっていいんだろうか、という風な考えに至ると思
います。
私の考えですと、包括的な不行使特約を結んだ場合
には、同意内容が明確ではありませんので、それでは
「意に反する」わけではないとは言えないということになる
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んですが、しかしそうした事情は 20 条 2 項 4 号で考慮さ
れる一要素にはなると思っております。
しかし、そういうことが通常問題にならないというのは
意外で、例えば、ドイツでは映画化に際して、後になって、
やっぱりラストシーンが気に入らないなとか、そういうこと
が問題になったケースがいくつかあります。それでも日
本では、通常はあまりないということでトラブルもないとい
うことでしょうかね。
富岡： 言ってみれば色々なタイプがあって、特に裁判
所なんかに持ち込まれるというのはそういうことにこだわ
るタイプが事件になったりなんかするというところはある
わけなんです。
だけど私の実感では、ある意味で名の売れた作家とい
うか本当にプロの作家というのはあまり問題なかった。た
だどちらかというと新人の方は結構こだわる、あるいはプ
ロでなくて家族の人は結構こだわります。どうもそういう感
じです。どうですか。
長尾： 先ほどもちょっと申し上げましたが、富岡先生お
っしゃるように、またさっき里中先生もおっしゃいましたよ
うに、著作者ご本人がお元気でご存命の場合は、こだわ
る方はほとんどいらっしゃいません。
そこが問題になるのは、相続された場合です。これは
かなり揉めます。それで訴訟までいった例はそんなにな
いと思いますけれども、ちょっと念書を寄こせみたいな、
あるいは、覚書を交わすみたいなことはちょっとよくあり
ますけれども、限られた数人の方という風なものなので、
そんなに広く皆さんがこだわっているわけでは実際あり
ません。
ただし、映画化の場合は結構あります。最近ありました
ケースでは、ドラマの台本の段階では問題なかったんで
す、かなり改変されていたんですが問題なかったんです
が、オンエアを見た瞬間に著作権をお持ちの先生がカ
チンときまして、今揉めているという事件があります。テロ
ップを流したんですが、ご存知のようにテレビのテロップ
は制作のかなり最後の段階で作るので、誰も制作サイド
以外はテレビ局ですら見ていない場合があります。この
間の地震のときテロップの騒動みたいなあそこまでいき
ませんけれども、かなり今揉めている例があります。
前田： 意外に問題が起こりにくいということなのかもしれ
ませんけれども、私自身の感覚としましては、著作者の
方がどういう風に改変してもいいですよと仮におっしゃっ
たとしたら、その同意が公序良俗に反して無効というわけ
でもありませんので、基本的には「意に反しない」ことに
なるのではないか。
ただ、ちょっと話はぶっ飛んでしまうかもしれませんが、
例えば交通事故の後遺症に関して、ある時点で本件の
交通事故に関してはこれで一切の解決としますという和
解契約をしたとしましても、その時点で想定できなかった
ような後遺症が生じた場合には、和解契約の効力はそこ
には及んでないという解釈が一般的で、そういう最高裁
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判決2もあると思うのですが、同一性保持権の問題におい
ても、どういう改変でもいいですよという同意があったとし
たら、それは原則有効で、その同意の時にはとても想像
できないような改変であれば、例外的に別に考えなけれ
ばよいと私は思うのですけれど。上野先生の先ほどのお
話ですと、そういうわけにもいかないでしょうか。
上野： そうですね、包括的な同意は公序良俗に反して
無効だという見解が伝統的にはあります。
ですけれども、最近の見解では、そういうことを言って
いるから著作物が流通しないんだという反論もあるんで
すね。ある著作物については人格権を行使しない、どん
な風に改変されても構わないっていう契約が有効になれ
ば、じゃあ安心して使いましょうという人が増えてきて、そ
れで著作物がより一層流通することになって望ましいの
だ、ということをおっしゃる方もいらっしゃいます。
これは著作物のタイプによるのかもしれません。文学と
か建築とか文芸とかみんな違うかもしれませんね。美術
にしたって非常にいわゆる純粋美術と、パソコンで作成
されるイラストとは異なるかも知れません。
大量のイラストを収録したデジタル素材DVDを販売す
るような場合、それはもうどんな風に改変してもらっても
いい、ウェブサイトに使ってもらってもいいし、パワーポイ
ントに使ってもらってもよい。著作者に連絡もしなくてもい
いとなった方がそのコンテンツは流通するわけですから、
そういう意味では著作者人格権の不行使というのは、や
はり著作物の性質や目的といったような諸事情と合わせ
て総合的に判断されることになるだろうと思われます。
そうだとだと致しますと、著作者人格権の包括的な不
行使というのも、それだけで常に意に反するとは言えな
いという風に解釈されるというのではなく、あくまで 20 条2
項 4 号の一ファクターになると考えた方がいいのではな
いかと考えます。
三村： ちょっといいですか。只今前田先生からお話があ
りましたけれども、やはり著作物の性質とか、当該著作物
の本来的な利用の仕方によって、ある程度どういう形で
の処理をされるかということが予想される限度では、包括
的な事前同意も有効だと思いますが、それから外れる範
囲では包括的な事前同意は無効であると、私は考えてい
ます。私自身が判決をした事件でも、事前に承諾をして
いたが、実際に行われたことは予想外の形だから事前承
諾の対象とならないとしたケースがあります。それは、同
一性保持権ではなくて、氏名表示権の事案でした。ある
弁理士事務所で、職員一同で分担して法律のコンメンタ
ールを執筆したという事案ですが、その事案では、事前
に職員は全員、氏名表示権は放棄しますという内容の念
書を入れていました。ただ、出版されたコンメンタールを
見たら、原告以外の他の職員は全員著者として名前が掲
載されているのに、原告だけは名前が掲載されていない。
2
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そのように、自分だけが氏名を表示されないという状況を
予想して、氏名表示権の放棄に同意したんですか、とい
うと、それは違うということです。職員はみんな名前を表
示しないで、弁理士事務所の名前だけを表示するという
方針と聞いたから同意したのであって、他の人はみんな
氏名が載っているのに自分一人だけ掲載されないという
ことを承知したわけではないということです。現に紛争と
なっているような事態を予想して承諾ないし同意したの
かどうかが問題であって、これは、使い方として通常予想
される範囲での同意である必要があるというのは、氏名
表示権だけでなく、同一性保持権の場合も同じことが言
えると思います。
前田： そのような場合は、合意ないし同意の合理的な限
定解釈で解決できるのではないでしょうか。つまり氏名表
示権について、何でもいいよという同意は、「他の人と同
等の扱いをするなら何でもいいよ」という趣旨であるという
ように、合理的な意思解釈をすれば、その範囲を超えて
いたということになるのではないかと。
三村： ですから、同一性保持権の場合も、この程度の変
更はアニメ化する場合には普通に予想される範囲内で
あり、その範囲の限度で同意をしたという解釈をすること
になると思います。
上野： そこら辺で解釈するのが妥当だと思います。
前田： 上野先生のお考えですと、意思表示の効力とし
て直ちにそうなるのではなくて、4 号の中で様々な利益
衡量をする際の一つの重要なファクターとして、事前に
同意があったことも考慮されるけれども、それに反するよ
うなファクターが出てきた場合にはそれも考慮され、一つ
の基準によってバチッと結論が出るわけじゃないと。
上野： そうですね、例えば最初に申しましたように、同
一性保持権については明確かつ具体的に改変内容を特
定するとか、氏名表示権については多くの場合明確かつ
具体的に意思を表明できますから、明確性をもって同意
が行われる場合が多いと思います。公表権もそうです。
公表してもいいと言ったら明確ですよね。
このように、明確かつ具体的な特定をして同意したとい
うのであれば、それは有効で著作者人格権の侵害にも
ならないわけですが、何でもいいよという包括的な同意と
いうのは、これだけで直ちに有効とするわけにはいかな
いということでしょう。
前田： わかりました、ありがとうございます。
７ 死後の人格的利益の保護
(1) 保護法益
前田： 先ほど死後の人格的利益の保護が非常に重要な
問題であるというご指摘を長尾様からいただきました。今
日は同一性保持権のテーマと並んで、死後の人格的利
益の保護、これは著作権法60 条、116 条等に規定されて
いるのですけれども、これを中心的な課題の一つとして
取り上げたいと思っております。
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残り 30 分ぐらいになりましたので、そろそろこちらの方
に移らせていただきたいと思います。皆さまご存知のと
おり、著作者人格権は一身専属とされておりますので、
著作者が亡くなればその時点において著作者人格権そ
のものは消滅するのですが、著作者の死後は何をやっ
てもいいかというと、そうではなくて、著作権法 60 条が置
かれていて、著作物を公衆に提供し、または提示する者
の義務として、「著作者が存しているとしたならばその著
作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。た
だし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動そ
の他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認め
られる場合は、この限りでない」とされております。
60 条の死後の人格的利益の保護の条文につきまして
は、その保護法益は何かという議論がなされているところ
でございます。私益の保護なのか、公益の保護なのかと
いうことで、もうちょっと具体的に申しますと、保護法益を
公益であるとする考え方は、著作物が同一性を保って文
化的遺産として存続していくことが国家的利益であって、
そのことを保護法益にしているのだという考え方。
私益の保護を保護法益とする考え方にもいくつかあり、
まず、著作者は亡くなっているわけですけれども著作者
の利益を保護するという考え方。すなわち著作者が生前
安心して創作活動をするためには自分の死後において
も人格的利益が保護されるという安心感が必要であり、そ
れがあって初めて創作に努力ができるので、そういった
意味で著作者の利益を保護するのだという考え方です。
それから、遺族固有の利益が保護法益であるという考
え方がございます。
そういった考え方がある中で、恐らく今の趨勢としては、
著作者が自分の死後も人格的利益が保護されることを期
待していられるという著作者の利益が保護法益であると
いう考え方が一般的に強いようではあるのですけれども、
この問題につきましては、事前打ち合わせの際に問題の
提起者であった富岡先生からご発言をいただきたいと思
います。
富岡： 私は特に文芸家の場合は死後の著作者の人格
的なものが問題になることが多いので関心が深いんです
けれども、実際にやっていてやはり公益的な要請という
のが非常に高いのではないかということが考えられると
思うんです。
確かに著作者の利益として構成されていると思ってお
りますけれども、それだけに止まらないで、やはり公益的
な側面、公共の利益というのをこれによって保護していこ
うという側面が必ずあるという風に考えます。
両方が保護法益だという風に私自身は考えます。その
場合の公益というのは単に日本の政治的、経済的利益と
いう、そういうことではなくてやはり著作権法1条に書いて
あるような文化の発展に寄与するというものが公益の代
表という風に考えております。
レジュメにもあるんですけれども、公表権などというも
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のがあまり問題にならないことが多いと。それでどちらか
というと著作者人格権としては同一性保持権が問題にな
ることが多いんですけれども、たまに公表権の問題が出
てくることがある。
これは戦前に戦争をどちらかというと賛美するような著
作物を物した作家というのが多い、これは漫画家でも同
じことですが。そういう作家たちが戦前に出版社に預け
て出版しないままに死んでいったという風な例が結構あ
るんです。それが戦後のドサクサに紛れて出版社は出版
しなかった。
ところが何十年も経ったら著作権の保護期間も切れた
ような、そういうときになって初めてそんなものがあること
がわかって、それはその作家も非常に有名になったし歴
史的な価値もあるから出そうということになったと。
そういうような場合にこの公表が許されるのかと。確か
に先ほど出ていたように黙示の許諾みたいなことからし
たら出版していいということで渡しているんだから公表は
当然ある。だけれども、その遺族からしてみるとおじいち
ゃんは死ぬ前にはこれは絶対に発表してほしくないと言
っていたという風なことを聞いていたわけです。
つまり、遺族にとってもその著者があれだけの評価を
得ていたのに、今頃こんなものが世に出たら著作者の評
価が下がってしまうと。そういうことを考えると遺族固有の
感覚からしても、それから死んだ著作者が今生きていた
としたらどう思ったかということを考えてもやっぱり公表す
べきじゃないんじゃないかという、そういう状況だと。
だけど、それじゃあ本当に公益的な面から見てみると
どうなのかと、その作家の研究者からしてみればこれは
非常に文化的な価値が高い、つまり研究の材料として非
常にその思想を分析する上では重要なものです。そうい
うものを公表したいという要請が当然出てくる。
そういう公益的な面まで考えたら、やっぱりやってもい
いんじゃないかという、そういう非常に難しい問題があっ
たわけです。こういう問題が幾つかありまして、例えば日
本近代文学館何かでもその手の手紙がいっぱい秘蔵さ
れているわけです。それは発表すれば非常に文化的な
価値が高いんだけれども、遺族に承諾を得られないとい
うものがある、あるいは遺族の承諾が確認できないという
のがあります。
そういうものを一体どうしていくのかということ。これは
立法の問題なのかもしれないけれども、意に反しないと
いうことじゃない、意を害しないという表現であればその
中に公表というのを含ませてもいいのではないかなとい
うことですけれども。
前田： ありがとうございます。作家の死亡から 50 年が経
過して著作権が切れた未公表著作物を研究目的で公表
できるかを考えてみますと、それは 60 条但書の「意を害
しない」という文言をどう理解するかによって変わってくる
のでしょうけれども、遺族が明確に反対しているとか、著
作者が「公表しないでくれ」という意思を生前に明確にし
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ていたような場合があったとして、その場合に公表ができ
るか。60 条の保護公益が公益か私益かという問題と、こ
の問題とは、直接リンクすることになるものでしょうか。
富岡： そこは必ずしもリンクしないのかもしれないなと思
うんです。どこか問題としては共通の問題があるんだろう
という風には思うんですが、リンクするかどうかというのは
ちょっとまた別のものだろうと。
上野： 今、保護法益の話がありまして、公益か私益かと
いう議論があるわけですけれども、私益については、著
作者が死亡してしまっていますので、その著作者の人格
的利益ではないということになりますよね。また、残され
た遺族の利益というのも私益ですよね。
他方、公益とおっしゃられたのは、一つは文化財保護
でしょうかね。確かに例えば彫刻が無断で改変されると
文化財の持っている形が失われてしまうことになりますの
で、それは公益を害することになります。そうすると、60
条の保護法益は文化財の保護なんだということになりま
す。先ほどの富岡先生のお話でも、公益として文化の発
展というご指摘がありました。
逆に、今お話を伺っていると、研究の自由とか報道の
自由とかそういう意味で 60 条の保護法益に対立している
利益としての保護法益が問題になっているように思いま
した。
やはり 60 条の保護法益は難しいところで、例えばフラ
ンスだと著作者人格権は永遠だと規定されています。そ
こでは、遺族だけじゃなくて文化庁長官みたいな人も主
張できる。そうするとこれはやっぱり公益的な色彩、すな
わち文化財保護という側面を大きく持っているということ
がよく言われるわけです。
我が国はどうかと言うと、60 条の限りでは一応本人の
遺族ということになっていますが、遺族といっても奥さん
は信用できないから息子を指定するとか友だちや財団を
指定するといったこともできるわけです。これはあくまで
本人の意思が尊重されているということを意味しています。
その意味では、文化財保護というのではなくて、あくまで
著作者、もちろんすでに亡くなってしまったけれども、著
作者の人格的利益をその死後も継続的に守っているとい
うふうに見るのが差し当たりは自然なのではないかと思う
わけなんです。
ただ、先生方ご存知のとおり、この 60 条違反というの
は刑事罰も付いております。適用例はないと思いますけ
れども、ある意味ではこの利益はずっと検察官によって
保護されるということになります。
またこれは非親告罪でありますから、遺族が居ようが居
まいができるということになります。もっと言えば、生存し
ている遺族が 60 条違反の行為を行うという場合も考えら
れます。その場合でも検察官は 60 条違反罪を遺族に対
して問うことができると私は思います。
三村： 刑罰規定があるから公益っていうと、知的財産権
はほとんど全部、特許権も、商標権も、みんなそうなって

しまうということがあります。従って、刑罰規定があるから
公益という言い方は、説明として、ちょっとどうかなという
感じがします。むしろ請求権者が一部の者に限られてい
るからといって、公益ではないとは言えない。そういう言
い方のほうがいいと思います。
例えば、不正競争防止法ですが、品質誤認表示など
は誰が差止めを請求してもいいはずですが、条文上は、
それによって営業上の利益を害される人しか差止請求が
できない。それは、そういう形を通じて流通秩序を保護し
ているという説明がされているわけです。本来的に言うと、
品質誤認表示などは、むしろ業界の人は「お互い様」意
識があって、誰も業界仲間を訴えないので、本当は消費
者団体が訴えるというふうに条文を改正すべきだという議
論もあるんですが、経産省は消費者行政を所管する官
庁ではないという事情もあって、なかなかそのような立法
は実現しません。だからといって、不正競争防止法に消
費者保護とか流通保護といった観点がないのかというと、
そんなことはないというのと同じように、著作者人格権も、
請求権者は著作者との人的な関係を持っている人に限
られますけれども、だからといって公益的な文化財保持
という点がないわけではない。そういう面も指摘できると、
私は思っています。
(2) 行使の順位
前田： 保護法益は複合的なものなのだろうと思うのです
が、この権利の行使ができる人の順位が決まっていて、
配偶者が第一で、その次が子になるわけですけれども、
配偶者が行使しなかったときに代わって子が行使をでき
るかというと、それはできないとされています。
先ほどの上野先生のお考えでは、配偶者が行使しな
かった場合でも刑事罰になり得るということになるように
思いますが、そのことと、配偶者が行使しないときに子供
が代わって行使することができないことの関係は、どうな
るのでしょうか？
上野： そうですね、先順位の遺族がいる場合は後順位
の遺族は 116 条の請求をできないというのが前提で、そ
して行使といってもこれは差止めとかですよね。
前田： そうですね。はい。
富岡： それ、今の場合はまず配偶者が第一位ですが、
配偶者が行使しないというのは既に行使しないという選
択をしたからであって、だから行使権者というのが行使し
ないと、そういうことなんです。
前田： そのような場合もありますが、例えば配偶者の方
が行方不明になってしまい、そのため実際には行使でき
ないという場合もあり、その場合も、子供が代わって行使
することはできないというのが多分通常の考えですよね。
三村： そうすると、配偶者が著作物の改変をしている場
合は、子がそれを止めたいと思っても、その場合は差止
めはできないということになるわけですか？
前田： できないのではないでしょうか。
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三村： 検察官は有罪にできるけど、ということですか？
検察官は起訴できるけど、子どもは差止請求できない。
上野： この順位はどのように決まっているかと言います
と、要するにその亡くなった著作者の意思に一番近い人
は誰かという観点から順番を一応決めているわけです。
この順位を著作者は遺言で変更できます。ですから、配
偶者が行使しないというか、何者かによってすごい改変
がされているのに何もせず放置しているという状況にあ
っても、また、他の人ではなく配偶者自身が酷い改変を
しているという場合であっても、子がそれに対して差止請
求できないように思います。
フランスなんかは、これの濫用とかいうのがありますの
で、そうしたこともあり得ると思います。だからこそ公益保
護じゃないかという話になるわけですけれども、日本の
場合は配偶者が一番著作者の意思を体現しているという
前提で考えられていますので、配偶者を止められるとし
たらせいぜい検察官かもしれないなとちょっと思ったわ
けなのですけれども。
富岡： それは配偶者に意思能力がなければそれは。
前田： 意思能力がない場合には成年後見の申立てをし
て、後見人として子供が申立てをすべきであって、後見
人にならずに子が権利行使をすることはできないように
思いますが。
富岡： そこまでやればいいと、それはそうです。
前田： 配偶者自身が酷い改変をした場合に、子どもは
それに対して差止請求はできない。それにもかかわらず、
検察官がそれを起訴できるというのは…
上野： 理論的には、60 条違反に当たればできると思い
ます。
(3) 行使の順位の変更
前田： その流れでちょっと議論させていただきたいと思
うのですが、116 条の請求をできる者の順位は、遺言によ
る指定があればそれによるわけですけれども（2 項但書）、
遺言書による指定がない場合に、遺産分割協議で、配偶
者がご高齢なので息子に任せますよというような合意を
当事者間ですることができるのか、つまり遺族間の合意
により行使者を変更できるのかについては、そういう合意
はできないという説が通説であろうかと思います。
私が少し調べてみた範囲では、田村先生、飯村判事
ができないとしています。その根拠として、田村先生は、
116条2 項但書が著作者の遺言による順位の変更を認め
ることの反対解釈としてそうなるし、元々人格権は譲渡し
得るものでなく、行使者が不明となって著作物を利用しよ
うとする第三者が不測の損害を被ることを防ぐ必要もある
からと説明されています3。しかし、これは、実際不便かも
しれない。当事者間の合意によって子供さんにするとか、
子供の中でも次男の方にするとかいうことを出来たらい
3

田村善之『著作権法概説〔第 2 版〕』有斐閣（2001 年）462 頁
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いのではないか、という気もするのですけれども。
上野： そのできるというのは第三者に対する差止請求も
できるということですか。
前田： はい。当事者間でそういう合意ができるとことはほ
ぼ問題ないと思います。例えば対外的には配偶者の方
から主張するのだけれども、その配偶者の意思決定は長
男の方の判断に従って行うという合意をするのは勝手だ
と思います。
上野： 原告にはなれないですよね。
前田： そのような対内的な合意だけでは原告にはなれ
ないので、さらに対外的に原告になれるような合意の効
果は認められないだろうかと。
上野： なるほど。
前田： 二つの問題がございまして、順位を変更すること
ができるのかという問題と、同一順位の人が複数いる場
合に一人の人にできるのかという問題とは、かなり違う問
題だろうと思います。
順位の変更については確かに厳しいのかもしれませ
んが、著作権法 64 条 3 項で、共同著作物の著作者は著
作者人格権を代表して行使する者を定めることができる
とされていることとパラレルに考えますと、少なくとも同一
順位の間では行使する人を定めるのはできるのではな
いでしょうか。
上野： わかりました。まずその著作者が順番を指定しな
いにもかかわらず、遺族間で順位を変えることができる
かという問題が一つあります。これは 116 条の構造からし
ますとできそうにないですね。つまり先順位の人だけが
請求権を持っているという書き方になっていますので、
後順位の人は請求権を持っていないので当事者間では
それを変更できないという風に私は思います。
後者の問題は、同順位の人が何人かいる場合というこ
とですね。配偶者はもうお亡くなりになって、その後子供
が三人いるという場合、三人ともが請求権を持っているの
で、結果として何が起きるかというと三人ともが差止請求
ができるわけです。
だから、例えば二人はああいう改変でも構わないという
ふうに容認していたとしても、子供の中に一人でも反対
する人がいれば、その者が差止請求できるように思いま
す。そういう意味では、先ほどの問題で、三人の中で一
人だけ行使することに合意するっていうのは、当事者間
で可能ではないでしょうかね。これは三人のうちその二
人は訴訟しないという風に約束するということになります。
ただ、第三者にとってそれが有効かっていうのはちょっと
分からないところがあります。
富岡： 三人同一順位の相続人がいる場合に、実際にど
うしたらいいかという問題なんですが、実際には文芸家
協会何かの場合には著作者人格権を行使する人間を代
表して決めてもらうんです。
著作権を持っている人間にそれをしてもらう。そうやっ
て届けてもらう。その効力がどうなるのかというのはそれ
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はまた別の話だと思うんですけれども、少なくともそういう
ことが今上野先生が言われたように、三人の中では有効
だということであれば、普通の著作権の行使で A というの
が著作権を全部持っていると、だから A に著作者人格権
の行使というのを任せた。それで AがX 出版社に出版許
諾したんだけれども、多少変更になっている。そういう場
合に B の方が勝手に権利行使できるかというと、それは
A、B、C の合意に反する。
それが一つの心理的な規制にもなるし、それから出版
社との関係では権利濫用みたいなこともあるかもしれな
いし、ちょっと権利濫用というのは難しいかなと思うんで
すが、何らかのことは言えるかもしれません。少なくとも
そういう心理的規制にはなります。
そういうことで、だけどそれが完全に有効であるはずが
ない。つまり例えば A は許諾しちゃったんだけどこれは
非常に卑猥な雑誌に掲載をされたというような場合。そう
いう場合は B の方から何も言えないというのは確かにお
かしい。仮にそういう合意があっても、それはそういう合
意の解釈としていいということになるかもしれませんけれ
ども、それは権利行使できなければおかしいという考え
です。そんな感じです。
三村： 裁判所の考え方からすると、やっぱり上野先生が
おっしゃるのが筋だろうと思います。ですから、著作権法
の規定とは別の人が訴訟を起こす根拠として、方便的な
意味でその合意があるということは理由にはならないだ
ろうと考えます。
ただ、非常に内容的にその行使自体が濫用である場
合、例えば他の兄弟が相続した著作権行使を単に邪魔
するだけのために著作者人格権を行使するというような
場合であれば、権利濫用という形で差止請求を棄却とい
うこともあり得ると思います。
前田： 著作者の死後全ての著作権、すなわち翻案権を
含むものを相続した相続人 A が居たとして、その A から
許諾を受けて翻案をした場合であっても、他の遺族から
60 条違反によって訴えられる可能性が、今の話ですと、
あると言わざるを得ないのですが、たとえ遺言書で翻案
権まで含めて A さんと書いてあっても、116 条の行使者と
して A を指定していなければ、他の遺族も請求権を持っ
てしまうことになるのでしょうか。著作者から遺言書につ
いて相談を受ける弁護士としては、翻案権を含む著作権
の相続をさせる者と、116条2項によって死後の人格的利
益を保護する者の双方についてそれぞれ定めなければ
いけなくて、翻案権も含めた著作権を相続させる者を定
めただけでは、その者が 116 条2 項の指定を受けた者で
あると解釈することはできないことになってしまうのでしょ
うか。
三村： それは、著作権法上、財産権と人格権を分けてし
まいましたから、それはしょうがない話だと思います。生
前にその翻案権をだれかに譲渡している場合であっても、
結局人格権は著作者のところに残って、著作者が行使で

きるわけですから、それとのバランスから言っても、そう
解さざるを得ないでしょう。
前田： 著作者である被相続人の遺言で、116 条2 項を意
識した遺言をされている方がどれだけいるのか疑問もあ
ります。弁護士が関与して遺言書を作るとしても、著作権
とは別に、116条2項の指定が必要と考えて、そういうアド
バイスをする弁護士は、そう多くないのではないかと。
三村： 確かに使いづらいことは使いづらいですけど、そ
ういう場合は、財産権と人格権が泣き別れになってもしょ
うがない。むしろ泣き別れになることを前提として、そうい
う条文になっているんです。条文自体がそういう選択をし
ているという風に読まざるを得ないと思います。
前田： そのことは私も認めざるを得ないと思います。
(4) 60 条ただし書
上野： ただそれは 60 条違反に対する請求という形です
ね。で、別に終わりの時間が近づいてきたからというわけ
ではないんですけれども、三村先生がさっきおっしゃっ
たように、60 条には但書がございますので、こちらには
意を害するというようなことが書いてあります。
この意を害するというのは、意に反するというより限定
されています。意を害するというのは旧法に使われてい
た言葉なんですけれども、害するという言葉は、客観的
に解釈するのが一般的のようです。
ですから、例えば、研究の目的で未公表の日記を公
表するとか、現代の言葉使いとしては適切でないので表
現を改変するとかが許されることになり得ますし、そして
時間がたてばたつほどただし書きに該当するケースは
増えてくるんではないかなと思うんですけれども。
前田： ありがとうございます。死後どれくらいの期間が経
てば但書によってセーフになるのかは、一律には決めら
れないと思いますし、また配偶者の方がご存命かどうか、
子供さんがご存命か、孫しかいないかと、色々な段階や
シチュエーションがあって、なかなか一線が引きにくい
かもしれませんけれども、著作権の保護期間が切れた後
だったら、「意を害しない」と認められる場合が多いように
も思うのですが。
三村： 文芸評論がどこまでできるかというのは、ちょっと
私自身は富岡先生ほど熱心な関心があるわけではありま
せん。しかし、少なくとも政治家の日記等については、報
道や国民の知る権利との関係で問題がありそうです。例
えば、沖縄返還の際の裏事情、密約の存在といった言い
方もされていますが、そういったことについては、当時の
政治家の日記には書いてあるけれども、外務省の正式な
外交文書には記載されていないという状況はよくある話
です。しかし、政治家である以上、自分の日記は一定の
時間がたてば公表される、むしろ公表してもらいたいとい
うことがあるわけでしょうから、そのような事情は、客観的
な形で見ていくという一つの典型例として考えていくべき
だろうと思います。そういう意味では、客観的に見ていく
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べきだという上野先生のご指摘は、著作物の性質とか、
著作者の立場とか、どういう状況で作られた作品なのかと
いった事情など、それと現在公表しなければならない必
要性というようなものを加えて、客観的な観点から考えて
いかなければならないと、私は思っています。
前田： 今の政治家の場合は、いつかは公表されることを
意図して書かれていることが一つファクターになると。
三村： 後付けのフィクションかもしれません。しかし、例
えばアメリカなどの場合は、外交文書も一定の日時を過
ぎれば公表されることになっているわけです。歴史的な
内容を含む著作物については、そういうことも考える必要
があると思います。
前田： それと、純粋に公益的なものとは。
三村： 公益的に考えた方がいいと思っていますが、著
作者の意思といった観点からの考慮もできるのではない
かと考えているわけです。
前田： ありがとうございます。上野先生、このご説明につ
いて先生ご自身はどういう風にお考えでしょうか。
上野： そうですね。どちらかと言うとそこまで研究の必要

第３回 ドイツ法における職務創作
と著作権契約法
第一部 職務発明と職務著作
―第三の制度との遭遇
講演者：Christoph Ann（ミュンヘン工科大学教授）
コメンテーター：中山 一郎（國學院大學教授）
安藤 和宏（早稲田大学 IIIPS-Forum 客員上級研究員）
司会：竹中 俊子（ワシントン大学教授）

Ⅰ はじめに
Ⅱ 講演「従業者発明とドイツ著作権法―第三の制度
との遭遇？」（Christoph Ann）
１．ドイツ従業者発明法の経緯
２．学説の根拠としての発明者人格権
（Erfinderpersönlichkeitsrecht）
３．著作者の人格権（Urheberpersönlichkeitstrecht）
４．要約及び将来的展望
５．質疑応答

Ⅰ はじめに
高林： 本日は、JASRAC の公開講座の第 3 回目というこ
とで、ドイツから帰って来たばかりの立教大学の上野達
弘先生、それから現在マックス・プランク知的財産研究所
で研究をしておられるワシントン大学の竹中俊子先生の
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性はないということでしょうかね。どちらかというと遺族の
意思を尊重するという、そういうことですね。
前田： わかりました。まだあるのですけれど、主要なテ
ーマについて一通りご議論いただいたかと思います。
ちょうど時間を過ぎてしまいましたので、以上をもちま
してパネルディスカッションを終了したいと思います。ここ
で高林先生からお知らせがありますので、高林先生にマ
イクをお渡ししたいと思います。
高林： お知らせと言うより総合司会がまた出て来たという
ことでございます。本日は私もずっとちゃんと居りました
けれども、第一部で里中先生のお話が、第二部は専門
家のディスカッションで、毎年やっている著作権法学会よ
りずっと楽しい、そのような、あ、上野先生に睨まれました
けれども、このような非常に中身の濃い講座が続いてい
ます。このようなものを早稲田大学でやることができて大
変嬉しく思っております。きょう参加していただきました第
一部、第二部の先生方に盛大な拍手をお願いします。
（拍手）

お二人に司会、コーディネーター役になっていただきま
す。ドイツで研究しておられるお二人ですから、ドイツの
関心事ということでドイツからお二人の先生ヤン・ノルデ
マン先生とクリストファ・アン先生に来ていただきまして、
これからシンポジウムを始めてまいります。
本日のテーマは、職務著作、職務発明それから著作
権契約法というテーマでございまして、職務発明に関し
て言うと、技術移転というところに関係してくるテーマでも
ありますので、東京医科歯科大学の産学連携推進本部
にも共催をしていただいております。ということで、早稲
田大学法務研究科が主催し、グローバル COE と東京医
科歯科大学共催でこのシンポジウムを実施して参りたい
と思います。
シンポジウムの中身については、竹中先生、上野先生
にお話していただくことですけれども、我が国の職務発
明制度というものは、ドイツの従業者発明法を用いて、そ
れと似たような制度を作ってきたんだと皆思っております
し、私達も思っておるところですが、実は、ドイツの方々
から見ると、日本の制度はドイツの制度はかなり違う制度
だと認識されておられるようです。私も以前ドイツに行っ
て多くの方からお話を伺った際にそのような印象を持
ちましたが、本日はそのようなお話も聞かせて頂ければ
と考えております。
職務発明だけでなく職務著作についても日本は、法
人著作を認めており、そこが特殊であると言われていま
す。一元論を採用しているドイツにおいては、職務著作
とそれからそうではない著作物、一般の著作物について
もこれをライセンスで利用していくということで、契約法と
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いうものが大変重要になっています。本日は、コメンテー
ターとして、著作権契約にお詳しい弁護士の松田政行先
生にも来ていただいておりますし、アメリカ著作権法に詳
しい安藤和宏先生にも来ていただいておりますし、また
知的財産戦略本部などにも属していた経験があり、現
在は大学で教鞭を取っておられる中山一郎先生にも加
わって頂くというように、大変盛り沢山な方々に来て
いただき、職務発明、職務著作、著作権契約法という問
題を巡って、これから長丁場ではありますけれども、実り
のある時を過ごすことができればと思います。
私の最初の話はこれぐらいにいたしまして、第一部の
司会をしていただきます竹中俊子ワシントン大学教授に
司会を委ねたいと思います。よろしくお願いします。
竹中： ただ今ご紹介にあずかりましたワシントン大学の
竹中です。
今年の 9 月30 日まで早稲田大学の法科大学院の客員
教授の方もしておりましたけれども、来年からはワシント
ン大学の方にフルタイムで戻るということになりました。早
稲田で教えられなくなるのは残念なんですが、今後も、
毎年、こういう共同プログラムを通して、私が所長をして
おりますワシントン大学の CASRIP という研究所との一緒
の共同開催のような形で、早稲田RCLIP との協力関係は
続けていきたいという風に思います。
私は、アメリカの大学の先生ですので、アメリカのこと
を研究したり教えることが仕事ではありますけれども、研
究は日本法との比較法を中心に行っております。日本と
の比較ということではやはりドイツ法との比較ということが
重要になってきております。
アメリカの大学には、7 年間に一度、1 年のお休みをも
らうサバティカル（Sabbatical）という制度がございます。私
は、そのときには必ずドイツに行ってドイツ法を勉強する
ようにしております。幸いにも今年は私のサバティカルと
いうことで、今日はミュンヘンから日本に一週間戻ってま
いりました。
ミュンヘンから非常に高名な先生をこのセミナーに招
聘できたということ、これは比較法、また実務面にも非常
にお詳しく、アメリカの制度にも興味を持っていらっしゃ
るミュンヘン工科大学のクリストファ・アン先生とお友達に
なれたからですが、私としては、今回のサバティカルの
一番の成果だったかなと思っております。
アン先生は、大学の頃からずっと日本に興味があった
ということで、今回、日本にお連れすることができて、さら
に日本が好きになっていただけたかなと思います。これ
が初めての来日ということですが、これを最後とせずに、
これを初めの一歩として、何度も何度も日独米で交流を
続けていけたらというふうに思っております。
今日は、特に企業の方々も興味のある職務発明制度
についてお話しいただきますけれども、私も色々と先生
の講演を聞いて、非常に歴史的な観点から、今のアメリ
カの制度、日本の制度というのを見直す良い機会となる

と思います。
また、先生が、他の著作権ですとか意匠権などとの関
係で、特許に関わる発明が特別な保護を受けているの
はどうしてだろう、という非常に大きな疑問も呈していらっ
しゃいます。この機会に、会場の皆さまも含めて、そうい
う疑問に対して色々討論していけたらと考えております。
それでは、アン先生、よろしくお願いします。
Ⅱ 講演「従業者発明とドイツ著作権法－第三の制度
との遭遇？」（Christoph Ann）
アン： 竹中先生、丁寧なご紹介をいただいて、どうもあ
りがとうございました。私の日本語の理解は、「ありがとう」
程度の言葉に限られておりますので、通訳を通じてこれ
までのお話を理解しております。 皆様、大雨にもめげず
にこのシンポジウムにご来場くださり、大変ありがとうござ
います。
１．ドイツ従業者発明法の経緯
(1) はじめに
アン： 本日のプレゼンテーションのタイトルは、「従業者
発明とドイツ著作権法－第三の制度との遭遇」とさせてい
ただきました。このプレゼンテーションは、ドイツの労働
法と知的財産法との関係について述べるものです。ドイ
ツ法を取り上げますのは、私の同僚であり、ベルリンで最
も名声の高いフンボルト大学のノルデマン先生と私がド
イツ人の学者であるからというよりは、双方の分野におけ
るドイツ法及びドイツ法学の卓越性にあります。ドイツに
は、労働法及び知財法の両方の分野において長い伝統
があります。それゆえに、ドイツが「従業員である発明者
による特許性のある発明が誰に帰属するべきか：従業員
である発明者か、またはその従業員の雇用主か？」とい
う問題が固有の成文法、ドイツ従業者発明法という法律
で規定されている、世界でも数少ない国であることは、特
に驚くべきことではありません。
特許の世界、さらに言えばドイツ従業者発明法の戦後
バージョンが発効した 1957 年時点の知財の世界におい
ては、このような詳細な規定は、前例がありませんでした。
今日においても、国内法で従業者発明の帰属の問題に
ついて規定する国は、多くありません。
日本は、長きに亘って、数少ない例外の一つでありま
した。それは、2005 年1 月の東京高裁における中村氏対
日亜化学の件、いわゆる青色発光ダイオード事件、の和
解や、1990 年代から日本の裁判所が下していた判決に
始まる話ではありません。1
むしろ、日本において現在も存在する旧特許法、35 条
1

Petersen-Padberg/Kusmann の「Neue Entwicklungen bei der Vergütung von
Arbeitnehmererfindungen in Japan – Zur Entscheidung “Blaue Diode” des
BezG Tokyo und der Neufassung von §35 Abs. 4 und 5 PatG, GRUR Int 2005,
370」参照
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の発効当時のバージョンが発効した日から、現在に至る
までの長きに亘って、日本は例外的存在であったわけで
す。今、少し口籠ってしまったのには理由があります。私
たちは、現行特許法35 条というのは、1921 年に、1921 年
施行の旧特許法の一部として施行されたものだと考えて
いたのですが、大阪で、法律の制定過程に携わってい
たという、御年 93 歳になられる松居祥二先生から、現行
特許法は、1959 年に現在の形になったと教えていただき
ました。いずれにしても、日本は、従業員発明者による発
明について言及し、従業員発明者による特許性のある発
明について、使用者による独占を認める対価として、相
当の額の対価を従業員発明者が得ることを認めている、
世界では数少ない国なのです。
日本において、従業員発明者であって、使用者にそ
の使用を認めた者に対し、使用者による相当の対価の支
払いが義務づけられている概念的背景は、素朴なもので
あるとともに、20 世紀の日本文化と企業倫理を反映した
好例であるとも言えます。使用者は、自由に彼らの従業
者がした発明を使用できる一方で、従業者に対し、従業
者が使用者に対して発明の排他的使用を認めたことで
使用者が現実に得ることができた独占の利益について
のみ、対価を支払う義務を負うことになります。結果的に、
日本の使用者は、20年ほど前までは、彼らが従業者に対
して給料以外の金銭を支払わなければならない立場に
置かれることはほとんどありませんでした。それどころか、
日本の給与体系が年功序列であり、その基準の透明性
が高かったことが、安定した労使関係を維持し、職場内
の調和を促進することに一役買っていました。
(2) 第一次世界大戦前の論争
アン： 他方、ドイツにおける従業者発明の取扱いは、常
に異なってまいりました。1870 年には既に、従業者発明
の帰属の問題を解決する考え方として二つの対立する
学説が登場していました。いわゆる「労働法理論」2という
考え方は、全ての従業者の労働成果物は、それぞれの
使用者に帰属するものであり、従って従業者発明も発明
者の使用者に帰属すべきであるというものです。「特許法
理論」3は、反対の立場を採っていました。この理論は、発
明者による発明に対する発明者人格権の存在を指摘す
るものです。従って、使用者が従業者発明を獲得し、使
用する権利は、発明者人格権が始まるところに終焉する
ということになります。その結果、使用者は従業者が行っ
たあらゆる発明について交渉し、その従業者の発明の全
てについて追加報酬を支払う必要があることになります。
様々な面において、この論争は、非常にドイツ的であ
りました。それは、単に多くのドイツの弁護士達が法学や
法理論に親しむ傾向を示す例であるというのみならず、

より実利的な英米法的アプローチと大きく異なることを示
す例でもありました。ここで、この論争は、公務員による
発明も含むものになり、従って「civil servantship」というプ
ロイセンの概念に支配されることになりました。今日まで、
この概念は、通常の従業者と公務員との取扱いに、大き
な概念上の差異を生じる結果となっています。従業者は、
その労働について対価を得るものですが、他方で公務
員は、国家またはプロイセン時代においては君主に対
する奉仕について、その地位と身分に相応しい生活様
式に必要な収入が支給されていました。
少なくとも使用者が、契約した労働の範囲を超える成
果について使用者が対価の支払いをしていないという議
論を し 得る 通常の 労働法の 文脈を 超え て 、 「 civil
servantship」の概念は、公務員による発明を国家が主君と
して専有することを許しています。その根拠は、公務員
は、提供した奉仕行為について対価の支払いを受けるも
のではなく、包括的servantshipの約束について対価の支
払いを受けるものだからです。なお、包括的 servantship
によって、今日まで、私のようなドイツの公務員は、例え
ばストライキを行うことが許されていません。
いわゆる「労働法理論」に従って、ドイツ帝国特許庁は、
1879 年に、少なくとも従業者がその業務の一環として行
ったいわゆる企業発明（Establissementerfindungen）につ
いては、従業者の通常の給与に上乗せされた対価なし
に使用者に帰属するべきであるとの決定をしました。4 こ
の決定は、1876 年施行のドイツ意匠法の第 2 条第 2 項
（現行意匠法の第 7 条第 2 項）、後で言及しますが、その
条項に従ったものでしたが、Court of King’s Bench にお
ける Bloxam 対 Elsee 事件（1825 年）及び Minter 対 Wells
事件（1834 年）5で確立された英国の trusteeship の概念の
みならず、フランスの Tribunal Civil de Paris が 1878 年に
下した判決やドイツで公表されている多くのフランスの裁
判所の判決にも合致しています。6日本の多くの民事系
弁護士に知られているとおり、フランス民法典は、概ね
1810 年から 1900 年までの間、ほぼ一世紀にわたって、ド
イツの広い地域に亘って、効力を有していました。ドイツ
のライヒ裁判所では、前述しましたいわゆる企業発明と、
従業者が契約上の義務の外で行ったいわゆる自由発明
を徐々に区別するようになっていきました。
この司法行政によって生み出された学説上の問題は
大きなものでありました。ライヒ裁判所が判決したように、
仮に使用者が原始的かつ直接的に、すなわち従業者側
からの権利譲渡の必要なくして企業発明を取得するとし
た場合、どのようにすれば当時発現しつつあった発明者
人格権の概念と調和させることができるでしょうか。結局
のところ、発明者人格権とは、発明者が発明を完成させ
ることによって、発明者がその発明について特許を取得

2

4

3

S.Nw bei Bartenbach/Volz, Geschichtliche Entwicklung und Grundlagen des
Arbeitnehmererfindungsrechts – 25 Jahre ArbEG, GRUR 1982, 693.

同上
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し、またはその発明を公知のものとし、自分の成果物とし
て権利を主張し、自分の個人的な所有物として活用する
ことができるという、元来からある発明者の権利を獲得す
ることを意味していたものでした。
(3) 労働協約を通じての調整
アン： 1900年頃、この議論は新しい様相を呈し、政治問
題化してきました。主に技術系の従業者と公務員による
団体で、機能上は現在の労働組合に相当するけれども、
従業者（employees）のためのものであって労働者（workers）
のためのものではないもの、たとえば、ドイツ工業所有権
保護協会（ Deutscher Verein für den Schutz des geverblishen
Eignetum）、ドイツ技術者協会（Deutscher Technikerverband）、
工 業 技 術 公 務 員 連 盟 （ Bund der technisch-industrielle
Beamten）が、それぞれの構成員の発明者権の認知の改
善を要求しました。従業員である発明者の発明者として
の地位及び発明者の名誉（Erfinderehre）を認めること、出
願書類にその氏名を表示することを求めるという比較的
穏健な要求に始まりましたので、工業技術公務員連盟は
すぐに検討を進め、1905 年にそれ以後のドイツにおける
議論を支配することになる六つの指針を発行することに
なりました。
これらの指針は次のとおりで、その多くは、よくご存知
のものだと思います。
1. 従業員である発明者の発明者としての氏名表示権
2. 企業発明に対する使用者の権利の制限
3. 使用者は従業者の企業発明に対して一カ月以内に権
利請求する義務を有し、さもなくば発明は自由なものに
なること
4. 権利請求の場合、使用者は、その従業者の独占的ラ
イセンシーとなり、自己の費用によって特許による保護
を取得し、維持する法律上の義務を負うこと
5. 自己の従業者である発明者に対して、使用者が相当
の報酬を支払う義務
6. 法令の適用を制限する合意はすべて無効であること
それでも、例えばドイツ帝国特許庁の構成員であった
Werner von Siemens のような多くの実業家及び実業家の
団体がこれらの指針を拒否しました。彼らは、発明行為
は通常の業務であり、発明を行うという契約上の義務を
負った者は、その履行に成功した場合に更なる評価およ
び報酬の上乗せを真剣に請求することはできないことを
指摘しました。従業者団体と実業家団体の間におけるこ
の論争を前提とすれば、同じく 1905 年にこの争点がドイ
ツ帝国議会である Reichstag に達したのは当然のことでし
た。ここでは、激しい議論が交わされました。重要ないく
つかの政党、主なものとしてカソリック政党であるZentrum、
自由主義保守政党である Nationalliberale Patei、自由主
義政党である Freisinnigen Vereining は、従業者団体を支
持しました。1909 年 4 月に、Reichstag は、公式に、ドイツ
帝国の首相に対し、1891 年のドイツ特許法の予定されて

いた改正において、技術系従業者及び労働者の発明の
よりよい保護を目的とした条項を組み入れることを要請し
ました。1906 年及び 1908 年の第 28 回及び第 29 回のド
イツ法律家フォーラム（Deutscher Juristentag）、並びに
1909 年の Stettin におけるドイツ工業所有権保護協会の
会議において、公式にこの立場が採択されました。
その結果として、帝国政府は、1913 年夏、1906 年から
作業を行ってきた特許法の予備草案を提示するに至りま
した。この草案は、出願者主義を発明者主義に置き換え、
発明者人格権を認め、従業員である発明者を満足させる
ことを試みることによって、従業者団体と実業家団体の相
反する立場を和解的に調整することを試みたものであり
ました。同時に、この草案は、いわゆる企業発明への使
用者の関与を規定し、企業発明の発明者の使用者を満
足させることを試みてもいました。換言すれば、新法は、
一方では発明者をその発明の創作者であることを全面的
に認め、他方では従業者が企業内においてその業務の
一部として行った発明に対する使用者の関与を可能に
するものでありました。ドイツ産業界は不同意のままであ
りましたが、この草案は大きな前進でありました。この草
案は、発明者人格権を認めることを助け、(1)企業発明
（ Betriebserfindungen ）、(2)義務的発明（ Diensterfindungen ）、
(3)自由発明（Freie Erfindungen）の区別を確立するものであ
りました。残念ながら、第一次世界大戦が 1914 年に勃発
したため、この 1913 年の草案は発効することはありませ
んでした。
戦後、従業者団体及び実業家団体は、この問題を解
決する必要性を痛感するに至り、いくつかの重要な業界
において、帝国労働省が広く一般に適用可能である
（allgemeinverbindlich）と宣言した労働協約の中でこの問
題を解決することになりました。それらの協約の中で最も
よく知られているのが、1920 年 1 月 27 日のドイツ帝国化

学産業の高等教育を受けた従業者のための労働協約
（ Reich’s Collective Agreement for the Chemical Industry’s
Academically Educated Employees）です。その規定はとても影
響力の強いものであったため、今日でも、この協約以後
のこの論点に関する全てのドイツの法令の起源であると
して言及されているほどです。
1923 年の一般労働協約法（Allgemeines Arbeitsvertragsgesetz）
の草案は、1920 年の協約の最初の部分に倣っています。
この草案は、従業者に対する対価に関しては、1913 年の
特許法の草案と比較すると、やや制限の強いものであり
ました。なぜなら、この労働協約法の草案は、人格権が
強くなく、いずれにしても成果は使用者に帰属するという
世界に属する労働法の一部であったからです。使用者
は、引用しますと「発明に起因する使用者の利益がその
従業者である発明者の対価に対して著しく不均衡である
場合」に限って、対価を支払う義務を負うことになってい
ました。
化学産業界の労働協約が影響を及ぼした二つめの法
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律は、1936 年のドイツ特許法でありました。その第3 条に
おいて、ついに出願者主義が発明者主義に置き換わる
ことになり、発明者人格権を認め、特許出願及び特許自
体に発明者の氏名を表示することも実施することになりま
した。ただ、従業者による発明については、1935-36 年に
おいてナチに支配されていた政府当局がこの論点を計
画していた労働協約法（Tarifvertragsgesetz）の独立の条
項である「従属者の発明」で規定することを希望していた
ため、従業者による発明については言及されていません
でした。しかし、この団体協約法は、ナチ党の組織、政府
機関、軍部があまりにも多くの論点について不同意であ
ったため、発効するに至りませんでした。政府以外に雇
用されている従業者に向けたそれぞれの法令について
も同様でありました。国防軍の最高司令部によって阻止
されました。
(4) 広く受け入れられている法令
アン： 1942 年、ナチスドイツがより高度な軍事技術を必
要としたために、この政治的構造は変更されることになり
ました。1942年の法令では、ドイツ帝国武器弾薬省に「従
属者発明の取扱いに関する施行令」を制定し、施行する
権限を付与し、労働法と特許法との間で古くから続く論争
を終了させることになりました。
この 1943 年の施行令（Durchführungs VO）は、現在の
ドイツ従業者発明法（非ナチ化されているものです、念
のため）の前身となり、先行する長きにわたる議論とは異
なった新しいものとすることがこの法令の目的でありまし
た。スターリングラードの戦闘における敗戦の直後に、従
業者発明法は、ナチスドイツが最終的に戦局を好転させ
ることを可能にする新しい驚異的な武器を軍隊に供給す
るため、 労働者が発明をする潜在的能力を自由にする
という新しい目的を持つに至りました。
この目的のため、使用者と従業者の利益は、その概念
的な原則において今でも広く正当かつ公平なものとして
認められているような形に調整されました。従業者が発
明者となり、発明者として認められ、従って特許法が尊重
されることになり、使用者は、労働法を尊重する代わりに
すべての従業者の発明について通知を受け、使用者が
いずれにせよ所有していた企業発明のみならず、職務
上の義務に基づく発明についても独占的アクセスを認め
られることになりました。権利請求した発明については、
その発明が職務に関連したものである場合には、使用者
は従業者に対して対価を支払うことが必要でした。現在
のドイツ特許商標局における仲裁部と比肩し得るほどに、
紛争解決のメカニズムまでもが整備されていました。もち
ろん、予想通りドイツは戦争に敗れ、多数の企業が旧法
を実施し続けていたと伝えられてはいるものの、ドイツ従
業者発明法が終了するまでに 10 年以上かかりました。
1957 年に、新しいドイツ従業者発明法が制定されまし
た。これは 1943 年の施行令の非ナチ化版より幾分優れ
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たものでありました。全てのナチ的要素が取り除かれて
おり、そのコンセプトは従業者及び使用者のほとんどを
満足させることができるように特許法と労働法がバランス
よく調整したものであると引き続き考えられていたので、
広範囲に亘って高く評価されていました。
ここまでで、なぜ従業者発明の法的な歴史に長時間を
費やしているのだろうかという疑問を持たれた方もいらっ
しゃるかも知れません。たしかに、ドイツの従業者発明法
の歴史から学べる教訓は少ないでしょうし、それは著作
権法に関しても同様でしょう。
第一に、良い法律が出現するためには長い時間がか
かります。意見の対立する論点は、すべての関係者が十
分に意見を聴取され、どのような法律になるかを検討し、
交渉し、議論する十分な時間を持ったと感じた場合に、
持続的な規制が可能になります。従業者発明法の場合
には、議論の開始から最初の制定法が施行されるまでに
70 年以上が経過しています。二つの世界大戦を考慮に
入れ、一部を差し引く必要があるとしても、長きに亘る期
間ですし、多分に議論の余地があります。
第二に、永続性のある良い法律は、公平であることが
必要です。従業者発明法の場合には、使用者は、従業
者が職務上の義務の遂行として発明したものについては
権利を主張することができますが、使用者は特許を取得
し、対価を支払う必要があります。換言すれば、従業者は、
職務上の義務として発明したものを使用者に引き渡す必
要がありますが、それと引き換えに、発明者人格権と相
当の対価（angemessene Vergütung）を受け取ることになりま
す。私見ですが、対価の支払い義務についての紛争の
可能性や、管理費用の問題、職務上の義務としてなした
発明の範囲や相当の対価の定義についての学説上の
問題もありますが、これは永続性のあるコンセプトである
と考えます。
２．学説の根拠としての発明者人格権
（Erfinderpersönlichkeitsrecht）
(1) 発明者人格権の固有の制限
アン： 既に申し上げましたとおり、従業者の業務から生
じる職務上の義務に基づく発明についての使用者の権
利を制限する学説の根拠となっているものは、発明者人
格権であります。換言すれば、業務上の成果物であるに
しても使用者はその従業者の職務発明（Diensterfindungen）
を所有するものではなく、権利を主張することしかできず、
その結果、使用者もその発明を特許または実用新案とし
て保護する必要があり、また発明者として従業者の氏名
を表示し、通知し、相当の対価を支払う必要があります。
もちろん、発明者人格権は、発明に関してのみ存在す
ることができるものです。したがって、ドイツの従業者発
明法の第 2 条では、同法が、特許または実用新案による
保護の適格性を有している発明のみを対象とすることを
規定しています。そのような適格性を欠く技術改良は、技
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術改良提案と呼ばれています。技術改良提案は、工業
所有権に匹敵する特権を使用者に与えるものである場
合（いわゆる適格技術改良提案）に限って、それに関連
する従業者の権利を発生させるものです。
多くのドイツの会社や日本の会社がするような通常の
技術改良提案は、従業者発明法（第20 条第2 項）の対象
にはなりませんが、労働協約（Tarifverträge）または就業規
則（Betriebsvereinbarungen）で規制することが必要です。
従業者発明法が特許性のある従業者発明と特許また
は実用新案で保護されない技術革新とを区別しているの
で、発明者人格権は、従業者が 業務上の成果物に対し
て有する権利についての従業者発明法に本来的に備わ
っている制限と見ることができます。ドイツ知的財産権法
の他の分野と比較して、ドイツ特許法の下での発明者人
格権は相対的に弱いものであるため、この結論は興味深
いものです。
(2) ドイツ特許法における発明者人格権の重要性の
限定
アン： ドイツ特許法の下において最も強い発明者人格
権は、発明者主義です。この原則は、1936 年以来施行さ
れているもので、最初に発明した者に特許を請求する権
利が付与されることを意味します。欧州及び日本の特許
手続における「先願」主義の原則は、発明者主義を変更
するものではなく、最初に出願した者が最初に発明した
か否かを精査する必要から特許庁を解放するために存
在しているものです。発明者主義より遥かに弱いのが、
氏名表示権（Erfindernennung、63 年特許法第 37 条）です。
これには不正確に表示された氏名を訂正させる権利また
は省略された氏名を遡及して訂正させる権利が含まれて
います。
(3) インセンティブとしての側面－ドイツ産業界の
見解（費用負担の意欲）
アン： ドイツの従業者発明法の比較的新しい側面は、イ
ンセンティブとしての側面です。ドイツ特許商標局に対
する約 70,000 件の特許出願に占める従業者発明の比率
は、1940 年代には 60％でしたが、2010 年にはほぼ 90％
に近づいているという調査結果に基づけば7、労働人口
の中に潜在的に存在する創造的な構成員に対してイン
センティブを提供することは、従業者発明法の他の重要
な側面になってきているといえます。
当初の、従業者の利益と使用者の利益の完全なる二
極対立の状態と比較すると、これは単に新しいコンセプト
であるのみならず、従業者発明法を技術革新政策の一
部にすることによって発明者人格権の重要性を弱体化さ
せるものでもあります。
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Official materials of the Statute for the Facilitation and Modernisation of Patent
Law, BR-Dr. 757/08, p23

３．著作者の人格権（Urheberpersönlichkeitsrecht）
(1) 著作物に対する人格権の範囲と（技術的）発明
との相違点
アン： ここで、著作権保持者の人格権及び著作権法に
まつわる一般的なお話をさせてください。ドイツ著作権法
においては、著作者人格権には多くのものがあります。
ここで、最も重要なものを簡単に要約しますと、次のよう
なものがあります。
● 公表権（ドイツ著作権法第 12 条第 1 項）
● 未公開の著作物の内容についての伝達権（ドイツ著作
権法第 12 条第 2 項）
● 著作者として認知される権利（ドイツ著作権法第 13 条
の第 1 文）
● 著作者としての氏名表示権（ドイツ著作権法第 13 条第
2 文）
● 著作権のある著作物についての同一性保持権（ドイツ
著作権法第 14 条（歪曲）及び第 39 条（改変））
● アクセス権（ドイツ著作権法第 25 条第 1 項）
● 不使用または意見の変更に起因する回収権（ドイツ著
作権法第 41 条及び第 42 条）
発明者人格権と異なり、著作者人格権は、著作物と著
作者人格権を保有するものとの間の関係に囚われずに、
著作者人格権を保有する者に自分の著作物をコントロー
ルすることを許すものです。わかりやすい例の一つとし
ては、意見の変更に起因して回収する権利があります。
これは、それによって発生した対価の支払い義務にかか
わらず、権利の使用を認められた者の権利を制限するも
のです。
意匠の保護についても状況は同様です。ドイツ著作権
の条項の一部に関連して、意匠創作者は、意匠創作者
氏名表示権（Designerbenennung）、公表権、改変または歪
曲に対する意匠の同一性保持の権利を有しています。
今日における状況の下において、著作権者及び意匠
創作者の人格権が発明者人格権を超えているという結論
は、これをどのように従業者発明または従業者の創作に
ついての著作権に関する法律に反映させるかという問題
を引き起こします。結局のところ、従業者発明法において、
発明者人格権は、使用者がその従業者の労働の成果を
全て所有するという原則から乖離する原因になっていま
す。
(2) ドイツ法の下における従業員著作者および従業
員意匠創作者の待遇
アン： 従業者発明及び著作者人格権を述べた後なの
で、従業員著作者及び従業員意匠創作者を巡る状況に
ついて論じるに相応しいタイミングではないでしょうか。
ドイツ著作権法は、従業員である著作者の権利を著作
権法第 43 条、第 32 条、第 32a 条、第 69b 条で規制して
います。ドイツ従業者発明法の場合と異なり、ドイツ連邦
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最高裁判所8は、両当事者が上記著作権法による従業者
著作規制と異なる契約上の合意を行った場合を除き（ドイ
ツ著作権法第32条第4項および第36条第1項第3文）、
これらの条項を、基本的に、使用者がその従業者の著作
物を所有することはないものの、それらの著作物を自己
の事業目的のために使用することができるものとして解
釈してきています。著作物の使用についての相当の報
酬（angemessene Vergütung）の支払いが必要になるのは、従
業者の著作物が職務上の義務によらない場合または職
務に関連した経験に基づくものでない場合、若しくは使
用者が職務関連著作物の拡張使用（erweiterte Nutzung）を
行った場合に限っています。9
換言すれば、職務務関連著作物も含めた自己の著作
物の全てを従業者が所有するとしても、その使用者は職
務上の義務または経験に基づいた著作物を自己の事業
の目的のために使用することができることになります。そ
して、拡張使用に対するものを除いては、従業者に対し
て追加の報酬を支払う必要はありません。これは、基本
的には、従業員著作者が著作権を所有しているにもかか
わらず、その経済的利益はその使用者のものになること
を意味しています。ドイツ著作権法第 32 条に従った相当
の対価（angemessene Vergütung）は、職務に関係のない著
作物の使用及び職務に関連する著作物の拡張使用を行
った場合に限り、使用者が支払うことを要します。
相当の対価となる金額を正確に特定することは困難で
す。一般的に、相当であるか否かは、両当事者による処
分ではなく、一般的な慣行に照らして判断されます。ドイ
ツ著作権法第 32 条第 4 項は、労働協約で決定されてい
る対価については、当然に適切なものであると定めてい
ます。合意された対価が使用者の利益に照らして著しく
不均衡（auffälliges Missverhältnis）であることが判明した場合、
例えば、使用者の事業が予想外に成功した場合、ドイツ
著作権法の第32a条は、従業者が、使用者の利益を追加
的に享受する（weitere Beteiligung）権利を付与しています。
従業者発明の場合に比べれば、従業者著作の場合に
得られるものは少ないです。著作者人格権が強いもので
あることから、もっと多くを期待されるかもしれませんが、
それでも間違いなく何かは得られるといえます。
(3) ドイツ著作権法の下での従業者であるコンピュ
ータ・ソフトウェアのプログラマーの待遇
アン： 従業者であるコンピュータ・ソフトウェアのプログ
ラマーについては、そこまで複雑ではありません。なぜ
なら、ドイツ著作権法の第 69b 条が、そのコンピュータ・ソ
フトウェアは、例外なく、使用者に帰属することを規定し
ているからです。つまり合意による対価が使用者の利益
に比較して著しく不均衡であることが判明したか否かに

は関わりがないということになります。換言すれば、従業
者に追加的な利益享受（weitere Beteiligung）の権利を付与
したドイツ著作権法第 32a 条は、従業員であるコンピュー
タ・ソフトウェアのプログラマーが創作したコンピュータ・
ソフトウェアには適用されないことになります。
ただ、一つだけ例外があります。特許性のあるコンピュ
ータ・ソフトウェアにはこの例外が適用されます。この場
合には、従業者発明法が適用され、特許性のあるコンピ
ュータ・ソフトウェアのプログラマーについては、その給
与に加えて、そのソフトウェアの対価を与えることが必要
になります。著作権法の第69g 条が明確に知的財産法の
適用を許しており、従業者発明法が知的財産法の一部で
あるため、ドイツの従業者発明法が適用されることになり
ます。
(4) ドイツ意匠法の下での従業者である意匠創作者
の待遇
アン： 従業員である意匠創作者についても、ドイツ意匠
法の第 7 条第 2 文が、その意匠についての権利はその
使用者に帰属することを規定しています。その理由とし
て、ドイツ最高裁判所の特許部の首席判事であ る
Meyer-Beck 教授は、2004 年の改正による独創性の要件
の軽減を指摘しています。10
しかし、これが真実であるか否かについては、ハッキリ
していません。結局のところ、旧ドイツ意匠法の第 2 条第
2 文は、改正後の第 7 条第 2 文と本質的には同一のこと
を述べているものです。引用すると、「意匠が、国内の工
業施設の所有者の計算において歩合により雇用された、
製図技師、画家、彫刻家等により創作された場合、これと
異なる合意がなされていない限り、工業施設の所有者は、
その意匠の創作者とみなされる。」というものです。これ
は、特異性（Eigentümlichkeit）という従来の要件が、独自性
（Eigenart）という Meyer-Beck 教授が指摘した新しい要件
に引き下げられる以前のものでありました。
(5) 従業員である発明者の利益が、従業者である著
作者、ソフトウェア・プログラマー、あるいは意匠
創作者よりも大きいのはなぜか？
アン： ここまでで見てきましたとおり、ドイツ特許法の
下における従業者の権利は、著作権の領域における著
作者人格権の伝統的な強さにもかかわらず、著作権及
び意匠権の法律における従業者の権利よりもかなり強い
ものになっています。何故そのようになったのかというこ
とが、私が長年に亘って抱いている疑問であり、本日の
テーマとして取り上げることを提案した理由です。
私の良き友であるスタンフォード大学ロースクールの
Paul Goldstein 氏に、なぜ、個人主義的傾向が特に強い

8

BGH, GRUR 2001, 155, 157 - Wetterführungspläne I, GRUR 2002, 149, 152
- Wetterführungspläne II.
9
Baumbach/Volz, Schuldrechtsreform und Arbeitnehmererfingungsrecht, FS
Tilmann, 2003, S. 445.

234

„Abwasserbehandlun‟ und „Monopolprinzip‟ – ein Beitrag zum Recht an
der Erfindung, FS Reimann, 2009, 305, 321.

10

第３回 ドイツ法における職務創作と著作権契約法

社会である米国において、著作者が強い人格権を持っ
ていないのかと尋ねた時、彼は古典的な回答を寄越しま
した。「その理由は、三つの言葉だよ」、「映画界（Motion
-Picture Industry）」と答えたのです。実際に、ハリウッドのス
タジオは、ヨーロッパ大陸の著作権法における強力な人
格権のない、非常に気楽な時期を過ごしてきたので、そ
の経済的利益を確保するために、彼らは早い時期から著
作権法の保護範囲を縮減するためのロビー活動を行っ
てきたのでした。
従業員著作者の権利は、同一の理由付けに従ったよう
に見受けられます。なぜ、従業員著作者の権利はこうも
弱いものになっているのでしょうか、むしろ私たちは、「従
業員発明者の権利がドイツにおいて何故そんなにも強
いのであろうか」と問うことができるでしょう。この質問に対
する答えは、「戦争」のように思われます。新しい「特に有
効な武器」（Wunderwaffen）の開発の促進のため、ナチスド
イツ政府は、1943 年に、従業員発明者団体が長年に亘
って求め続けてきた権利、すなわち使用者が請求した発
明についての従業員発明者の所有権、発明者としての
認定及び追加の報酬の権利をついに認めることになる
ほど、一生懸命になっていたのです。
４．要約および将来的展望
アン： 従って、これは本日のお話の要約ですが、ドイツ
においては、知的財産権を生み出す従業者に対する法
律上の取扱いが一貫していないということができます。従
業員発明者には、その発明の所有権及び発明者として
認定されることが認められ、また、追加の報酬も認められ
ていますが、使用者はその発明の使用を要求するべき
でしょうか？他方、従業員であるコンピューター・プログラ
マー及び意匠創作者がその成果物に対して有する権利
は、従業員発明者の場合と比べてごく僅かです。その他
の従業員である創作者の立場は、これらの両極端の間に
置かれています。
これらの異なる取扱いの理由は、一部は歴史的なもの
であり、一部はロビー活動が成功した成果です。
そうであるとしましても、一貫しない取扱いは除かれる
べきですし、望ましくは、従業員であるコンピューター・プ
ログラマー並びに意匠創作者を含めて、アメリカ的な技
術重視の文脈ではな く 、ヨーロ ッ パの職務創作物
（work-for-hire）のルールの発展によって除かれるべきで
す。国内レベルでの代替策は、労働協約または労働契
約になるでしょう。権利が何を意味しているかに関わりな
く、現状は不適切であり、対応が必要です。
ご静聴に感謝いたします。（拍手）
５．質疑応答
竹中： アン先生ありがとうございました。
これからコメントに入っていきたいと思います。それで
は最初に、私からアメリカ法の観点からコメントさせてい

ただきます。まず最初にご紹介したいのは、2011 年の最
高裁の判決で、Stanford v. Roche です。アン先生の方か
らご紹介がありましたように、ドイツでも労働法の原則と特
許法の原則の間でコンフリクトがあると、矛盾があると、ご
紹介しました。その矛盾を解くために職務発明法が出来
た、というお話がございました。
アメリカもやはり同じような特許法と労働法の間の矛盾
がございました。この矛盾は早い時期から最高裁の判例
によって解決されていました。Stanford 判決でこの矛盾
する原則の関係が争点とされましたので、ここでちょっと
ご紹介したいと思います。
アメリカにおいても労働法の観点からは労働の成果は
使用者に帰属します。この原則は、発明は発明者に帰属
するという特許法の原則とは異なります。特許法の下で
は、単に雇用関係だけで特許を受ける権利が使用者に
帰属というルールは常に否定されてきました。従って、明
示の特許を受ける権利の承継契約がない限りは、権利は
従業者に帰属し、使用者に承継されることはないというこ
とが再び最近の Stanford 判決で確認されたわけでありま
す。
そして、アメリカの場合は、先ほどアン先生からもお話
がありましたけれども、アングロアメリカンという考え方で
ございますけれども、契約の自由の原則に基づいて、職
務発明の帰属も規制されているということです。現在のと
ころ、連邦法という形でアメリカ全体にわたって職務発明
の帰属を規制する法律はございません。
実は 1960 年代後半ぐらいから、今アン先生からご紹介
があったドイツ発明法の翻訳バージョンのようなものが法
案として米国議会に何度も提出されました。しかしながら、
常に産業界の反対に遭いまして、議会を通過して法律と
して成立することはありませんでした。
ただし、例外があります。連邦政府の資金を使って研
究をした場合の成果である発明の帰属につきましては、
現在の特許法の中のバイドール規定が適用されることに
なっております。非常に面白いことには、私もアン先生に
触発されましてアメリカの職務発明に関する歴史を調べ
てみたら、このバイドール法を法案として審議していると
きに、ちょうどこのドイツ職務発明法に対応する法案につ
いても検討していたことがわかりました。
連邦政府の資金により完成させた発明の帰属につきま
しては、バイドール法という形で法案が通過いたしました
けれども、民間も含めた職務発明の帰属を規制する連邦
法の方は廃案となって、決して法律となることがなかった
ということです。そのために、バイドール法の対象の発明
以外については契約自由の原則の適用が維持され、黙
示的または明示的な権利の承継契約がない限りは、特
許を受ける権利は使用者に帰属しないことになっていま
す。
一方、連邦最高裁の判例に基づき二つの形態の雇用
については、使用者は特許を受ける権利の承継を受け
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るかは通常実施権の許諾を受けるかのいずれかが可能
になります。もしも発明者が特定のプロジェクトをするた
めに、特定の発明をすることを契約の中に盛り込んで雇
用をされたような場合には、個々の発明について譲渡契
約がなくても、発明の特許を受ける権利は使用者に帰属
するということで、「Specially hired to invent」という判例理
論が適用されます。これに対し、一般的に技術者として
発明することを目的に雇用された場合には、日本で言う
ところの職務発明の通常実施権に対応するショップライト
を使用者は取得します。
これに対して、明示的な権利の承継契約がある場合、
この契約は連邦法ではなくて各州の契約法によって規制
されます。従って、州によって承継契約の行使可能な範
囲が異なるということになります。また、州によっては、例
えばワシントン州もそうですけれども、特別法という形で、
職務発明を規制しています。このような特別法では、たと
え使用者と従業者の間で発明完成前の承継契約をして
いたとしても、あまりにも不当に広い範囲の発明につい
て使用者への承継を義務付ける契約は、権利行使不能
であると規定している州もあれば、ネバダ州のように明示
の契約がなくても自動的に使用者に承継されるという規
定しているところもあります。従って、各州でバラバラな取
扱いになっているという状況であります。
今日の講演で非常に面白いなと思いましたのは、ドイ
ツの場合は、歴史的に最初は使用者に帰属していて、発
明者は発明者掲載権というすごく小さい権利だけだった
のに発明者の権利は段々大きくなって、全然アメリカより
大きくなった点です。これに対しアメリカの場合は、特許
制度の最初の頃からずっと発明者帰属、それは公務員
の発明であっても民間企業の職務発明であっても、発明
者帰属という原則は、特許法の創設以来先発明者主義
が採用されているので変わっていないわけであります。
それだけはなくて、最高裁は、政府の技術者がした発
明についても連邦政府に帰属するということを否定する
判例法を発展させてきました。この判例の発展に対応す
るため、民間の方は、発明完成前の明示の予約承継、そ
して公的機関、政府機関については大統領令という形で、
発明の承継を契約で規制するという形になってきたわけ
であります。
非常に興味深かったのは、アン先生が、人格権に注
目すると、発明者主義は、先発明主義と先願主義に共通
する原則であると説明された点です。皆さんもご存知の
ように、アメリカは、特許制度創設以来、先発明者主義を
採ってきました。アメリカは人格権の保護が十分でないと
批判されています。特に著作権においては著作者人格
権の保護が薄いと批判されます。ところが特許では、アメ
リカは発明者人格権を手厚く保護しているのですね。
すなわち、アメリカでは最初の特許法は真の最先の発
明者（true and first inventor）にのみ特許を付与すると規定し
ていました。現在までこのルールを固守してきましたが、
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ついに変革の時がきて、先願主義に移行する改正法が
成立しました。移行の主な理由の一つが最先の発明者を
特定する特許庁の手間を軽減することでした。
アメリカ議会は、完全に日本や欧州のような先願主義
を採用するところまで譲歩できなかったらしく、2013 年 3
月から施行される改正法では、開示の日を発明日と推定
する先開示主義を採用しました。この制度では、出願か
ら 1 年のグレースピリオド期間中、開示という証拠で立証
される最先の発明者に特許を与えるという先願主義の例
外を採用しています。
発明者人格権という点では、ドイツよりも保護が厚いと
いう点が興味深いと申しましたが、2012 年9 月までは、原
則として発明者による出願という実務をずっと採ってきま
した。改正法の施行により、使用者による出願も可能にな
ります。
ドイツとアメリカを比較してみると、発明は普通の労働
の成果とは違うという考え方は共通しています。発明は
進歩性を要するので発明者は通常の技術以上のものを
創作したということで、特許を受ける権利は発明者に帰属
するという考え方です。
発明者に対する発明のインセンティブを与えるために
どのような方策をとっているかというと、アメリカでは、使
用者と発明の対価を交渉する機会を確保するということ
でインセンティブが確保されると考えられています。アメ
リカの企業では、各種の発明者に対する報奨制度が採
用されていて、その業界その技術分野に合わせた報奨
制度の採用が可能です。発明者は使用者の報奨制度に
対して不満であればどんどん変わっていくことができる
わけであります。
アメリカは従業者の流動性を前提に制度が作られてい
るのに対して、ドイツの方は、このような流動性を前提と
せず、弱者と強者という交渉力の違いが前提とされ、弱
者である労働者については保護が必要で、一律に法律
で決められた方法で計算する制度になっているのだと思
います。
最後になりますけれども、果たして今のアメリカの職務
発明制度が現在の研究環境に合っているのかということ
が、今回の先ほどご紹介した Stanford 事件では大きな問
題として顕著になったわけであります。ドイツの制度と違
って、アメリカの制度の場合には制定法の規定の効果に
よって、使用者が特許を受ける権利の帰属を確保する制
度がありません。Stanford 事件では、スタンフォード大学
の研究者が政府の資金を使って発明を完成させたにも
かかわらず、その発明の特許を受ける権利が民間の会
社に帰属してしまうという問題が起こってしまいました。
もちろん、ドイツや日本の従業者の人たちは、もっと流
動性が低いですから、他の企業や大学に派遣されて仕
事をするということは少ないのかもしれません。産学連携
が進んでいく中では、Stanford 事件のように、同じ研究者
が大学で特許を受ける権利の予約承継の契約書にサイ
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ンをして、その後また民間でも予約承継契約のサインを
してしまうような事態が増えてくると思います。このよう事
態を回避するために、大学の技術移転部、企業の法務
部にはデュージェリジェンス上のいろいろな問題が起こ
ってくる可能性があるわけであります。
研究者の流動性が高まってくると、やはりドイツのよう
な法律で使用者に特許を受ける権利を移転させるメカニ
ズムがあったほうが良いのではないかと思っています。
特にアメリカの場合は、バイドール法の適用のある連邦
政府の資金で完成させた発明については、ドイツ法の特
許を受ける権利移転メカニズムを採用した方がいいので
はないかと、私自身は思っております。
例えば博士課程の学生のように、アメリカの大学で働
いている人たちには、従来の「雇用」の概念に該当しな
いような形で働いている人たちもいっぱいます。その人
たちの発明の帰属をどうするのか、ということは今後大き
な問題となってくると思います。
また、アン先生からご指摘がありましたように、同じもの
を発明しても、特許権でも著作権でも意匠でも保護でき
ますというときに、バラバラの職務発明制度があるという
のは、権利管理の上で大きな障害となります。それがま
た、今度は国ごとに制度が違うということなので、これらの
権利を管理する上で、企業に対して非常に大きな負担を
強いていることになります。
そういう意味でも、最良の実務という形で職務知的財産
権制度を調和させていく必要があると思います。それは
ドイツ･アメリカに共通した将来的課題であると思います。
私のコメントは以上です。
では、次のコメンテーターをご紹介いたします。次のコ
メンテーターは、早稲田大学IIIPS-Form客員上級研究員、
そして去年まで北海道大学の特任教授でもいらっしゃい
ました安藤和宏先生に米国著作権法の視点からコメント
していただきます。
安藤： 皆さん、こんにちは。安藤と申します、よろしくお
願いいたします。私からは、竹中先生がおっしゃったよう
に、アメリカ著作権法の視点から若干のコメントをさせて
頂きたいと思います。アン先生のご報告をとても興味深く
拝聴いたしました。特にキーワードとして moral rights、そ
して第二次世界大戦という言葉が出てきたと思いますけ
れども、そういう歴史的な事実は知りませんでしたので、
今日、ここに来てよかったなという風に思います。
竹中先生からアメリカ特許法からの視点に基づくコメン
トが出されましたので、私からはアメリカ著作権法というこ
とでお話ししたいと思います。
竹中先生からは、職務発明の帰属に関しては連邦法
による統一した政策が存在しないというお話がありました。
一方、アメリカの職務著作制度、職務著作物の権利の帰
属については、連邦による統一政策が存在致します。
まず、アメリカの職務著作制度について、若干ここで
お話しさせていただきたいと思います。

アメリカ著作権法では、職務著作の対象を二つに分け
ています。第一に、従業者がその職務の範囲内で作成
する著作物、これは、当事者が署名した書面による別段
の明示の合意がない限り、使用者に著作権が帰属するこ
とになります。第二に、作成者が独立の契約当事者、英
語ではindependent contractorと言いますけれども、この独
立の契約当事者の場合で契約に基づいて作成された著
作物が 101 条に掲げる九つのカテゴリーのいずれかに
属し、職務著作物として扱うことに書面により同意した著
作物です。
この二番目の条文ですけれども、この九つのカテゴリ
ーというのは、具体的には集合著作物の寄与物、映画そ
の他の視聴覚著作物の一部分、翻訳、補足的著作物、
編集著作物、教科書、試験問題、試験の解答資料、そし
て地図帳、この九つが従業員ではない外部の独立したコ
ントラクターであっても職務著作になるという規定がありま
す。この九つのカテゴリーを見ればおわかりのとおり、
1976 年法の改正の際には、映画産業と出版産業がかな
りのロビイングをしたというふうに言われております。
このように、従業者が作成する著作物だけではなく、請
負契約の下で作成される著作物の一部も職務著作物とさ
れることにアメリカの職務著作制度の特色があるという風
に言えると思います。特許法との関係ですが、アメリカで
は 1976 年現行法の立法の際に、映画の脚本家と作曲家
から特許法のショップライトに類似する制度を導入すべき
だという提案が歴史的にはあったそうです。
これを受けて、連邦議会はショップライト制度の著作権
法の導入について審議をしましたけれども、使用者、従
業者双方にとってどれだけのメリットが生じるのかが不明
確であるのであり、様々な法律問題も生じる可能性も高
いとして、最終的に採用を見送ったという経緯があるそう
です。
次に、職務著作物の法的効果ですが、最も重要なもの
として四つあります。第一に、通常の著作物の保護期間
は著作者の死後 70 年までであるのに対して、職務著作
物の保護期間は発行から 95 年または創作から 120 年の
どちらか短い方となります。第二に、アメリカ政府の職員
が創作した職務著作物は、著作権の保護が受けられな
いため、パブリック・ドメインとなります。第三に、職務著作
物には、視覚芸術著作物に与えられるモラル･ライツの保
護が受けることができません。
最後に、一番重要なものとして、職務著作物は終了権
の対象にはならないという点が挙げられます。終了権に
ついては、この後、ノルデマン先生に対するコメントで詳
しくお話しする予定なので、簡潔に言いますと、終了権と
いうのは、著作者が行ったライセンスや権利譲渡等の権
利付与を終了させる権利のことです。一般的には、著作
者は交渉力が弱いため、経済的に不利な条件で契約を
締結することが多いと言われています。
そのため、著作権法は著作者に終了権という権利を与
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えて、権利付与から 35 年を経過すれば権利付与を終了
させることができるようにしました。しかし、実際の著作者
が作成した著作物が、このように職務著作物ということに
なれば、実際の著作者は、終了権自体を持たない、つま
り実際の著作者は、著作者ではない、あくまでも使用者
が著作者である、ということになりますので、終了権を持
たないということになります。
つまり、自分の従業員の、あるいは独立の契約当事者
の作成した著作物の権利を、実際の著作者は取り戻すこ
とができないということになります。アメリカでは使用者や
委託者が従業員や請負人による終了権の行使を恐れて、
必ずと言ってもいいほど職務著作物の成立を主張します
が、これはこの終了権制度の存在がその背景にあると言
われています。
職務著作制度の立法趣旨ですが、アメリカでは次のよ
うに言われています。それは、すなわち著作者性を経済
的概念として捉えて、職務著作物の創作に対して財政的
な援助を行い、これを公衆に拡販するというリスクを負っ
た法人等を著作権で保護することによって法人等の創作
活動にインセンティブを与えるためである、という風に言
われています。あくまでも、いわゆるインセンティブ論を
中心として考えられているということが言えると思います。
先ほど、アン先生のレクチャーで moral rights の話が出
てきました。実は、源泉は moral rights にあるということで
すけれども、アメリカではご存知の通り moral rights の保
護のレベルはかなり低いという風に言われています。本
日のアン先生の講演の中で、ご友人のスタンフォード大
学のGoldstein先生が、なぜアメリカではmoral rightsの保
護は低いのでしょうかとアン先生が質問したら、その理由
は三つのワードにある、motion-picture industry、つまり映
画産業にあるという答えが出てきたというお話がありまし
たけれども、確かに著作権保護期間を著作者の死後 50
年から70年に延長したSonny Bono法の制定過程を見れ
ばおわかりのとおり、アメリカの映画産業の著作権政策に
対する影響力はかなり大きいと言えると思います。
Goldstein 先生は、「International Copyright」という著書
の中で、アメリカでは著作物の利用においてある程度の
著作物の改変は不可避なものであり、moral rights が著作
物の円滑な利用や普及を妨げるのではないかという危
惧があるという風に述べています。
このように、アメリカでは、一般的に産業界は、moral
rights というのは著作物の円滑な利用あるいはビジネス
上の利用を妨げるものではないか、という見方が大きく割
合を占めているということが言えると思います。
アメリカでは moral rights の保護が低いため、著作者の
moral rights が使用者の権利を制限する方向には機能し
ていなかったように思います。アメリカでは、著作権はあ
くまでも経済的権利として捉える傾向がありますので、こ
こに法体系の違いが現れているのではないかという風に
思います。
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アメリカでは、職務著作制度の正当化根拠として、取引
費用の削減という理由がよく言われています。アメリカ著
作権法によると、著作権の譲渡または独占的ライセンス
をするためには書面による合意が必要になっています。
ここが日本法と違うところです。著作権の譲渡ないしは独
占的ライセンスは、書面による契約をしなければいけな
いという規定があります。
すると、著作者の著作権が従業員に帰属してしまうと
すると、35 年後に終了権を行使されて、権利を喪失する
虞があります。先ほどお話ししたとおり、終了権を行使さ
れる虞があるということです。これは、事前には放棄する
ことができないので、事前に会社が従業員に対して一筆
をもって終了権を行使しないでくださいね、という契約を
することはできないという風に言われています。
さらに、権利を維持できることになったとしても、交渉費
用というものも無視できないと言われています。つまり、
従業員全体が同意してくれるとは限りませんので、多くの
創作者が参加して制作される映画や音楽、あるいはコン
ピューター・プログラム等については条件に応じない人
が出てくるという、いわゆるホールドアウト問題という問題
が生じてしまいます。アメリカでは、このような複雑な問題
を有効に解決する法制度として、職務著作制度は評価さ
れているようです。
先ほど申し上げたとおり、アメリカでは集合著作物、映
画著作物、編集著作物等は請負契約で作成された場合
であっても、職務著作物の対象となりますが、これが法定
化されたのはロビイング活動が功を奏した他に連邦議会
が今のようなホールドアウト問題を考慮した結果なのかも
しれません。
このようなアメリカの職務著作制度は、ドイツ法の観点
からはどのように評価されるのでしょうか。最後にアン先
生に後で一言コメントを頂けると幸いだと思います。
これで私のコメントを終わらせていただきます。ありが
とうございました。（拍手）
竹中： 安藤先生どうもありがとうございました。
次の先生をご紹介いたします。次の先生は、中山一郎
先生です。中山一郎先生は、國學院大学教授であられま
して、先ほどちょっと言うのを忘れてしまいましたけれども、
安藤先生と同じく私が教えておりますワシントン大学の卒
業生でもいらっしゃいます。
では、中山先生の方から日本法の観点からということ
で、特許法と著作権法の両方の観点からご紹介をお願い
いたします。
中山： 竹中先生ありがとうございます。
アン先生のお話は非常に興味深く拝聴したわけであり
ますけれども、最後に問題提起をされました点は、職務
発明と職務著作が何故違うんだろうと、整合的ではない
のではないか、という問題であったわけですけれども、な
かなか一言で答えるには難しいところです。本日は会場
に有識者の方がたくさんいらっしゃいますので、また後
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でいろいろご意見承ればと思いますけれども、日本法に
つきまして若干簡単にアン先生のプレゼンテーションも
参考にしながら、コメントをさせていただきます。
まずこれは会場にいらっしゃる方は概ねご存知のこと
だと思いますけれども、職務発明と職務著作という点。日
本法で言いますと大きく二点異なってくるんだろうと思い
ます。一点目がオーナーシップ、帰属の問題です。二点
目が対価請求権という点であります。
ご承知のとおり、職務発明につきましてはいわゆる権
利というものは従業者に一応帰属するということであるわ
けですが、職務著作の方にまいりますとこれは法人に原
始的に権利が帰属するという点で、そこが大きく違うわけ
です。帰属の点がまず一点違うということであります。
それから、二点目としましては相当の対価請求権、特
許法の方は原始的に従業者に帰属しますが、いともたや
すく使用者に権利が承継される代わりに相当の対価請求
権が発生するわけですが、著作権の方はご承知のとおり
そもそも法人に原始的に帰属しますからそのような権利
もないということでありまして、アン先生がドイツにおいて
そうだとおっしゃられたように、日本においても著作権法
における従業員の地位というのが特許法におけるそれよ
りも遥かに弱いことになっているという点では同じような
構造だろうと思います。
この点とりわけ職務著作につきましては、原始的に法
人が著作者になってしまうということがかなり異質なので
はないか、ということは学会等においても議論されてきた
ことだろうと思います。
職務発明との違いをどのように説明すればよいのかと
いうことに関連しましては、色々な考え方があろうかと思
いますけれども、ここでは三つほど挙げておきました。
最初の点は、いわゆる無方式主義ということでありまし
て、そのために第三者が権利者を見つけるのが大変で
あるということからしますと、使用者に権利を帰属させて
おけば、いわゆる取引コストを削減できるであろうというこ
とであります。
それから二番目の点が、いわゆる著作者人格権の、一
身専属性の問題です。とりわけこの点が日本の職務著作
においては原始的に法人に権利を帰属させる大きな理
由の一つと考えられてきております。
一旦著作者人格権を従業員に帰属させてしまいますと、
その後契約でもって譲渡ができないということが原始的
に法人に帰属させる理由だということでありますけれども、
さはさりながら法人に人格権を認めるということが妥当が
どうか、というところはさまざまに議論があるところでござ
います。ご承知のとおりであります。
いずれにしましても、一番目、二番目の説明というのは、
第三者あるいは使用者にとって利用をいかに円滑にす
るかという観点が前面に出てきていたと思われます。創
作した従業員の利益というよりも、むしろ利用をいかに円
滑に進めるかという観点だろうと思います。

三つ目の話は、これは実は特許法に焦点を当てた説
明でありますけれども、大した違いがないという説明です。
これはどういうことかと言いますと、特許法 35 条はむしろ
ペナルティ・デフォールト・ルールとして働くというわけで
す。ペナルティ・デフォールト・ルールというのはデフォ
ルト・ルールが言わばペナルティになってそれとは違う
結果を導き出そうとするための法的ルールのあり方であ
るということです。35 条は基本的に原始的に発明者に権
利を帰属させているけれども、その使用者は勤務規則に
よっていとも簡単に権利を承継することができるので、結
果的に見れば特許法自身はむしろ使用者に権利を承継
させることを前提にしているというわけです。
そして最初から原始的帰属にしなかったのは使用者
が勤務規則を定めるということを促し、その規則に承継と
同時に補償金のことについても使用者が自発的に書くよ
うに仕向けるためであると特許法 35 条を理解しますと、
要するに日本の場合は特許法も著作権法も使用者に権
利を帰属させていくという意味においては同じではない
かと考えることもできるわけです。
これらの三つの考え方は、いずれにしましても権利の
帰属に着目をしまして、権利の帰属が違う、あるいはそ
れほど違わないという理由を説明しようとするわけであり
ます。
ただ、アン先生がご指摘されていた点でもありますけ
れども、もう一つ対価の問題が残ります。職務発明につ
いては相当の対価請求権を有するのに、職務著作の方
は有しないのは何故かという問題です。ドイツにおいて
も著作権法においては限られた場合にしか対価請求が
認められないということのようでありますので、同じような
問題があると言えそうです。
ただ日本法から見ますとドイツの方が説明しやすいの
かもしれません。というのはドイツの場合やはり著作物に
ついては従業者が著作者であるわけです。これに対して
特許法では権利が使用者に移転して相当な対価請求権
が発生するわけです。したがって、どちらに権利が帰属
しているかということで、ドイツの方がまだ特許法と著作
権法の違いを説明しやすいのかもしれませんが、日本の
場合は相当の対価請求権を従業者が有している場合は
使用者に権利が帰属していますから、著作権法も特許法
も使用者に権利が帰属しているにもかかわらず、一方は
対価請求権があって他方はないと、こういう話になるわけ
です。
それに関連しましてアン先生のお話の中で興味深か
った点は、結局ドイツの職務発明の方の現在の相当の対
価の仕組みについては、戦争が重要な決め手になった
という点です。元々はモラルライツから発展したかもしれ
ませんけれども、戦争が最終的に相当の対価を含めた
現在の法的枠組みを決めているという点を、私なりに別
の表現で申し上げれば，それはいわゆる国策としてイノ
ベーティブなアウトプットを極大化するという国家目標の
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ためにそういう仕組みが採られたのであるとも言えるのか
もしれません。
その後アン先生は、今やそれはイノベーション・ポリシ
ーの問題となっているというお話がございました。これは
結局何を意味しているかと言いますと、この職務著作とか
職務発明の問題はミクロレベルの労働者と使用者でいか
にフェア、公平性を確保するかという問題でもありますが、
同時にマクロのレベルで言うと、イノベーション・ポリシー
という観点からどのように創作というものを国全体として高
めていくか、という問題であるとも捉えることができるわけ
です。
そう考えますと、結局特許法はイノベーション・ポリシ
ーという観点から対価請求権を認め、他方、著作権法は
むしろ文化政策という観点からは、そこまでは求められな
かったということは一つの説明かもしれません。
ただ、そうは言いましても、今や著作権法も産業という
ものと全く無関係ではありませんで、交錯する分野という
のがコンピューター・プログラムの分野になってくるんだ
ろうと思います。このイノベーション・ポリシーという観点、
あるいはマクロのアウトプットを極大化するという観点で
言いますと、IT（インフォーメーション・テクノロジー）は他
の技術分野に劣らず重要なわけであります。
しかし、アン先生がコメントされたように、ドイツにおい
てはコンピューター・プログラマーについては相当な対
価請求権を有しないというわけです。使用者が経済的に
全面的な権能を持っているということのようであります。こ
れはなぜかという問題はやはり残るように思われます。
当然歴史といいますのはここでも関係してくると思いま
す。コンピューター・プログラムの EC 指令などの影響も
あったのかもしれません。ただそれ以外に、今のこのよう
な帰結を正当化し得るのだろうかということを考えた場合
に、例えば二つぐらい挙げますと、一つはイノベーショ
ン・ポリシーの観点から見るとプログラムというのがより具
体的なものであるのに対して、コンピューターソフトウエ
アに関連する発明ということになりますと、より抽象的な技
術的な思想とも言えるわけです。
そうすると技術的な価値から見ると抽象的なアイデア
の方が価値が高いと考えればソフトウエア・インベンショ
ンまで創作した人は対価請求権はあるけれども、プログ
ラムという表現に止まっている者には対価請求権がない
という点は一つの説明なのかもしれません。
あるいは竹中先生がジョブ・モビリティの話をされてお
りましたからその辺も関係しているのかなと思いましたけ
れども、これは後で考えますと、別にこれは IT セクター
の特徴であっても特許と著作権を区別する理由にはなら
ないと思いますので、後から見るとこれは適切ではなか
ったと思っております。
職務発明につきまして、相当の対価請求権のシステム
をアン先生は、ドイツの産業界は基本的に歓迎している
というお話がございました。それは要するに従業員のイ
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ンセンティブを増やすからという理由のようです。
他方、日本の産業界の方に特許法 35 条のことを聞くと、
あまり満足されていない方も少なからずおられるように感
じます。日本においてよく聞かれる議論の一つとして、従
業員を動機付けるという問題は、まさにその企業の使用
者が考えることであって、裁判所の介入は不要である、
企業はグローバル競争をしているのである、といった議
論があります。
もし、ドイツの産業界が職務発明の相当な対価請求権
をガイドラインで決めることにウエルカムであるとすると、
日本とドイツで何故そのような産業界の態度の違いが現
れてくるのだろうという疑問が生じます。仮にアウトプット
を大きくするために相当の対価が有効であるのであれば、
ここは例えば一つの思考実験ですけれども、現在、国は
クールジャパンという旗を振って日本のコンテンツ産業を
いわば外貨獲得の手段としようとしているわけですので、
そういう国策があるならば、キラーコンテンツというものを
たくさん生み出すために職務著作の従業者に相当の対
価請求権を認めるというような政策、これはあくまでもイノ
ベーション・ポリシーといった政策の観点からということで
すが、そういうことも考えられるということになるわけです
けれども、果たしてそれが妥当なのであろうかという点が
問題になろうかと思います。
恐らく日本の多くの方はそのような考え方にあまり賛成
されないのではないかと思われます。これは別の言い方
をすると、相当の対価請求権というのがインセンティブに
どれぐらい有効であるかという話でございます。一橋大
学の長岡先生他の共同研究で、日本とアメリカの発明者
の方に対するアンケート調査を実施した結果を表にした
ものがあります。
質問は、どういうモチベーションで発明をしましたかと
いうことです。一番上が技術的問題を解決することに満
足するという答えが日米ともに多いわけです。二番目が
サイエンスに貢献することに対する満足感です。三番目
が会社のヴァリューを高めるということです。
四番目以降がキャリアの向上である。あるいは五番目
が評判を高める、それ以降は研究予算を獲得する、それ
から金銭報酬ということです。しかし、これは日米共にな
んですけれども、金銭報酬が重要と言っている人は極め
て少ないわけです。
この辺りのことを考えますと、相当の対価とがどれぐら
い有効なインセンティブの手段になるのかというところが
まだ色々議論の余地があるように感じました。すみませ
ん、長くなりましたけれども以上であります。
竹中： 中山先生どうもありがとうございました。
この表は、とても面白いなという風に思いました。何か、
とっても現金そうなアメリカの発明者が、日本の発明者よ
りお金による reward に対してはそれほど魅力を感じてい
ないと。むしろ、会社に対する貢献を一番に挙げている
というところが面白いなという風に思いました。
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それでは、今度は、ドイツの先生にコメントをいただき
ます。次の講演者は、ノルデマン先生です。詳しいバッ
クグラウンドに関しては、次の回で上野先生からご紹介
がありますので、私の方からは、先生のお父様について
個人的な係りを簡単にコメントさせて頂きます。私がワシ
ントン大学で一番最初に教えた科目が国際知的財産権
でした。もう 20 年ぐらい前になりますが、私の専門は特許
ですから、著作権を教えるために、特にベルヌ条約を教
えるのに、毎晩、授業の前に、ノルデマン先生のお父さ
まの教科書を読んで準備をしたことをよく覚えています。
ノルデマン家の方々というのはドイツでは著作権の分野
で非常に有名なファミリーでいらっしゃいます。そのよう
な高名な先生に日本に来ていただけたというのは大変
光栄だ、ということだけご紹介いたしまして、ノルデマン
先生にドイツ著作権の観点からコメントをいただきたいと
思います。コメントを頂けますでしょうか？
ノルデマン： ええ。竹中先生、個人的なことも含めた、
丁寧なお言葉をいただき、ありがとうございます。ドイツ
から遠く離れた場所で、とても丁寧なお言葉を頂いたこと
を、家で是非父に伝えたいと思います。
それで、私の観点からですが、異なる創作者人格権の
制度と職務創作の興味深い点は、著作権法のみの観点
からは、どのようにその国際法上の著作者人格権の衝突
を国内法のレベルに落とし込むかというところです。竹中
先生、安藤先生それから中山先生から、職務著作につい
てはアメリカのシステム上著作者人格権の余地がないと
いう点についてご指摘がありました。私の理解では、日
本法でも同様で、全ての著作者人格権は使用者に帰属
するか、従業者の著作物には単純に著作者人格権が存
在しないものと理解しています。ドイツでは、アン先生が
おっしゃっていたとおり、事情が異なります。著作者人格
権は、一般的に従業者と共にあるものです。非常に興味
深い状況が発生することがあり、例えば、アメリカでの職
務著作がドイツにおいて利用されている上に、例えば、
ドイツ国内において侵害されている、またはドイツ著作権
法での概念の下において著作者人格権が侵害されてい
る、との議論があるような場合があります。後者の場合に
おけるドイツでの適用法の問題について、アメリカ法のシ
ステムが適用されるのでしょうか？著作者人格権が認め
られないのでしょうか？それとも、ドイツ法のシステムが
適用されて、自国では著作者人格権が認められていな
いアメリカ又は日本の著作者も、著作者人格権が認めら
れる可能性があるのでしょうか？
ドイツの事件ではなく、フランスの事件なのですが、
John Houston 事件と呼ばれる非常に有名な事件がありま
す。これは、モーションピクチャー、アメリカのハリウッド
の映画で、アメリカにいる著作者には何の著作者人格権
も認められていない状態で製作された映画についての
事件です。この映画は、もし私の記憶が正しければ、白
黒の映画がカラーの映画に作り変えられたものです。カ

ラーにする色付けは、アメリカの映画制作会社によって
行われました。そして、アメリカの著作者が極めて賢いこ
とをしたのです。彼は、アメリカでは著作者人格権を持っ
ていないので、アメリカで訴えることはしませんでした。フ
ランスでは職務著作者に著作者人格権があるので、彼は、
フランスで訴えることにし、実際問題として、彼は、その事
件で勝ったわけです。少なくともフランスにおいては、彼
の同一性保持権が侵害されているために、彼は、カラー
化された映画がさらに配給されることを止めることができ
たわけです。
私は、この点を特に強調したいと思ってこの話を取り上
げたわけですが、というのは、職務著作者についての異
なる法的取扱いにより、外国のシステムを適用しなけれ
ばならないことになる、または適用しない国において非
常に難しい問題をもたらすということです。John Houston
の事件がドイツで同じ結論になったかどうかは、わかりま
せん。ドイツ法には映画製作者のための重大な変更とい
うボーダーラインまでは映画を変更してよい権利というの
が認められており、ほとんど重大な変更といってよいほど
の変更なので、非常に認められ易い基準になっていま
す。おそらく、白黒の映画をカラーにするというのは、ドイ
ツ法の下で著作者人格権を侵害しているというには足り
ないでしょう。しかし、少なくとも異なる著作者人格権の衝
突の場面においては、著作者人格権が保護されている
国に持ち込まれた場合の多大な緊張関係はあります。
竹中： どうもありがとうございました。
それでは、アン先生、これまでのコメント及び質問にお
答えいただけますか。
アン： どうもありがとうございます。全てのコメントについ
て 10 分以内でお答えするというのは、かなり大変なこと
ですが、ベストを尽くさせていただきます。
まず、契約の自由というご指摘がありました。契約の自
由という概念は、ドイツ法においても異質のものではあり
ません。ただ、特に労働法というのは、ドイツの多数説で
は、交渉の場面の多くにおいて構造的なねじれがあるこ
とが指摘されています。というのは、従業者または労働者
が日々の労働力を売る必要があり、そうでなければ生き
られませんからね。他方で使用者はより金銭的に恵まれ
ており、それ故に従業者をある種お手上げ状態にして、
そういう状況をよりよい条件を得るために使うことができる
からです。従って、その当否はさておき、それがドイツで
の認識であり、それ故に労働法の場面においては契約
の自由に対する制約があり、それは例えば賃貸借契約
の場面において、どこかに住む必要のある人に有利に
働く原則と同様です。例えば、アパートメントから住民を
立ち退かせるのは比較的難しく、当事者が合意できる内
容に制限があります。これが私の講演で申し上げた「制
約」がもたらす一つの側面であり、その内容というのが当
事者が従業者発明について合意できる内容に制約があ
るということです。少し前にお話しましたが、交渉するに
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当たって発明者をより厳しい立場に置くような経済的な環
境の変化、例えば現在のアメリカでは、職務発明につい
て交渉することが、景気の良かった 5 年前と比べて厳しく
なっています。これは、難しい、非常に難しい問題です。
安藤先生がお話の最後に質問されていた点について
なのですが、ちょっと内容がよくわかっていません。おそ
らく、集中力に欠けていたのかもしれません、申し訳あり
ません。一般論としては、アメリカにおける職務著作の概
念は、米国著作権法の 102 条だったと思うのですが、そ
れによれば、ドイツ著作権法の従業者コンピューター・プ
ログラマーについて定めた 69b 条及びドイツ意匠法の 7
条第 2 文とほぼ同じ内容になっています。というのは、い
ずれの場合も、使用者の方が比較的簡単に従業員意匠
創作者または従業員プログラマーをコントロールすること
ができる立場にあるからです。もう少しわかりやすく言い
換えますと、いずれの条項も使用者がその従業員プログ
ラマーと従業員創作者の職務成果物についてコントロー
ルすることを可能にしているのです。それにもかかわら
ず、アメリカには存在している可能性が、私たちの国に
はないのです。例えば、終了権がありません。ドイツの著
作権法及び意匠法の下では、これらの創作物は単に創
作者から取り上げられてしまうことになっており、とても奇
妙な状況です。それから、この点は正に私が指摘したか
った点の一つですが、職務発明者が優遇されているの
に対し、他の従業員創作者、特に従業員プログラマーと
意匠創作者が不遇に甘んじているわけです。これがご質
問いただいたことに対するお答えになっているとよいの
ですが。
中山先生からのコメントですが、もしドイツにおけるも
のと仮定すると、誰が著作者であるかということを知って
いる限り、著作権は著作者から使用者に移転することが
できません。そして、この誰が著作者であるかということ
は、著作者人格権の一部である氏名表示権があるので、
当然知っているはずのものです。私たちは、少なくとも、
誰がアナウンサー的な人物で、誰が著作者の著作権に
ついて権利を保有しているかがわかるのであり、そして
それ故に誰がその使用を許諾されているかもわかるは
ずなのです。従って、著作権をドイツ法と同じくらいに堅
固に著作者に結びつけることは、著作権の分野における
権利と権利の鎖の取扱いを促進することになるかもしれ
ません。誰が著作権を保有しているのか、ということにつ
いては、著作権法の分野における大きな論点であり、例
えば、映画産業においては、多くの権利保有者がいるの
で、誰がどの権利を持っているのか特定する必要があり
ます。これは、アメリカでは問題になり辛いです。というの
は、ほとんど全ての権利が映画スタジオに残るからです。
映画スタジオは、誰が権利を保有しているかわかってい
ますが、著作権に関連する産業は、映画産業に限りませ
ん。他にも多くの産業があります。
それから、素晴らしいご質問を頂きました。なぜ、ドイ
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ツ著作権法は、コンピューター・プログラマーを不遇に扱
うのか？ぜひ留意していただきたいものとして、69a 条と
いうものがあるのですが、これは、比較的最近導入され
た条文です。これが導入された理由、換言すれば、従業
員プログラマーに対する不遇な取扱いの理由は、コンピ
ューター・プログラム産業のプログラムを販売している側
によるロビー活動が功を奏したということにあります。また、
グローバルな観点から見ると、仮に従業者発明と同様の
規定が適用されれば、ドイツのプログラミング産業は生き
残れないであろうという認識もあります。言い換えれば、
ドイツのプログラマーが不遇な取扱いを受けている理由
は、彼らの仕事が、プログラミング産業における強大な競
争相手であるインドに持っていかれないようにすることに
あるとも言えるでしょう。少し厳しい言い方をすると、国際
的な競争の底辺を見ていると言えるかもしれません。ドイ
ツの法律は、基本的にはプログラマーから全ての権利を
取り上げるものですが、これはインドではそもそもそのよ
うな権利がないので、全ての人を、全ての観点から、イン
ドでの取扱いのように取り扱う必要があり、先ほどこの問
題について少し厳しい表現をした通りです。
公平を保つために申し上げますが、ドイツの産業も、
ある程度、ドイツの従業者発明法における従業者発明が
強制的に認める優遇について不満を述べています。し
かし、多くは、実際に支払うことになる対価については不
満を述べていません。不満を述べているのは、そのシス
テムにおける管理コストについてです。例えば、会社は、
その企業内に、従業員発明者が自分のした全ての発明
についてしなければならない通知を提出する先としてオ
フィスを設けなければなりません。その通知の対象には
自由発明も含まれており、従業者は、自分が発明を請求
するべきか否かがわかるようになっています。これにより、
近時の特許法の改正が行われました。発明者に対する
通知により発明の特許を受ける権利の移転を請求する必
要がなくなりました。改正後は、使用者が積極的に発明
を放棄し、「この発明は欲しくない」と言わない限り、発明
の特許を受ける権利の移転は請求されたものとしてみな
すことになりました。これは、管理コストをカットするため
です。
しかしながら、興味深いのは、いくつかの会社は管理
コストが高いことについて不満を述べていたのですが、
例えばシーメンスなどがその例ですが、同時に、グロー
バルな特許について予算を割くことについては、何ら問
題なしとしていたのです。国際的に特許を取得すること
は、非常に費用がかかります。なぜなら、多くの国が特許
化された発明を使用しているので、多くの国で特許を取
得しなければならないからです。従って、その費用は、
暴騰とは言わないまでも、相当程度高騰しています。同
じ会社が、多額の費用を国際的の特許の取得にかける
のは問題なしとしながら、比較的穏便な額の、職務発明
を行う可能性のある従業者一人当たり三桁ユーロ程度の
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額の支出について不満を述べているわけです。管理コ
ストは高過ぎると、他方で、特許取得費用は高過ぎること
はないというわけで、奇妙な感じがします。
それから、モチベーションのお話で、これも興味深い
ものでした。企業のために技術的課題を解決し、価値を
創造するというのは、心温まる話ではありませんか？これ
らは、従業員発明者のモチベーションのトップを占めるも
のです。多分正しいのでしょうが、おそらく発明者にとっ
て重要であることは、これは、スライドのグラフから答えが
引き出せなかった質問ですが、なぜ技術課題の解決がト
ップだったのか、ということです。もし発明者の氏名が表
示される必要がなくても、当てはまると言えたでしょう
か？これは発明者の名誉についての請求権ですが、お
そらく、彼らは、会社の福利のために実際に貢献した者と
して特定されたいと考えているわけです。これは、デー
タによって明らかにされているものではありませんが、仮
に、発明者が本当に単に会社の成功のみを気にしてい
て、発明者にとって彼らの氏名が会社の発展や企業にと
っての価値に結び付けられているかどうかは重要ではな
いのだとすれば、実に微笑ましいお話です。
ひとまず、中山先生から頂いたコメントについてコメン
トしたいことを述べさせていただきました。ハーモナイゼ
ーションについて中山先生がおっしゃっていたことも、当
然重要な論点です。私達は、ヨーロッパのレベルで調和
することが必要であり、望ましくは、特許に関してはパリ
条約を修正し、アメリカが 1990 年代、1993 年かその辺り
だったでしょうか、わかりませんが、アメリカが加入してい
るベルヌ条約のことも考えながら、ヨーロッパレベルを超
えて調和していく必要があるでしょう。
安藤： アメリカがベルヌ条約に加入したのは、1989 年で
す。
アン： なるほど、だいたい90年代ですね。ただ、ベルヌ
条約自体は、その 100 年以上前から存在しているもので
す。特にアメリカについては、アメリカ法を世界に適用可
能にするものでなければ、どんな修正にも応じなさそうに
思われますね。どのように進んでいくか、見ていきましょ
う。また厳しい指摘をしてしまいましたね。しかし、ヨーロ
ッパレベルにおいては、もっと実現可能性が高いです。
すなわち、もちろん、ハーモナイゼーションは、発明者の
権利を従業員クリエイターの権利にまで切り下げることに
もなりかねません。ヨーロッパレベルにおけるハーモナ
イゼーションが現在のドイツの従業者発明法のようになる
のではないかと考えるのも、現実的ではないでしょう。そ
こまでのレベルの待遇は、必要とされていないでしょう。
私からのコメントは以上です。私の持ち時間を超過し
てしまいました。お許しください。
竹中： どうもありがとうございました。地震があったり、地
下鉄の事故もあったりして開始時間が少し遅くなりました
ので、10分ほど延長してもよいと伺っております。30分間
の休憩を予定していましたが、少し長過ぎますので、短

縮して、その時間で質問を受け付けたいと思います。
斉藤博先生お願いいたします。
斉藤： 斉藤でございます。冒頭、竹中先生が調和の必
要があると、それからアン先生もおっしゃったかと思いま
すが、調和が必要と言われることは簡単なのでございま
すが、発明と著作物の作成という二つの行為は随分違い
ます。
発明の場合、どちらかと言うと、閃きでございましょう。
企業内での著作物の作成ということになりますと、知識集
約型でじっくりとしたものです。仕事として表現物を作っ
ていく、こういうことでございますので、発明と著作物の作
成とを一つにまとめることはかなり大変かなとは思います。
確かに、ある段階で調和をするということ、それを目指す
ということは必要かもしれません。
そうですと、エンプロイメントの枠の中で考えるというこ
とが一つあります。In the course of employment であります。
これは、ノルデマン先生がおっしゃった treatment of
employeeとの関係です。それはemployeeをどう位置付け
るかということかと思いますので、アメリカのようなコミッシ
ョン（委託契約）にまで広げることは、もし調和を考えると
いうのであれば、考察の外に置いたほうがよいと思いま
す。これが一つ。
それから、かといって、日本の場合は authorship と言い
ましょうか、使用者にauthorの地位を与えるということです
が、これはまたやり過ぎかと思います。権利の帰属という
表現を使われましたけれども、確かに、著作者人格権と
著作権の帰属という表現に置き換えることはできますが、
それは、著作者の地位を与えるということになりますから、
通常言われる権利の帰属とはかなり意味が違います。
それならば、どうしてその様な規定が日本にあるのか
ということでございますが、本日ご発言がありませんでし
たから一言だけ申し上げますと、かつて、70 年代くらいま
では、我が国の企業には終身雇用、年功序列の仕組み
があり、従業員の企業に対する loyalty と言いましょうか、
忠誠度が非常に高かったわけです。ですから、従業員は
企業のために働き、その成果物は企業が全面的に取得
してよいという了解と申しましょうか、認識があったはずな
のです。でも、時代が下りまして、今は、派遣とか契約社
員とか、もうだいぶ雇用形態が変わってきていますから、
今や、著作権法 15 条に定めていますことの前提が、崩
れているはずなのです。そうでありますと、やはり、調和
を考えますときにも、もう一度、現状を把握した上で、より
スッキリした制度を作る必要があるのではないか、このよ
うに考えるのでございます。
竹中： 斉藤先生ありがとうございました。それでは折角
ですので、どうですか三村先生、質問はありませんか？
例えば、今、アン先生お話の中で、成果、自分の会社
への貢献が認められることが大切なんだというお話が出
ました。企業の方に聞いてみますと、職務発明の紛争は
お金の問題じゃないんだとおっしゃる方がいます。発明
243

＜秋 季＞早稲田大学ロースクール公開講座

者の処遇とか、折角大きな発明したのにリストラされたと
か、労働問題で、発明の対価が本当の職務発明の意義
とは異なる機能を果たしている、というのです。このような
ことを聞くと、職務発明制度の訴訟が起こる基礎のところ
は特許制度の趣旨と違うのかなというのをちょっと感じた
んですが。たくさんの事件をやっていらっしゃる元判事
でいらっしゃる三村量一弁護士なら、何かコメントがある
のかなと思いまして。
三村： 2009 年 8 月に裁判官を退官して弁護士登録をい
たしました。弁護士としては、職務発明事件は経験してい
ないのですが、裁判官時代は、中村教授の青色発光ダ
イオード事件や、キヤノンのプリンターの発明や、東芝の
半導体の発明の事件などを担当致しました。いずれの事
件も、ただ今ご指摘がありましたように、訴訟の背景とし
ては、金銭的な問題というよりも、むしろ企業内での役職
とか処遇について、不満があったという事情があるように
見受けられました。
中村教授の場合には、先代の小川社長とは非常にうま
くいっていたのですが、先代の社長が亡くなった後は会
社との意思疎通がうまくいっていなかった。そういった事
情が背景にあって訴訟に繋がっているということが、伺わ
れたところです。
裁判官として審理を担当していたときの感想としては、
やはり職務発明訴訟というのは、制度自体としては、発明
者に対してきちんとした報償をしようという趣旨の規定な
のですが、実際の使われ方としては何と言いますか、会
社の人事政策とかそういう労務政策に不満がある技術者
の方が訴訟を起こしているということが言えると思います。
どちらかというと、知的財産部の仕事というよりも労務部、
人事部の仕事に近いという、そういう印象を持ちました。
只今、職務発明での関係で、企業への忠誠とか、ある
いは企業内での役職という面と、金銭的な評価という面
の、どちら要素かということが話題になりましたので、裁判
官時代に職務発明事件を担当していた経験からの印象
として、ひと言申し上げました。
アン： 貴重なコメントをいただき、ありがとうございます。
確かに、実際問題として職務発明訴訟というのは非常に
感情的なものです。その大部分が、評価の問題にかかっ
てきます。従業員発明者が訴訟を提起する多くの場合は、
その人物が、自分が評価されていると感じていない場合
なのです。発明者は、自分の貢献を勤務先が十分に評
価していないと思っているのです。これについては、先
にお話した、企業のために価値を創造するというスライド
に関係しています。すなわち発明者というのは、大抵の
場合、非常にモチベーションの高い従業員で、企業のた
めに価値を創造することに向けて、人より多くの苦労を買
って出る人物なのです。しかし、彼らは、その代償として、
評価されること、適切な待遇を受けることを期待している
わけです。そうすると、常に問題になるのは、何が適切な
待遇なのか、ということです。使用者と従業者の立場があ
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り、同じものではないので、失望した従業者が、使用者に
対して法的手続を取る結果になるようなこともあります。
しかしながら、お金が問題になるケースもあります。青
色発光ダイオードの事件では、現在はアメリカで教鞭をと
っている発明者、つまりすでに日本を離れてしまってい
る方なのですが、この発明者の側に不満足があったよう
に見て取れました。この発明者は、すでに日本を離れて
しまっており、和解後にプレスリリースが出されていたと
思うのですが、彼は、再び十分な金銭を受け取っていな
いとして不満を述べている内容でした。これについては、
ならば、なぜ彼は和解に合意したのかという疑問が湧い
てきます。つまり、彼が強硬に主張すれば、最後まで争
えたかもしれませんし、知財高裁の意見に立ち向かうこと
もできたのですが、彼はしなかったのです。この件につ
いては、私が知らないような背景があるのかもしれません
し、何か隠されたお話があるのかもしれません。ただ、そ
うでなければ、職務発明というのは、非常に感情的な論
点であり、しばしば失望した従業員発明者が訴訟を提起
することがあるということに、完全に同意いたします。
竹中： 中村博士がドイツではなくアメリカに行ったことを
ご指摘いただいてありがとうございます。そういうわけな
ので、彼のような交渉力のある人物は、ドイツや日本より
もアメリカに来たがるのです。
三村弁護士、何かその中村さんの事件でアメリカに行
ってしまったことに関して知っていることがあったらコメン
トして頂けませんか？
三村： あの事件については、判決で大きな金額を認め
る結果となったのは、私自身に何らかの考えがあったと
いうよりも、訴訟戦術の問題として、一審の段階では会社
側の対応が、金額で争うというよりも発明自体を利用して
いないという形での争い方をしていたということと、これに
対応して、裁判所に提出された証拠としては巨額な金額
に沿った証拠しか存在しなかったということがあります。
私自身は、個人的にはもう一桁少ないくらいの金額が
適当な対価ではないかと思っていたのですが、そのよう
な結論を導く証拠が提出されていなかったものですから、
判決では、あの金額となりました。
高裁での審理については、私の手を離れていました
ので、どうしてあのような内容の和解による決着となった
のかというのは、ちょっと分かりません。最終的には中村
教授本人が代理人である升永弁護士と相談の上で行っ
た判断ですので、他人がどうこう言う筋合いのものではあ
りません。あの金額で、少なくとも最低限の金額を確保す
るというのも、一つの訴訟的な判断だったのだろうと思い
ます。
竹中： いろいろ話は尽きないんですが、もう時間を超え
ておりますので、申し訳ありませんが、ここで休憩を取ら
せていただきます。その前に、非常に興味深い発表をし
ていただいたアン先生をはじめ、コメントを頂いた他の先
生方にも大きな拍手で感謝の意を示しましょう。（拍手）
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第３回 ドイツ法における職務創作
と著作権契約法
第二部 ドイツにおける著作権契約法
―相当な報酬の請求権
講演者：Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann
（フンボルト大学教授、ドイツ弁護士）
コメンテーター：松田 政行（弁護士）
安藤 和宏（早稲田大学 IIIPS-Forum 客員上級研究員）
司会：上野 達弘（立教大学教授）

Ⅰ はじめに
Ⅱ 講演「ドイツにおける著作権契約法―相当な報酬
に対する著作者の権利」（Jan Bernd Nordemann）
Ⅲ 議論
１ 日本法の視点から（上野達弘）
２ 米国法の視点から（安藤和宏）
３ 実務家の視点から（松田政行）
４ 討議
Ⅳ 閉会の辞

Ⅰ はじめに
上野： それでは第二部を始めさせていただきたいと思
います。
本日ヤン・ベルント・ノルデマン先生を日本にお招きい
たしまして、ご講演いただけることを大変光栄に思います
とともに、こうして日本においでいただいたことに深く感
謝しております。まず、私からノルデマン先生を簡単に紹
介させていただきたいと思います。
ヤン・ベルント・ノルデマン先生は、1965 年ベルリンの
お生まれで、ベルリン、ゲッティンゲン、そしてケンブリッ
ジで学ばれた後、1997 年から BOEHMERT & BOEHMERT
法律事務所の弁護士として大変ご活躍中であります。
その専門領域は大変広うございますけれども、特に著
作権法、メディア法、商標法、競業法など知的財産法の
領域で大変著名でありまして、著書や論文など非常に多
数の業績がございます。特に代表的なものとしましては、
ドイツ著作権法の注釈書である、いわゆる「フロム＝ノル
デマン（Fromm=Nordemann）コンメンタール」の共同編著
者のお一人であります。フロム＝ノルデマン・コンメンタ
ールは本日お出でいただいているヤン・ベルント・ノル
デマン先生のお父様でいらっしゃるヴィルヘルム・ノル
デマン先生が共同編著者として 1966 年に発刊して以来、
数多くの版を重ねている大変著名な逐条解説書でありま
して、私自身 20 年近く前に大学院でドイツ著作権法を勉
強し始めた頃から愛読しております。
第10 版が 2008 年に出版されましたけれども、そのとき

以降ヤン・ベルント・ノルデマン先生が共同編著者になっ
たわけであります。2,354 頁にも及ぶこのコンメンタール
の中で、ノルデマン先生は著作権契約法に関する諸規
定、映画に関する諸規定あるいは差止請求と民事救済
に関する規定など非常に多数の部分を担当され、詳細な
注釈をされていらっしゃいます。
また、競争法や商標法に関するスタンダードな体系書
である『Nordeman: Wettbewerbsrecht-Markenrecht』の共
著者でもあります。これはお兄様のアクセル・ノルデマン
先生など、ノルデマンファミリーによって書かれているの
でありまして、間もなく 12 月に、先ほどお伺いしたら 1 月
になるかもしれないとおっしゃっていましたけれども、次
の第 11 版が出版される予定と聞いております。
また、ノルデマン先生は 2007 年以降ベルリン・フンボ
ルト大学におきまして客員教授を務めておられまして、こ
の冬学期もヨーロッパ不正競争法の講義を担当しておら
れるようであります。ウェブサイトを拝見しますと今週は授
業休みということになっていたのですけれども、このシン
ポジウムのために休講にしていただいたのかもしれませ
ん。
私は昨年の 5 月ノルデマン先生に初めてお会いいた
しました。当時私はドイツのミュンヘンに留学しておりまし
たけれども、あるときシュトゥットガルトという街で、GRUR
という言わばドイツの知財学会が主催する研究会がある
ということをウェブサイトで知りまして、高速鉄道 ICE で約
二時間、シュトゥットガルトまでノルデマン先生の講演を
聞きに行きました。
このときのテーマは、「著作権法における妨害者責任
とその最新判例（Urheberrecht: Störerhaftung – Neueste
Rechtsprechung）」というもので、日本ではいわゆる「間接
侵害」と呼ばれている問題でありますが、このときもノル
デマン先生は本日と同様、大変充実した報告をされまし
た。
その後今年の5月にマカオで行われたIPセミナーで、
私もノルデマン先生とご一緒に報告させていただく機会
があり、親交を深めてまいりました。
そうしたことから本日このシンポジウムにお招きするこ
とになった次第でありますけれども、先ほどご紹介があり
ましたように、実は竹中先生もお父様のヴィルヘルム・ノ
ルデマン先生と長く親交がおありで、かねてよりヤン先生
を日本にお招きしたいと考えていたそうであります。つま
り我々は偶然にも同じ先生を今日のゲストとして思い付
いていたということであります。
さて、そのようなノルデマン先生に、数あるご研究テー
マの中から本日ご講演いただきますのは、ドイツ著作権
契約法についてであります。ドイツ著作権法は長年の課
題でありました著作権契約法につきまして、2002 年及び
2007 年に大きな改正を行いまして、いくつかの興味深い
規定が設けられました。
私がドイツにおりましたときにも、この改正を受けた後
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の裁判例などが話題になっていました。そこで本日、ノ
ルデマン先生にはそういった最新の動向を含めてご報
告いただきたいと考えております。
それではノルデマン先生、お願いいたします。
Ⅱ 講演「ドイツにおける著作権契約法：相当な報酬
に対する著作者の権利」（Jan Bernd Nordemann）
ノルデマン： 上野先生に過大なるご紹介をいただいた
ことを改めてお礼申し上げます。上野先生、また竹中先
生、そして早稲田法学部の方々、本日ご招待いただいて
どうもありがとうございます。
お陰様で初めて日本を訪ねることができました。本当
に素晴らしいお国です。もっと来るようにということでご招
待いただいていますけれども、日本について非常に関
心をそそられましたので、今後何度も日本に戻って来た
いという風に思っております。
もちろん日本は、国家として興味深いのですけれども、
著作権法の観点でもとても興味深いお国であると思って
おります。上野先生もおっしゃいましたように、マカオセミ
ナーに先生と一緒に行きました際に、「カラオケ法理」と
いうものが日本における責任論に関して一定の役割を果
たしているというお話をされまして、それが日本のコンテ
クストの中で作られた非常に興味深い考え方であると思
ったわけです。
また、職務著作の制度ですとか、著作者の一般原則で
すとか、私から見て興味深いと思っておりまして、日本の
著作権法についても知識を深めたいと思っています。日
本に折角来ておりますので、さらに日本の著作権法につ
いて関心を高めたいと思っております。
１ 相当な報酬を受ける権利
ノルデマン： ただ本日はドイツの著作権法についてお
話することになっております。
私がお話を申し上げたいのはドイツの著作権契約法
の相当な報酬を受ける権利です。後でお話し申し上げる
ように、著作者に与えられた相当な報酬の請求権はドイ
ツ著作権法の 32 条に規定されています。また、32 条関
連では共通報酬規定というのもあります。それから相当
な報酬請求とは違った別の請求権として、ベストセラー条
項の改正というのもあります。そして三番目に、契約をし
た時点では知られていなかった利用方法について相当
なる報酬を求める権利についてもお話し申し上げます。
「UrhG」という言葉が本日何度も出てくるんですけれど
も、これはドイツ著作権法の省略形です。私のささやかな
講演の後、一つだけは是非覚えておいていただきたいと
いうことで、わざわざドイツ語のオリジナルを残しておき
ました。
さて、2002 年 1 月にドイツの改正法が施行されており
ます。その中身は、ドイツの著作権契約法が大々的に変
わりました。著作者の契約上の権利を強化するということ
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になりました。実演家の権利もあわせて強化するというこ
とになりました。これに匹敵する法律はヨーロッパの他の
国にはないということで、ヨーロッパに先駆けてドイツが
相当な報酬を請求する権利ということで、著作者及び実
演家の立場の強化を認めたということであります。
EU の域外においても、法律の中でこれほど強い請求
を認めた国はないと思います。議会のプロセスではかな
り白熱した議論がありました。こちらにお見せしているの
は当時の広告です（掲載省略）。ドイツ出版社協会が掲
載した広告で、この法律に対して大反対だったのです。
お金を払うのだったら作家に払いたいね、弁護士には払
いたくないという風に書いてあります。つまり、新しい法
律が導入されると訴訟が増えてしまうということを恐れて
いたのです。
これに対して司法省が反対の広告を幾つかの新聞に
掲載しています。クリエティビティを持った頭脳にちゃん
と報いるために相当な報酬が必要だ、というようなことが
書いてあります。こういった広告合戦が華やかであった
ので、著作権法が国民の関心を買うところになりました。
どうしてこんなに大きな議論が起こったのでしょうか。
ポイントとなったのは主に 32 条です。32 条は、譲渡でき
ない権利ということで著作者に対しての相当な報酬を受
ける権利を定めています。
三つのパートがあり、まずは契約上合意された報酬を
受ける権利が著作者にあると書いてあります。これは日
本の著作権法上も同じことを言っていると思いますので、
この規定については何ら問題ないという風に思います。
相当の報酬を払わなければいけないということです。そう
じゃないと契約違反になってしまうということです。
二番目の原則は、もし金額を確定することができなか
ったら相当なる報酬を払うということになっております。ド
イツの議論からすれば、これも全然新味はない、当たり
前のことです。ときどき当事者間で報酬について合意を
するのを忘れてしまうときがあるので、この規定を入れて
あるわけです。つまり、当事者間で報酬の額について合
意することができなければ、相当な報酬が該当するという
ことになっております。最初のこの二つの原則というのは、
別に新味はないわけです。
三番目が新しいものなのです。つまり、もし合意された
報酬が相当でない場合に、著作者は、相当なる報酬を利
用者から受ける権利を持っているということです。つまり
法律的に言えば元々利用者との間に交わした契約を、
著作者の観点から見て変えることができるということをイメ
ージしているわけです。
ドイツの中では「pacta sunt servanda」ということで、「約
束は拘束する」という一大原則があるのです。一旦契約
に合意すれば、その中に書かれている義務を守るという
ことになるわけです。つまり三番目の原則が意味するとこ
ろは、もし著作者がある契約にサインしてしまった場合で
も、その中身がアンフェアな、相当でない報酬が入って
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いたということになれば、裁判所で相当なる報酬を請求
するということができるわけです。そうして裁判所がその
言い分はもっともだと、報酬は相当でなかった、という判
断がすれば、それをもって契約を変更することができると
いうことを意味しているわけです。
これで、議論がどうして起こったのかよくおわかりにな
りますね。ドイツ著作権法 32 条によって、契約の自由が
制約されたということになったわけです。
最初にまず自問自答しなければいけない問題点という
のは、それではいつ報酬が相当だとされるのか、というこ
とです。
これを判断するに当たっては幾つかの条件や要件を
満たさなくてはいけないということになります。契約が締
結された時点で当該報酬が相当だったのか相当でなか
ったのか判断するということです。
相当なる報酬とは、商取引上通常そして誠実に支払わ
れているような額を意味しているものと想定されています。
ここでは二つの条件があるわけです。市場において通常
であることと、誠実にということです。そして当該報酬とい
うのは、利用のオプションの範囲およびタイプによって決
まります。そしてどのくらいの期間使われていたのかとい
ったようなことも考慮されます。どういう領域で、どういう範
囲で、どういう形で権利が供与されかたということが全部
考慮され、分析に付されるということであります。
一番重要なのはこの最後のところで、通常の報酬が相
当だとは限らないということです。ですので、ドイツの立
法者は法律の中で明確に書いています。つまり、通常払
われている報酬のレベルがアンフェアな場合もあるとい
うことを認めているわけです。だから 32 条でその状況を
変えることができると明記されております。
ですから裁判所から見れば、通常の報酬を確認するこ
とのみならず、さらにその先で、当該通常の報酬とされて
いるものが相当なのか相当でないのか、相当でない場
合は変えなくてはいけないというところまで判断をしなく
てはいけないということなのです。
この法律がドイツの裁判所によってどう適用されている
のかという例を示します。これは外国で書かれた本をドイ
ツ語に翻訳した翻訳者が関与したケースです。二件連邦
最高裁に係っているものがあります。ジェニー・コーガン
（Jenny Colgan）の書いた「Talking to Adison」本でドイツの
翻訳者が翻訳しているものです。二番目はダライ・ラマと
のインタビューということで、ダニエル・ゴールマン
（Daniel Goleman）という人がインタビューした本がドイツ
語に翻訳されたものです。
これはドイツの最高裁に係っているのですけれども、
争点は、ドイツ語に翻訳した人はこの二冊の本について
相当な報酬を受け取ったか受け取らなかったかということ
です。
通常ですと、日本もそうかもしれませんが、ドイツでは
翻訳者に対しての報酬というのは頁単位で標準料金が

決まっているのです。だから頁数に応じて払われるという
ことになっています。そして翻訳した頁を単位にして、あ
る一定の額を一括して一度だけ報酬を受け取るという形
になっています。
ドイツの最高裁に係る前は、翻訳者に対しての支払い
は一括金の支払いをもってするということになっており、
これがイコール相当な報酬ということになっていたわけで
す。でも最高裁はこれについて違うと言ったわけです。と
いうのは頁単位で決まっている標準の報酬っていうのは、
単なる最低保証金みたいなものだというのです。それに
加えて、普通翻訳者というのは 5,000 冊売りますと 5,000
冊目からハードカバーは小売の価格の 0.8%、ペーパー
バックだったら0.4%を受け取る権利があるという風になっ
ております。これは翻訳者の方から見れば追加報酬にな
るわけです。
それからさらに出版社の方が、例えば映画製作会社に
映画化権を与えるとか、二次利用権を他の利用者に認め
た場合、そしてそのベースとなったのが翻訳された本で
ある場合にはさらに追加報酬を受けることができるという
ことになっています。つまり、もともとの著作者が得た額
の五分の一を受ける権利を翻訳者が持っております。
だからジェニー・コーガンの方は、例えば原作者として
映画化のライセンシーの 50％を得たとしたら、10％は翻
訳者が得るということになるわけです、映画化権利の五
分の一ですから、かなりの額になります。結果として、か
なりの額を出版社は翻訳者に追加分として払わなければ
いけないということになるわけです。ですから著作者に対
して、もしくは翻訳者に対して、その報酬が非常に大きく
変更されることになるわけです。ただ、何をもって「相当」
とするかという判断はとても難しいです。
ドイツの最高裁は第三レベルにあり、その前に下級審
として第一審、第二審があるわけです。最高裁の前の段
階の裁判所はそれぞれ判決の中で、何をもって相当の
報酬とするとするかについて違う解釈をしています。
Oberlandesgericht、これは控訴審ですけれども、ミュン
ヘン高裁で争われたときには、もし頁ごとに、例えば
14.32 ユーロだったということになったら、翻訳者はハード
カバーについては2万冊まで上乗せ2％、ペーパーバッ
クだったら 1％という風に判断しています。
でも別の法廷は、ハードカバーで 2％じゃない 1.5%だ
という風に言っています。それからソフトカバーの方は
1.5%と言っています。また、ベルリンの控訴審の方は、い
やいや違う、ハードカバー、ソフトカバー両方とも 2％だ
という風に言っています。また他のミュンヘン高裁は 2％
が相当だという風に言っています。
ここから明らかなのは、裁判所の方も、何をもって相当
とするかということでは判断が分かれているということで
す。通常の報酬であるけれども、もしかしたら通常であっ
てもフェアじゃないかもしれないということがあります。だ
から何をもってフェアとするかということも確定しなくちゃ
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いけないわけです。裁判所は「フェア」について色々な
見解を持っていて区々です。ドイツ語でよく言うのですが、
三人の法律家がいると五つの違った意見が出てくると言
われていますが、この場合も正にそうなのです。
二つ裁判所から四つの違った見解が出てきてしまった
というところです。だからこれも一つの教訓です。フェア
を判断するのは裁判所としても難しいということです。
先ほども申し上げましたように、相当な報酬を求める権
利は譲渡できないものです。それは強行規定ということ
になっておりますので、契約で覆すことはできないわけ
です。だからこれに反するような内容を持った契約は無
効とされます。
あともう一つ興味深いことに、国際法律紛争に関する
条項があります。これは 32b 条でして、次のような内容を
持っています。
例えば、日本の著作者がアメリカの映画会社に契約で
権利を譲渡します。では、ドイツ著作権法 32 条に基づく
相当な報酬を求める権利は、日本の著作者がアメリカの
製作会社に権利を供与したときにも適用されるでしょうか。
全世界に対して通じる権利をアメリカの製作会社に与え、
ドイツで利用したときはどうなるのか、ドイツ法の下でどう
いう処遇が与えられるのか考えていかなければなりませ
んが、もしドイツで大々的な利用があった場合には 32 条
が適用されるということになります。つまり、日本の著作者
がアメリカの製作者に権利を与えた場合で、契約がドイツ
法に則っていないからといって 32 条が適用されないわ
けではありません。ドイツ内において利用される分にお
いては、少なくともドイツの 32 条が適用されるということに
なるのです。
それから二番目のルールです。もし、契約において準
拠法を選ぶことができなかったということで、ドイツ法が準
拠法ということになると、この 32 条はドイツの中での利用
のみならず、全ての権利が対象になって適用されるとい
うことになります。だから適用範囲がとても広がるわけで
す。利用者は 32条が適用されないようにするということは
できないわけです。このように強行規定ということでドイツ
法が適用されるということになります。
32 条というのは、場合によっては非常に適用範囲が広
くなるということですが、32 条の適用については幾つか
限定があります。一番重要なのは時間的制限があるとい
うことです。ドイツ法上の時効は 10 年ですが、ここでは著
作者が知り得たときから起算して 3 年間に短縮されてい
ます。起算日は契約が締結された日です。ですから、契
約が締結された 10 年後、もしくは報酬が相当でないと知
った日から 3 年ということです。そうなると、自分に支払わ
れた報酬が相当でなかったということを著作者はいつ知
るのかということが問題になります。ただ、法律的なエキ
スパートもいないわけですし、先ほど申し上げたように、
裁判所でさえ何をもって相当な報酬とするかということを
判断しかねるということでありますから、これはとても難し
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い問題なのです。ですので、実際には、契約の締結後
10 年ということになると思います。
それから、さらに申し上げたいのは、32 条については
政治の世界でも賛否両論があるということです。著作者
や翻訳者側から見ると報酬がグッと上がるチャンスがあり
ます。例えば、頁単位の報酬に比べると、5,000 冊以上売
れれば上乗せして追加報酬が入ってくるわけで、これは
大きな額になるということです。それから、著作権法の中
にも他の条項で著作者として報酬を上げる条項が入って
います。
でも利用者側から見るとどうでしょうか。利用者側から
見ると著作者のように嬉しくはないはずです。つまり、利
用者側の方は、予算を立てにくいということになってしま
うわけです。著作物に対してどのくらいコストを払わなけ
ればならないのかということがハッキリしないのです。相
当な報酬の額もハッキリしません。
これは私自身が 32 条について関わった事件でしたが、
あるデザイナーがいまして、中小規模の家具のメーカー
から依頼を受けて、ウェブサイトに掲載するビラとか広告
とか色々なものを作り、通常の広告材料をもらったという
件がありました。デザイナーはそのときに 35 万ユーロを
報酬として受け取っています。その後、当事者間の協力
関係が終了すると、デザイナーの方が 32 条を持ち出し
てまいりまして、580 万ユーロを追加で払ってほしいと言
ってきたわけなのです。日本円に直すと 6 億円でしょうか。
最初に35 万ユーロ、もしくは3,500 万円相当を報酬として
受け取っていて、さらに追加報酬を要求してきたわけで
す。
家具メーカーの方は、これを全額払ってしまうと破産し
てしまうわけです。でも、会社は破産するような経営はし
ないのであって、こんなに報酬が高いのだったら、会社
としてはそのデザイナーに対してデザインを依頼してい
なかった、そんなに高額の報酬がかかると最初からわか
っていたら注文しなかったというわけです。
この件は、極端かもしれませんけれども、32 条で考え
ますと、翻訳者のケースも同じで、出版社側にとっては、
ある程度確実性をもって予算を組みたいわけです。でも
後になって翻訳者にもっと追加報酬を払わなくちゃいけ
ないということになると、予算が大きく変わってきてしまう
わけです。そのため現在、32 条に関して憲法異議の訴
えを行っている事件がございます。
２ 共通報酬規定
ノルデマン： こうした問題が起こらないようにする方法
は、共通報酬規定を使うことです。ドイツの立法者も、こう
いう問題が生じることは予めわかっていたのです。起草
者としては、著作者団体と利用者団体が共通報酬規定を
作ることで、相当な報酬を予めある程度明確にしておく
方法を用意しました。そうした共通報酬規定が設けられ
ている場合には、裁判所はこれをもって相当とみなすと
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理解するということになっています。だから共通報酬規定
があれば、裁判所はそれを参照するだけで済むというこ
とになるわけです。
では、共通報酬規定というのはどのように定められるの
でしょうか。これは、代表性があって独立性がある著作者
団体および利用者団体または個人の利用者が決められ
るということになっています。一定の条件下においては
調停を利用することもできます。つまり、当事者同士で共
通報酬規定に合意できない場合には調停を受けるという
ルートが残っています。そして労働協約が共通報酬規定
よりもおおむね優先されることになります。
ところが、ソフトウエアの場合を除けば、著作者というの
はフリーランスの場合が多いです。従って、実際こういう
ことはほとんどないのです。つまり、書籍の翻訳家という
のは、みんなフリーランスでやっているわけで、従業員
ではないです。映画監督もフリーの人たちが多く、従業
員ではないのです。もちろん雇われている監督もいない
わけではないですけれども、ドイツの著作者はほとんど
の場合フリーであるということです。
2002 年に法律が発効されましたので、今は 2011 年で
すから、もう 9 年経っております。では、32 条の負担を軽
くするための共通報酬規定は幾つできたと思われます
か？たった二つです。しかも、その対象範囲はとても狭
いです。
第一のものはドイツ語のフィクション作家たちの協会が
作ったものです。フィクションを書いている人たちというこ
とで、この世界では共通報酬規定ができております。リテ
ールプライスの 10％ということになっています。ペーパ
ーバックの場合には小売価格の 5～8％となるという風に
定められています。それから第二の共通報酬規定は、新
聞に関するドイツジャーナリスト協会とドイツ新聞発行協
会がつくったものです。ただ、これは週刊誌には当ては
まりませんので、かなり範囲が狭いものです。
他方、翻訳者についての共通報酬規定は出来ており
ません。デザイナーについてもありません。また、映画の
著作者とか音楽の著作者とかについては、全く共通報酬
規定がありません。ですから、利用者側から見ると全然予
算が立てられない状態ということです。もちろん今後もっ
と共通報酬規定ができる可能性はあるのですけれども、
現在は不安定極まりない状態になっています。
また、幾つか複数の共通報酬規定が併存することにな
るとどうなるのでしょうか。その場合は、報酬規定というの
は分野ごとに立てられることになります。優先順位が高い
ところでグラフィックデザインについてですとか、コーポ
レートアイデンティティの利用ですとか、文言通りの著作
者、翻訳者対出版社との間の雛型の契約などについて
等々です。でも、色々な可能性が考えられまして、例え
ば、先ほどリテールプライスの 10％をといったようなこと
がルールになっていると申し上げましたけれども、業界
が違うと 1１％、12％になったり、あるいはハードカバー

だったら異なる、といった風に異なる場合が出てくること
があるわけです。
これもなかなか困難な問題であり、ドイツの判例法で
はまだ解決を見ておりません。共通報酬規定は著作者の
団体のメンバーで請求をするというのが優先されるべき
だと思います。ですから自らが属している団体が決めた
規定に従うべきだと思います。でも団体のメンバーにな
っていない独立の著作者もいるわけで、そういった場合、
裁判所はやっぱりケース・バイ・ケースで判断せざるを得
ないと思います。
このように、32 条は色々問題がありますので、弁護士
は仕事に困らないことになろうかと思います。だから、か
つて出版社側が掲載した広告は的外れでは全然なかっ
たわけです。でも、私は弁護士として文句を言う立場にあ
りません。
３ 改訂「ベストセラー条項」
ノルデマン： では、他の条文についてもご説明したい
と思います。こちらは、改訂「ベストセラー条項」と呼ばれ
ている 32a 条です。32 条本体とは違って 32a 条という条
文です。これは、もし契約を締結するときに相当な報酬
が合意された場合であっても、その後、利用者の方があ
まりにも大きな成功を収めてしまったために、当初合意さ
れた報酬がアンバランスなほど低くなったという場合、そ
うした大きな利益に比べると、著作者もこれに見合った報
酬が欲しいというふうに考えるわけです。でも、もう契約
に報酬の額を盛り込んでしまったのだから、これでフェア
じゃないかという風に言うかもしれませんが、その後フタ
を開けてみたら、利用者があまりにも大成功を収めてしま
ったので、当初は確かにフェアだった報酬が事後的に見
てアンバランスだという場合、著作者が追加の報酬を求
めることができるような規定なのです。
このような大成功があるかどうかについて予測できた
か、できなかったかということは関係ありません。その基
準は、最初に合意された報酬額から 100％の乖離があっ
たかどうかということが目安になると考えられます。
一つ例を挙げます。この動画は予告編ですけれども、
日本でも放映された「Ｕボート」（Das Boot）です。ご覧く
ださい。第二次大戦中のドイツの潜水艦の話です。この
映画は 1980 年代に製作されたもので、潜水艦内の描写
が良かったということでアカデミー賞の候補にもなったの
です。非常に緊張感に満ちていたということで高い評価
を得たのですけれども、このチーフカメラマンがドイツ法
の下で映画の共同著作者だったのです。
当初、10 万ユーロを一括金としてもらいました。1980
年代の 10 万ユーロはまとまったお金だったので、これは
相当な報酬だと思われていたわけです。ところが、これ
がロングセラーになりました。映画館だけではなく、テレ
ビで放映されたりとか、DVD にもなったりしました。結局、
2002 年から2009 年の間に、20 回もドイツのテレビで放映
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されたのです。製作されたときから 25 年もたっているの
に、人気があるため 1 年に 1 回以上放映されているわけ
です。また海外のテレビでも放映されて、DVD も世界中
でたくさん売れました。
ですので、カメラマンとしては、これはもうベストセラー
以外の何ものでもないと主張し、10 万ユーロでは足りな
いとして追加報酬を請求しました。ミュンヘン高等裁判所
は、チーフカメラマンは追加報酬を受ける権利があるとし
ました。さらに事実を認定して計算する作業が残ってい
る状態です。これが改訂ベストセラー規定の意味です。
これは 32 条と同様、譲渡できないものです。また、契
約によって改訂することができない強行規定であります。
国際私法についてもそうです。例えば、「Das Boot」のカ
メラマンに日本人がいたとしたら、映画自体はアメリカも
しくは日本で製作されたとしても、ドイツ法の下で、少なく
ともドイツで利用された分については同じ請求ができる
わけです。
４ 後に知られた利用方法
ノルデマン： 最後に申し上げたいのは、2008 年に導入
された 32c 条です。これは、契約締結時に知られていな
かった利用方法について相当な報酬を求める権利です。
何故こういう条文が生まれたのかというと、理論的に必要
だったのです。過去の例をあげますと、ビデオは、1970
年代中盤までは知られていませんでしたので、これに関
しては未知の権利だったわけです。つまり著作者として
1960 年代後半に契約をした人というのは、その時点では
DVD が登場するとは知らなかったわけです。ビデオとし
て利用されるといったようなことになれば、報酬について
も手当てしなければいけないということになります。
特に32条に関して、大きな問題が起こっているというこ
とは、すでに申し上げました。つまり利用者の方が非常
に不安定な状況に置かれてしまって、予算を立てにくい
ということになるわけです。
でもそのおかげでたくさんの仕事が弁護士の方に来る
ことになりました。ですから、それは弁護士にとっていい
ことであります。そのことを申し上げて私の講演を終わら
せていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
（拍手）
Ⅲ 議 論
１ 日本法の視点から（上野達弘）
上野： ノルデマン先生、どうもありがとうございました。
この時間は、ノルデマン先生のご講演を受けまして、
若干の議論を行いたいと思います。まず私の方から、日
本法の観点から簡単にコメントさせていただいた後、安
藤先生、松田先生そしてアン先生からご質問なりご意見
なりをいただきまして、ノルデマン先生からお答えをいた
だきたいと思います。その後、時間がありましたらフロア
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からのご発言をいただきたいと思います。
さて、ノルデマン先生からは、ドイツ法における相当な
報酬を受ける著作者の権利を中心に大変興味深いご報
告をいただきました。2002 年に改正されたドイツ著作権
法 32 条によれば、たとえ契約において瑕疵のない合意
をしたと致しましても、合意された報酬が客観的に「相当」
でないとされるのであれば、たとえ合意された報酬が当
該業界慣行に合致しているという意味で「通常」のものだ
といたしましても、著作者は契約の相手方に対して相当
な報酬を与えるように契約の変更を請求できる、という風
に規定されているわけでございます。
これは形式的に見ますと、契約の改訂を請求する権利
であります。厳密に申しますと、この改正の立法過程に
おいて当初提案されていたような、法定報酬請求権とは
異なるわけですけれども、実質的に見ると、相当な報酬
の支払いを請求できる、譲渡できない権利を著作者に付
与しているという理解ができます。
なお、立法過程で作成された法案というのは、ドイツ法
務省の委託を受けて、四人の教授によって作成されたい
わゆる「教授草案」と呼ばれるものですけれども、ノルデ
マン先生のお父さまのヴィルヘルム・ノルデマン先生も
そのお一人でありました。
また、たとえ契約時には報酬が相当であったとしても、
その後、当該著作物が大きな成功を収めたために、事後
的に見ると大きな収益と報酬との間に著しいアンバランス
が生じた場合に、著作者は利用者に対して追加的な利
益分配を求めることができるという規定もあるわけです。
このいわゆる「改訂版ベストセラー条項」というのは、そ
うした成功を契約当事者が事前に予見し得たとしても適
用されるという点で、いわゆる事情変更の法理に基づく
契約の改訂とも異なるように思われます。
こうした点において、これらのドイツ法の規定は、著作
者というもの属性に着目して、いわゆる契約の拘束力、
すなわち「合意は拘束する」という原則それ自体を修正
するものと位置付けることができます。
さて、こうしたドイツ法に対して、日本法の状況は全く
異なります。
そもそも、日本の著作権法には契約法的な規定が非
常に少ないです。そして、著作権は完全に譲渡が可能
でありまして、この点は、そもそも著作権が譲渡できない
というドイツ法とは大きく異なる点です。また、日本では著
作権の譲渡契約は書面による必要がないというのも、諸
外国とは異なるようです。
ただ、我が国においても次のような規定はあります。と
いうのは、たとえ全ての著作権を譲渡するという契約を締
結しても、現実に全ての著作権が譲渡されたと解釈され
るとは限らないというものです。すなわち 61 条 2 項によ
れば、著作権譲渡契約において二次的著作物の作成権
すなわち 27 条、それからその利用権である 28 条が権利
の目的として特掲されていないとき、これらの権利は譲渡
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人に留保されたものと推定するという規定があります。
これは確かに著作権者を保護する規定だと言えます。
しかし、この規定はあくまでも推定規定に過ぎないため、
契約書にそれらの権利を特掲しさえすれば二次利用の
権利を含めて全ての著作権を譲渡することは容易です。
さらに、この規定は著作権の譲渡人に適用されるのであ
りますから、著作権者であってもそれが同時に「著作者」
であるとは限りません。
そして、我が国著作権法は契約の対価に関する規定
が全くありません。従って、ライセンス料や著作権譲渡の
対価は当事者が自由に決定できます。その額がいかに
低く、そして一括払いであっても、あるいは当該著作物
が思いがけずミリオンセラーになったとしても、一旦合意
したライセンス料や著作権譲渡の対価の変更を求めるこ
とは通常できません。
それどころか、わが国における裁判例には、権利の包
括的な譲渡契約が締結されたという事案において、これ
は 1989 年の契約でしたけれども、契約時には送信可能
化権がまだ法定されていなかったにもかかわらず、――
この送信可能化権は 1997 年に改正によって設けられま
すけれども、そういう当時存在しなかったはずの送信可
能化権も過去に行われた包括的譲渡契約の対象に含ま
れるとした裁判例さえ見受けられるのです。
このように、日本の状況はドイツとは全く異なります。そ
のため、本日ノルデマン先生にご紹介いただいたドイツ
法における諸規定や相当な報酬を受ける著作者の権利
といったものは、多くの日本人にとって“驚き”であり、我
が国著作権法の観点からするとひょっとすると奇異にさ
え感じられるかもしれません。
しかし、今日、私が指摘したいのは、驚きであり奇異に
感じられる、というのは、むしろヨーロッパ大陸法、少なく
ともドイツ法から見た日本の著作権法かもしれないという
ことです。
日本法は伝統的に大陸法の影響を強く受けてきたとさ
れ、著作権法もその例外ではありません。確かに、日本
の著作権法の基本構造を見ると、ヨーロッパ大陸法スタイ
ルに見えます。
しかし、そうした見方はもはや正確ではないかもしれま
せん。本日このことについて詳しく語る余裕は実はない
のですけれども、すでに本日の第一部でも議論された日
本の職務著作制度はヨーロッパ大陸法の創作者主義か
らの逸脱として最も重要なものだと言えます。
つまり、日本法では職務著作について、現実に著作物
を作成した自然人ではなく、使用者である法人等が著作
者となるわけです。このとき従業者には何の権利も何の
立場も与えられません。著作者人格権も報酬もないわけ
です。そのため、日本法においては、著作者というもの
が一般に弱い立場にあるとカテゴリカルに言うことができ
ないわけです。
例えば、先ほど述べた 61 条 2 項の特掲要件について、

中山信弘教授が削除を主張しておられるというのも、日
本法上の著作者というものは特に保護すべき理由がない
ということに基づきます。中山教授によれば、日本法にお
ける著作者というのは、例えばマイクロソフト社のような、
到底弱者とは言えないようなものも含むのだと強調される
わけです。
もしこうした見解に従うのであれば、ドイツにおける相
当な報酬を求める著作者の権利というようなものをドイツ
法全体の文脈を捨象して日本法に導入する余地はほと
んどないように見えます。
しかしながら、再認識されてしかるべきではないかと思
いますのは、我が国の現行著作権法がヨーロッパ大陸法
の創作者主義から見て、いつの間にか大きな距離ができ
たということであります。
もちろん日本の著作権法は利用者にとっての便宜性
が高く、とりわけ積極的に評価されるべきである面もある
ことは確かです。ただ他方で、国際的観点から見ると、と
りわけ大陸法系著作権法システムと比較するならば、我
が国著作権法は、本日詳しく述べることはできないので
すけれども、事実行為としての創作行為を行う自然人とし
てのクリエイタの立場や権利を疎かにする傾向が、相対
的にはあるように思えてなりません。
私の個人的意見では、我が国著作権法は中長期的な
課題としてはこうした現状を再認識し、よりクリエイタ指向
の法システムを目指すことが検討されてしかるべきでは
ないかと考えております。
その意味では、本日のノルデマン先生のご講演は、単
にドイツの興味深いお話というものに止まらず、我が国著
作権法のヨーロッパ大陸法からの距離感を今一度思い
起こさせ、将来における根本的な改正の可能性を示唆す
るものと言えるのではないかという風に私は思います。
ありがとうございました。（拍手）
２ アメリカ法の視点から（安藤和宏）
上野： それでは、続いて安藤先生からコメントをいただ
きたいと思います。
先ほどすでにご紹介がありましたけれども、安藤先生
のご著書『よくわかる音楽著作権ビジネス（リットーミュー
ジック）』は正にベストセラーでありまして、それ以外にも
著作権契約に関するご論稿も多数おありです。そのよう
なわけで本日コメントをお願いした次第であります。
では、どうぞよろしくお願いいたします。
安藤： 私が多分ここに呼ばれた最大の理由は、終了権
制度の論文を早稲田法学会誌に載せているということと、
アメリカのロースクールで著作権法を学んで、アメリカ著
作権法の研究を専門にしているというこの二つの点だと
思います。
今日のノルデマン先生のお話を聞いたときに、すぐに
思い付いたのは子門真人さんの「およげ！たいやきく
ん」の話です。これは 1975 年に発売されたレコードです。
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「ひらけ！ポンキッキ」という子ども向けのテレビ番組のた
めに歌った曲で、そんなに売れるとは思わなかったので
吹込料として5万円だけ貰って帰った。いわゆる買取りで
すね。そしたらこの曲が大ヒットして 450 万枚以上も売れ
ました。そのおかげでキャニオンレコードというレコード
会社は自社ビルを建てたという話があるぐらいです。
しかし、あまりにもヒットしたのでキャニオンレコードは
良心の呵責にさいなまれたんでしょう。その後、子門さん
にボーナスとして百万円と白いギターを贈ったという話が
あります。ちなみに、このレコードの B 面である「いっぽ
んでもニンジン」という曲を歌ったなぎら健壱さんは、吹
込料 3 万円で歌ったそうです。でも B 面は特にヒットしな
かったので、子門さんのようにボーナスはもらえなかった。
ちょっと可哀想ですね。でもその話を頻繁にテレビで喋
ってるものですから、百万円以上は稼げたのではないか
と思います。先ほどノルデマン先生からベストセラー条項
のご説明がありましたが、まさに 32a 条が該当するケース
かなという風に思いました。
また、32c 条の未知の利用方法は皆さんもすぐに思い
浮かべたと思いますけれども、日本には「THE BOOM」
事件1と「HEAT WAVE」事件2があります。法律の改正に
よって送信可能化権が著作隣接権者に付与される前に、
レコード製作者や実演家がその著作隣接権をレコード会
社に譲渡した場合、新しく付与された送信可能化権は、
レコード会社に譲渡されているのか、あるいはレコード製
作者や実演家に留保されているのかということが争われ
ました。これはレコード会社から原盤制作会社や実演家
に支払われる音楽配信の印税率が低すぎるのではない
かという、事務所やアーティストの不満が事件の背景に
あります。
レコード会社は、CD と同じ印税率を音楽配信にも適用
するという姿勢を強硬に貫いています。音楽配信というの
は製造費も要らない、倉庫代も要らない、営業所も要らな
い。ただサーバーに音源を蓄積し、ユーザーに販売す
るだけでいいのでコストが全く違うんです。 このケース
は正に 32c 条のケースに該当するのではないかという風
に思います。
前置きはそのぐらいにして、本日はアメリカ著作権法
からの視点ということで若干お話をさせていただきたいと
思います。皆さんのアメリカ著作権法に対するイメージと
いうのは、きっと先ほどの職務著作制度の話を聞くと、著
作権産業、コンテンツ産業に対する保護が厚いんじゃな
いかという風に思われる方がたくさんいるかと思います。
ただ、私の捉え方は少々違います。それをこれからお話
ししたいと思います。
まず、アメリカでは労働協約が作家や実演家を厚く保
護し て い ま す 。 実演家の ユ ニ オ ン だ け で も AFM
1
2

東京地判平 19・1・19〈THE BOOM 事件〉
東京地判平 19・4・27〈HEAT WAVE 事件〉
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（ American Federation of Musicians ）、SAG-AFTRA（ Screen
Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists）
を始めとして、AGMA（American Guild of Musical Artists）、
AEA（Actors Equity Association）等、さまざまなユニオンが
存在しています。
これらのユニオンは、レコード会社やテレビ局と労働
協約を結んで、アーティストや演奏家を保護しています。
例えばSAG-AFTRAという団体に所属していますと、ロイ
ヤルティー方式で印税が貰えなかったとしても、先ほど
のベストセラー条項みたいに、レコードが一定程度売れ
ると、追加報酬が貰えるという労働協約になっています。
このようにアメリカというのは著作権契約法という形こそ
採っていませんが、労働協約でかなりの程度、アーティ
ストや著作者を保護しているという実態があります。まず
これを一つ指摘したいと思います。
次にお話したいのが終了権制度です。アメリカでは
1976 年に著作権法が全面改正されるまで、著作権保護
期間について更新制度という制度を持っていました。更
新制度の下では、「28 年プラス 28 年」というように、著作
権保護期間を二つのパートに分けます。そして、最初の
保護期間中に著作権の譲渡やライセンスがあっても、更
新期間について著作者やその遺族が著作権を取り戻す
ことができるというものです。この更新制度の目的の一つ
は、著作者または遺族に、作品から得られる正当な利益
を得る二度目の機会を与えることです。著作者は潜在的
な財産的価値がとても高い作品の権利を信じられないく
らい安い対価で売ってしまうことは、珍しくありません。ド
イツではこのような不公平を著作者「相当な報酬の請求
権」を付与することによって是正しようとしていますが、ア
メリカでは 28 年で著作権契約を終了させることによって、
交渉のイニシアティブを著作者に与えたわけです。
この更新制度は、1976 年法が著作権保護期間を著作
者の生存期間中プラス 50 年間に変更したために廃止さ
れますが、代わりに終了権制度という法制度を創設する
ことによって、更新制度の目的を達成しようとします。終
了権制度というのは、著作権譲渡やライセンス等の権利
付与が行われた日から35年後に、終了権を行使すること
によって、著作者や遺族が著作権を取り戻すことができ
るという制度です。例えば、作家が出版社に 1,000 ドルで
著作権を譲渡したとしましょう。この作品がハリー・ポッタ
ーのように大ヒットを飛ばした。その場合、作家は権利付
与を終了させる通知を出版社に送れば、35 年後に著作
権は作家に戻ってきます。作家は同じ出版社に出版のラ
イセンスをしてもいいし、再び権利を譲渡してもいいです。
あるいは他の出版社にライセンスすることもできるし、自
分で出版社を設立して本を発行することもできます。ちな
みに、アメリカでは著作権譲渡や独占ライセンスをする
場合、書面性が要求されています。日本のように口頭契
約で成立するという制度を採っていません。
私はアメリカのロースクールに留学しているときにこの
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終了権制度を研究して、早稲田法学会誌という雑誌に論
文を掲載しましたが3、この終了権制度を日本で紹介して
いる文献はほとんどありません。アメリカのロースクール
でもあまり教えていませんでした。映画会社やレコード会
社などのエンターテイメント産業にとってはあまり好ましく
ない法制度であることは確かです。
先ほどお話ししたとおり、この制度の趣旨は「セカンド
チャンスを著作者に与えよう」というものです。つまり、著
作者というのは最初の契約のときはその著作物の価値が
わからない。まさに今日のノルデマン先生のお話の通り、
「Das Boot」のように作品が予想を遥かに超えて大ヒットす
ることがあります。多分、日本では「Uボート」という映画で
大ヒットした映画だと思います。
先ほどの子門真人さんの例のように、こういうケースは
本当によくあるんです。アメリカではそれは不公平でしょ
うということで、35 年経てばもう一度交渉のチャンスを与
える。もう一度ライセンスをする、あるいは自分で出版す
る。たとえばハリー・ポッターの著作者だったら今度は自
分で出版して儲ける。そういうことができるという強い権利
をアメリカの著作権法は規定しています。
実は、アメリカは 1976 年法による終了権制度の導入の
際に、ドイツ法の契約変更のアプローチの採用の可否を
検討していました。著作権局長が 1964 年 7 月に連邦議
会に提出した草案の一つは、「権利付与の 20 年後にお
いて、権利の譲受人が受け取る利益が著作者の取り分
に比べて、著しく不均衡な、つまり高い場合、契約条件を
変更するか、あるいは権利移転を終了させるための訴訟
を提起することができる。」というものでした。この草案で
は、著作者は契約条件の変更および権利移転の終了を
求めることができますが、権利移転の終了が認められる
のは衡平な変更が不可能と判断されるときに限るとされ
ていました。
この草案には、当事者双方にメリットがありました。著作
者は、20 年後とはいえ、比較的早い時期に契約相手と再
交渉し、正当な報酬を受け取ることができます。一方、権
利の譲受人は、契約関係が継続できるため、事業を中止
する必要はありません。著作者の不満が相手の事業展
開や契約履行ではなく、報酬の多寡にあるのであれば、
あえて契約関係を終了させる必要はないでしょう。事業
関係者に与える影響も少なくて済みます。ただし、この契
約変更のアプローチは、衡平法（equity law）の観点に基
づく合理的かつ公正な報酬の算出が困難であるという理
由で採用に至りませんでした。
一方、ドイツにおいてもアメリカのような終了権制度の
導入を検討していたようです。1991 年のヴィルヘルム・ノ
ルデマン先生の草案、2000 年の教授草案、そして 2001
年の政府草案によれば、30 年を超える期間の利用権許

3

安藤和宏「アメリカ著作権法における終了権制度の一考察 ：著作者に契
約のチャンスは 2 度必要か」早稲田法学会誌 58・2（2008・3）

諾契約の場合、30 年が経過すれば、著作者は契約関係
を終了させることができるものとされていました。ただし、
教授草案と政府草案には大きな違いがあります。政府草
案は、解約権が行使できるのは、「契約関係の継続が両
当事者の利益及び全体的事情の考量のもとで、不適切
である場合」に限定しています。アメリカではこのような条
件は付されていませんので、そういう意味では政府草案
における解約権は、アメリカの終了権に比べると、弱い権
利に変わってしまったと言えるでしょう。しかも、この規定
は連邦法務委員会による最終の修正段階で改正対象か
ら削除されたようです。解約権の立法化には産業界から
の強い反対が予想されますが、一方で著作者からの強
い 要望も 存在す るよ う に 思いま す 。 ま た 、 Clemens
Kohnen 先生のように解約権の導入を強く主張する学者も
いるように聞いています。ノルデマン先生には、この辺り
の経緯や解約権を導入すべきか否かについて、是非ご
教授願えればと思います。
以上が私のコメントです。ご清聴、ありがとうございまし
た。（拍手）
３ 実務家の視点から（松田政行）
上野： どうもありがとうございました。それでは松田政行
先生にコメントをお願いいたしますが、私から松田先生
につきまして簡単にご紹介させていただきます。
松田政行先生は、現在、森・濱田松本法律事務所のパ
ートナー弁護士でございまして、これまでにも、ときめきメ
モリアル事件やロクラクⅡ事件、まねきＴＶ事件、三国志
Ⅲ事件ですとか、挙げ出したらキリがないほど著作権法
に関する著名な事件の代理人をされたことでも知られて
おります。また、中央大学法科大学院および青山学院大
学法科大学院において客員教授も務めておられます。
『同一性保持権の研究（有斐閣 2006）』というご著書は
有名ですけれども、契約法につきましても以前から多数
の論文を発表されておられます。それから 2007 年から著
作権情報センター（CRIC）というところで著作権契約法委
員会というのが設置されまして、こちらでも座長を務めて
おられました。私もその委員でありました。その報告書は
本日ご希望の方に配布していると聞いております。その
中で、松田先生はあるべき契約法を条文化したものとし
ての「著作権契約法コード」というものを公表しておられ
ます。それでは松田先生お願いいたします。
松田： 松田でございます。初めに、この近年で著作権
法の制度の中で日本の著作権実務家としてショックを受
けたものには、三つあります。
一つは、グーグル問題で端を発しました Google books
です。オプトアウト制度というものは著作権契約法上いか
なる状況で承認されるべきや、という命題であります。グ
ーグル問題を今日扱うわけではありませんが、この問題
があったということをお話ししておきましょう。
それから、次にショックを受けたのは、ドイツの著作権
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契約法 32 条です。瑕疵のない契約でありましても、後日
に至って使用料の追加請求ができる。
もう一つ、北欧の制度で権利者団体が代表して契約を
結びますと、それに組織化されていない著作者につい
てもその拘束を受けるという制度であります。この三つで
す。北欧の制度は拡大集中許諾制度（extended collective
license）と言います。この三つは著作権法を日本法から眺
めてベルヌ条約秩序を見てますと、日本人には大変にシ
ョックに思うわけです。ですから少し日本法から離れて
色々な自由な発想で制度を考えるということが求められ
ているのではないかと思っています。
そこで日本の著作権法についてもっと自由に、多様な
利用も含めて契約によってものを解決していこうという動
きがありますから、日本の著作権契約というものを考えて
みようと思ったのです。それで先ほど紹介されました、著
作権契約法現行コードというものを作ったのです。これは
条文にして表現してみようとしたものです。あるべき著作
権契約法を作ろうというのではなくて、現在ある著作権契
約に関する法的核心をコードとして表現してみようという
ものです。
そこでこれを書いているところで、当然ドイツの著作権
契約法についても若干の研究をしなければならなかった
わけです。そしてドイツ法の紹介としては、上野先生が既
にこの報告書の中で今日の 32 条のご紹介をしていただ
いております。では、日本法はこれと同じような解釈とか
判例とか、ないしはこれを条文化する場合にどういう条文
を想定するのかという議論をしたわけです。そのことにつ
いて若干説明をさせていただきたいと思います。
この報告書は著作権情報センターから寄贈をいただ
いて、配布させていただきました。数が十分でなかった
ので、申し訳ありませんが必要な部分を画面で表示させ
ていただきます。CRIC には感謝しております。
ドイツ著作権法 32 条に対応する条文が日本法にある
かを見た場合、32 条と 32b 条に当たるベストセラー条項
に近いものを日本法上考えることができるか、32c 条の新
たな技術が生まれて、ないしは新たな権利などが生まれ
た場合、それを契約の中に取り込んでいるかという問題。
この二点について日本法を考えてみましょう。
上野先生からも説明がありましたように、日本法上は
61 条、63 条とそれから出版権設定契約に関する条文以
外には契約法に関する規定はないと言ってもいいでしょ
う。それでまず、契約一般を考える原則的な解釈論として
は恐らくこういうところは当てはまるだろうということでコー
ド化いたしました。
譲渡、設定、許諾において、その範囲がどの範囲内で
あるかということは時折議論になるわけです。その場には
その契約の目的、対価の有無その額、著作物の性質や
利用の目的、態様等を勘案して契約を解釈しなければな
らないというのは、これはかなり一般的に言えることだろう
と思います。
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その場に取引の慣行を勘案するのは当然ということに
なります。これは誰しも同じような解釈原則は持つものだ
ろうと思います。ここのところを取りまとめるについてほと
んど問題はありませんでした。
ではドイツ法に近い使用料の追加請求、こういうことが
許される場面が日本法にもあるだろうかということを考え
てみましょう。著作権契約法規コードの 74 条があります。
極めて限られた場合には使用料の追加請求が可能な場
合があるということになります。この場合しかないだろうと
いうふうに委員の中で議論しました。どういう場面かと言
いますと、出版を目的として著作権の譲渡がなされた場
合。その後、出版以外の目的でそのコンテンツを使用す
ることになったときに権利者、著作者は追加の請求がで
きると考えるべきではないかということです。
これは現実にあることなのです。出版社が、出版契約
を著作権譲渡契約の形式で行うことが前提になります。
デジタルコンテンツを流通させるためにデジタル化する
ことについて使用料請求権という問題が起こります。こう
いう限られた場面については、日本法でも使用料の追加
請求権ということは考えることができるのではないか、と
いう議論をいたしましてコード化を致しました。
こういう場合以外は、結局使用料の追加請求権と言うこ
とは考えられないというのが日本法の解釈になるわけで
あります。使用料の追加請求権という問題が日本の当事
者間において起こったときに、違う問題で起こるだろうと
いう議論が生じました。
それは追加請求権ではなくて最初の契約の範囲内に
入っているか、という契約の目的の範囲内かどうかという
議論になると考えました。それならば一定の解釈につき、
場合分けをすればコード化ができるのではないかという
風に考えた次第です。そのことを説明します。
これを考えるときに著作権の譲渡契約が成立していて、
その後に支分権が設定されたり、技術の発展に基づく新
しい利用方法が生まれたりした場合、この場合について
場合を分けて考えてみました。
一つは著作権の全部を譲渡する場合であります。著作
権の全部を譲渡してしまって、その後に新しい支分権が
生じた場合についてコードの 40 条1 項で整理をしており
ます。この場合につきましては、譲渡の目的であったと推
定していいだろうと考えました。推定です。その後に但書
も入れてあります。そして、2 項は新しい利用方法が生ま
れた場合はどうだろうか。その場、当該利用の方法にも、
この契約の範囲は及ぶだろうという風に推定していいだ
ろうと考えました。これが一つの類型です。
もう一つは、次の条文になりますが、著作権全部では
なくて支分権の譲渡をした場合で同じ状況が生じた場合
どうなるかということであります。新しい支分権について
は譲渡の目的でなかったものと推定するという風に考え
ました。ただし、これについては但書が重要になってくる
という風に考えます。
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この支分権の譲渡だけにおいて新しい利用方法が生
まれた場合はどうかということも考えなければなりません
が、この場合についても支分権の譲渡時に契約成立時
において、当事者が想定しなかった利用の方法につい
ては契約の目的でなかったものと推定するということがで
きるのではないかと考えております。
ここまでは著作権の全部譲渡と、支分権の譲渡を場合
分けしたわけですが、次は支分権の一部を譲渡するとい
う契約について考えました。実は著作権実務上は稀にこ
の一部の譲渡と言うことがあるのです。支分権を物権的
請求権で構成しているわけですから、そういう性質として
考えているわけで、支分権を細分化して、それを物権的
請求権の対象にするということ自体、何か不思議な気が
しますけれども、実務上は、これは平気でやられているこ
とです。
著作権の登録実務もそのように行われています。この
場合にはその支分権を譲渡する著作権譲渡契約におい
て利用の方法を限定した一部の譲渡か、利用期間や利
用の地域を限定した支分権の一部譲渡かの二つを考え
ることになります。前者すなわち利用方法を限定する支
分権の一部譲渡は、新たに生じた利用が契約の利用の
目的にならないと考えるものです。契約外の行為になる
かと考えます。
利用の期間や利用の地域を限定した一部支分権の譲
渡の場合は、前条の 2 項を適用して譲渡契約の目的の
範囲内であるということを推定することができるだろうとい
う風に考えました。
こういう場合分けをして、支分権ないしは著作権の範
囲外であるということが認められれば、使用料の追加請
求権という形ではなくて、権利行使の可否を分けることが
できるという風に考えたわけであります。もちろんこういう
ふうに整理をいたしましても、これは何人かの委員で検
討して現行の著作権契約がもしあるとすればどういう条
文になるかを検討しただけのことでございます。
本来は著作権契約法を日本でも検討してみてはどうか
というのが私の個人的意見であります。後は議論に譲ら
していただきます。ありがとうございます。（拍手）
４ 討 議
上野： どうもありがとうございました。
それでは続きましてアン先生にコメントをお願いしたい
と思います。アン先生とは、私この夏にミュンヘンにおり
ましたときにお会いしまして、竹中先生と一緒にお昼を食
べさせていただいたことがあります。
アン： 本日、ドイツの著作権法に行われた改革の一つ
について色々お話を承りました。ドイツの著作権法という
のは移動標的みたいな感じになっているのです。という
のは、改正が、一番目、二番目、三番目のバスケットとし
て協議されているのです。ということで、ほとんどのもの
は論争を呼ぶような形で議論されており、今出てきている

バスケットは良い法律なのか悪い法律なのか議論が分
かれているところであります。
もちろん、最初非常に議論を呼んだ改正案でありまし
ても、今から思い起こして考えてみると、それほど中身は
悪くなかったということもあります。正反対のことも起こり得
ます。例えば、改革の中でやらなかった方がよかった改
革というのも時々はあると思うのです。日本ではどうでし
ょうか。
色々お話を伺いまして、ドイツの 2002 年の改正によっ
て、例えば出版社側のコストがかさんでしまって、おかげ
で弁護士の仕事が増えましたといったような話がありまし
た。本当に相当な報酬がクリエイティブな頭脳に対して
働いているのかという点については、ちゃんと現実のも
のとなったんでしょうか。それとも全然実現されてないの
でしょうか。そうしたことについての総括はどのくらい進ん
でいるのか。これはドイツの視点から考えるべきことだと
いう風に思いますし、是非ドイツについてお聞きしたいな
と思います。
上野： それでは、ノルデマン先生にお答えいただけれ
ばと思いますけれどもいかがでしょうか。
ノルデマン： どうもありがとうございます。安藤先生、上
野先生また松田先生、またアン先生から貴重なコメントを
いただいてありがとうございます。
それでは、私の方からは、まず安藤先生のコメントに
対する答えから始めさせていただきます。
アメリカの視点からということでいただきましたので、ド
イツがこの相当な報酬についてどう考えているかというこ
となのですけれども、明らかにアメリカの契約法に対して
のアプローチはドイツのアプローチとは違います。これ
はアン先生もおっしゃったとおりです。
アメリカは契約の自由を信奉しています。ともかく自由
な交渉を推進しているわけです。しかしながら、ドイツの
立法者はまず弱い人たちのことを考えなくてはいけない
といつも考えています。ですから、法律に条文を盛り込
んで、自由に交渉をさせないようにするという風にしてい
るわけです。例えば、著作者の方がいつも弱い立場に置
かれがちなので、悪い契約を飲まされないように、報酬
の額などについても冷遇されないように措置するというこ
とをしているわけです。
ただ、どうしてもドイツの立法者というのは、性格的に、
常に弱者の立場を考えて法律を作る嫌いがあるわけな
のです。だからこそドイツの法律はこういうドイツの法律
になっているのに、どうしてアメリカは違うのかという説明
も可能だと思います。アメリカはこの面については規制
が弱いというか、ドイツほど強くないわけです。
どのシステムがいいのかという話でしたが、これはあえ
て判断したくないという風に思います。というのは、議論
が難しくなってしまうからです。私の経験から申し上げら
れるのは、映画産業界の経験なのですけれども、少なく
ともアメリカの制度はこの場合、うまくいっているという風
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に思います。それはギルドシステムのことです。例えば、
脚本家ですとか監督ですとかそれぞれ団体を持ってい
て、強い立場を持っており、そこで著作者として強い権利
を主張できているわけです。ですから、ドイツの視点から
見れば少なくともアメリカの著作者はちゃんと相当な報酬
を得ていると思います。
また、ドイツの一般的な見解としては、アメリカの映画
監督は多分 32 条で請求してこないと考えられています。
というのは、ギルドシステムの中で十分な報酬を得ている
からです。実際の提訴も無いのではないでしょうか。で
すから、アメリカの制度の下で、もしかしましたらドイツの
制度よりもいい結果をもたらすということかもしれません。
というのは、アメリカの監督に比べて、ドイツの映画界
の場合は監督の報酬はかなり低いのです。だからこそド
イツの立法者として何とかしなければいけない、もっと積
極的になろうということで、もっとドイツの著作者にもツー
ルを与えなければいけないということで今回のような法律
になったのではないかと思います。
あと、アメリカ法上の終了権についてですけれども、こ
れはベストセラー問題の一部をカバーしていると思いま
す。というのは、アメリカにおいては、例えば 35 年経った
後、この終了権を行使できます。35 年経っても売れてい
る作品というのはベストセラーだということです。だから、
これはドイツで言っているベストセラーということだと思い
ます。
ですので、アメリカの終了権制度は、ベストセラーケー
スの別の規制の仕方という風に考えてよろしいんじゃな
いでしょうか。また、安藤先生がおっしゃったように、確か
にドイツ国内でもある程度議論があったのですけれども、
ベストセラー条項が 2002 年に改訂されましたので、政治
的なオプションとして真剣に受け取られなくなったという
ことだと思います。
終了権をわざわざドイツ法に導入するということでなく、
ベストセラー条項というのはすでに著作者に優しい条文
になっていますので、今のところ政治的な状況を考えて
もあえて終了権をドイツ法に入れるといったような動きは
ないと思います。
それよりも著作者団体に言わせますと、32 条について
の問題は結局、共通報酬規定があまりにも少な過ぎると
いうのが問題だということになっています。著作者にとっ
ても利用者にとってもこれは問題です。利用者側から言
うと、最終的なコストがいくらになるのか予想がつかない
ので、予算の立てようがないわけです。
どうして共通報酬規定があまりできないのかと言いま
すと、先ほど調停メカニズムのことを申し上げましたけれ
ども、結局強制的な判断にリードをするものがないので
す。仲裁判断を下して強制的に共通報酬規定を作りなさ
いという風になれば別ですけれども、強制でない場合は
なかなか当事者間で合意がつかないということだと思い
ます。
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また次のバスケットの著作権法改正においては、強制
的な判断で共通規定を作ることができるのかもしれませ
んが、実際には、この面についての改正はされないので
はないかという風に思っております。
次にお答えを申し上げたいのは、今の状況というのは
不満足な状態ということです。そもそも最初の意図として
は、著作者に優しい法律を作ろうと思っていたのですけ
れども、著作者に対しての報酬はあまり改善されなかっ
たのです。確かに翻訳者は別で、かなり訴訟を起こして
おりまして、いい報酬を受けることになっています。
しかし、他の音楽、映画、衣装、写真といったような分
野では、著作者に対する報酬慣行は何ら変わっていな
いのです。というのは共通報酬規定が出来ていないから
です。ですからドイツの立法家ももう一回結果を見てもら
って、改良するとこは改良する、改善するところは改善す
るということを検討してもいいかもしれません。
あの立法上の目的をよりよく果たすためにもう少し検討
してもいいのではないかという風に思っています。まだ
著作者への報酬という面では不十分な点がたくさん残っ
ておりますので。
上野： どうもありがとうございました。パネリストの中で他
にコメントございますか？ ございましたら。
安藤： ノルデマン先生のお話で、共通報酬規定がなか
なか採用されないというご指摘がありました。まだ二つの
ケースしかできていないということですね。でも共通報酬
規定を採用することは、使用者、権利者双方にとってい
いことだと思います。使用者は共通報酬規定があれば予
算が組みやすくなります。著作者にとっても訴訟を提起
する面倒がありません。
このアプローチをもっと促進するべきだと思います。そ
のために何かいい策というのはあるんでしょうか。アメリカ
では著作者や実演家が労働協約を有効に利用している
と思いますが、ドイツではなかなか共通報酬規定を使い
きれていないようです。これはどうしてなのでしょうか。
労働協約については、実は日本でもあまり採用されて
いないのです。日本のほとんどの実演家団体はアメリカ
と違って労働協約というものを作っていません。ノルデマ
ン先生のお話によると、著作者や実演家は交渉力が低
いので、彼らにとって不公平な契約が締結されるというこ
とですけれども、それについてコメントをいただければと
思います。
ノルデマン： 先生がおっしゃるとおりなんです。やっぱ
り交渉力ということになると、ドイツの著作者団体の交渉
力はアメリカに比べると全然低いんです。だからこそこの
共通報酬規定もまとまらないんです。ドイツの場合は管
理団体が非常に強いんです。料金聴衆管理団体。だか
らそちらの法は十分交渉力を持っているかもしれないけ
れども、マンデートがないので共通報酬規定の交渉をす
ることができないんです。
これはもしかしたら管理団体の問題かもしれません。と
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いうのはだいたい出版社とか―ゲンマ、というのをご存
知だと思いますけれども、出版社もメンバーになっている
ので、そちらも問題になっているのかもしれません。つま
り、出版社がメンバーになっているようなゲンマで共通報
酬規定がなかなかまとまらないということだと思うんです。
ですから解決策は共通報酬規定についてまず著作者
の方に、著作者がまず管理団体に対して権限を与えて
交渉をしてもらうというのがよろしいんじゃないでしょうか。
これが一つの案じゃないかと思っています。それからもう
一つの解決策は、法律を仲裁規則について改訂し、仲
裁機関の出した仲裁判断は当事者が必ず受け入れなけ
ればいけないという強行規定を設ければいいという風に
思います。元々のドイツ法案には入っていたんですけれ
ども、最後の最後で外されてしまったんです。
だから共通報酬規定ができにくい形になっているんで
す。もう一つ例を挙げます。どうして共通規定ができない
のかという話なんですけれども、先ほど示ししましたよう
に一つの共通報酬規定というのは日刊紙のジャーナリス
トのためのものなんです。二つあるうちの一つということ
で。何で出来たかと言いますと、ドイツの新聞発刊協会
は他のものを狙っていたので、実は隣接権についてロビ
ー活動をやっているんです、著作権の隣接権について、
そして新聞社は狙っていると。レコードプロデューサーと
同じ権利が欲しいという風に言っているわけです。
そして心証を良くしたかったのでこういう共通報酬規定
を作ったという、ちょっと下心みたいなものがあったんで
す。そして政治にいい心証を持ってもらうということでこ
れは受け入れたと。そして他の自分の狙っているもの、
隣接権を認めてもらおうということでやっているわけです。
ですからある程度圧力が高まれば、共通報酬規定をまと
めることはできるわけなんですけれども、でも著作者団体
自体は今の形では十分圧力を掛け切れないということな
んです。
上野： それではあまり時間もないのですけれども、少し
は延長できるということですので、もしフロアの中からご
発言、コメントあるはご質問等ございましたらお受けした
いと思いますがいかがでしょうか。
そうしましたら、まず小倉秀夫先生どうぞ。同時通訳し
ておりますのでゆっくりご発言いただければと思います。
小倉： 弁護士の小倉です。今日はドイツのお話とか聞
かせていただきましてありがとうございました。
一つ質問があるのですが、ドイツ法の場合、著作者は
著作権を第三者に譲渡しない、つまり著作者が常に著作
権者でありますから、許諾に対する対価をコントロールす
ればいい話だとは思うんですが、アメリカ法および日本
法ですとそうではなくて、著作権自体を譲渡するというこ
とが可能になってしまいます。
そうすると、必然的に著作者が著作権を安く買い叩か
れるという状態が生じてしまう。そのときにアメリカ法では
終了権があるというお話しをお聞きしたのですが、それ

は著作者が著作権を持ったまま利用許諾契約を結んだ
ときにそれを終了させる権利がある、それはわかったの
ですが、著作者が著作権を安く買い叩かれて、しかしそ
の買い叩かれたものが大ヒットしたというような場合に著
作者を保護するような仕組みがあるのかということを、特
に安藤先生にお聞かせ願えればということと、立法論とし
て考えたときに、同じ著作権が譲渡された、あるいは著
作権が安く許諾されたというときに保護をするというときに
著作権の転々譲渡を受けただけの人が保護されるべき
かというと、真ん中の人は保護されるべきではないような
気もしてきますので、そうするとその保護を受けられるの
は著作者兼著作権者の場合に限るのかなという感じもす
るのですが、そうするとむしろ著作権の保護規定というよ
りは、下請法的な観点が混じるものの方がいいのかなと
いう感じもしているんですが。
そうすると、著作権契約に関する法律を作った方がい
いんじゃないかという、松田先生にお伺いしたいのは著
作権契約における著作者の保護のルールとしてはドイツ
的な、今お聞かせいただいたような報酬請求権を付ける
とかそういう話になるのか、あるいは下請法的なものを拡
張していった方がいいのか、どういう方向で考えたらい
いのかということをお聞かせ願えればなという風に考えま
した。二点です。
上野： ありがとうございました。では安藤先生から。
安藤： ありがとうございます。まず、終了権を行使して終
了できる契約の範囲ですが、アメリカ著作権法ではかな
り広い範囲の取引がカバーされています。日本では「権
利付与」と翻訳されていますが、独占的ライセンスや非独
占的ライセンスなどの許諾契約だけでなく、著作権の譲
渡契約を含みます。従って、小倉先生がおっしゃるような
著作権を安く買い叩かれた場合というのも、終了権の対
象となります。つまり、ライセンスであっても著作権譲渡で
あっても、35 年経てば契約は全て終了できるというとても
強い権利になっています。もちろん非独占的ライセンス
まで含めるのはちょっと行き過ぎだというご意見もあるか
も知れません。しかし、アメリカではこのような法制度を採
用しています。
終了権というのは、全ての契約関係がそこで遮断され
るというイメージなんです。これは一つの割り切り方だと
思います。一方で、契約の継続的取引関係をもう少し重
視した方がいい、尊重した方がいいのではないかという
考え方もあります。多分、ドイツ法の規定は、従前の取引
者に対して少し配慮した方がいいのではないかというこ
とで、制定されたのだと思います。
終了権の行使には、著作者が不利な契約をしたときと
いう条件が設定されていません。たとえば著作権を一億
円で譲渡して儲かったとしても、35 年経過して終了権を
行使すれば、権利は戻ってきます。このように、終了権は
著作者にとってかなり強力な権利であるといえると思いま
す。私の回答は以上です。
257

＜秋 季＞早稲田大学ロースクール公開講座

上野： ありがとうございました。二点目につきまして、もし
コメントがありましたら。
松田： 私が先ほど説明したのは現行法をコード化したら
どうなるかというのですけれども、では、この先著作権契
約法を立法するにはどういうスタンスで考えるべきかとい
う、基本的にはそういうものだと思います。
私はこの問題は著作権だけではないと思っています。
特許でも実は、取引関係上、長い間特許権を親会社にホ
ールドされてしまっていて、そして自由な開発がさらにで
きないなんていう子会社、関係会社というのはあって必
ずしも著作権だけの問題ではないと思います。日本の司
法、裁判所は、フェアという概念で条文を適用しようとした
ときに、障害になるものは、実定法のどこに根拠があるか
だと思います。
それが抽象的な権利濫用みたいなものにまで持って
行ってしまうと、なかなか裁判所はやりにくい。そこで今
ある条文をそのまま適用して可否を決定してしまうという
司法の問題が大きくあるのではないかと思っております。
司法全体がフェアの概念によって柔軟に解釈することが
できるというのは最高裁の判例からでなければあり得な
いのです。最高裁がたくさんの判例を形成していって、
そして司法としてのスタンスはこうあるべきだということを
示さなければ、ジャスティスをこう考えるんだよっていう風
に大きな変換がないと、なかなかそういうことはできない
んだと思います。
ましてや下級審の裁判所はそういうところにあるわけで
あります。私は著作権だけではないと思っています。著
作権で端的に表れるのは出版界では、出版はしましたけ
れども、契約は期限がなくて、そして実際上は絶版にな
っているんだけれども、契約期間があるから絶版と言わ
ない。何かあったときに出版する用意があるだけで、
我々は権利を持っているという出版社は普通なのであり
ます。そこでデジタルコンテンツ流通のときにはそれが
支障になるわけであります。出版社にとって見ればそれ
はプラスだと言うのかもしれませんけれども、こういうこと
では著者は自分の意見を出せなくなるわけであります。
そういう社会は、私はいいと思っておりません。そこの
ところもやっぱり、慣行がそうだそれでジャスティスなの
かという風に考えたときに、その契約をターミネートでき
ないとおかしいと私は思っております。
言ってみますと、この次に検討すべきことは日本も契
約法を考えるなりその他の方法を考えるなりして、もう少
し裁判所でジャスティスを提供できるような制度に変えて
いかなければならない。それは民事訴訟法も変えなけれ
ばいけないし、損害賠償論も変えていかなければならな
い。私はそう思っております。
申し訳ありません、答えに直接なってなくて申しわけあ
りません。
上野： ありがとうございました。もしもう一方おられました
ら。では、斉藤博先生。私と目が合ってしまいました。
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斉藤： 斉藤でございます。ノルデマン先生にご意見を
お聞きします。改正前の著作権法 31 条 4 項、ここでは未
知の利用と言いましょうか unknown exploitation につきまして
は無効という規定でございました。
それが今度の改正によりまして、新しい32c条におきま
して報酬請求権を持つということになったわけです。これ
をどう結びつけるかというところをさっきから考えていた
のでございますが、この未知の利用形態につきましては
何と申しましょう、新たな利用方法につきまして著作者は
許諾をしたこととすると、そして報酬請求ができると、こう
いう組立てなのかどうか、でございます。
もしそうであれば、一面におきましては強制許諾の意
味合いも持ってきます。しかしこれは、ベストセラー条項
とは若干性格が違うのではないかと思うのですが、ただ
ベストセラー条項も、それから今の未知の利用ですか
32c 条もフィロソフィーは同じで、これは著作者に関与さ
せるというフィロソフィーはきちっと守られているのではな
いかと。
しかし、具体的に無効を報酬請求権の方へ移したとい
うこと、これはどう説明したらよいのかということでござい
ます。
ノルデマン： どうも斉藤先生、ご質問いただいてありが
とうございます。喜んでお答えさせていただきます。質問
のご趣旨はよくわかります。というのは 32条によって我々
はもうすでに相当な報酬を請求する権利が認められてい
るので、それに加えて何で 32c 条を持って来て未知の利
用権に対しても相当な報酬権を認めるのかということなん
ですけれども、こちらは追加報酬というところが重要です。
ですから、32c 条の目的として未知の利用ということです
けれども、もちろん著者はすでに相当な報酬を受けてい
るわけです。そして著作者は未知の利用が判明したら、
もしくは利用されたらただちに追加報酬を受けたいという
ふうに思っているわけであります。別に強制許諾のことを
言っているわけではありませんで、当事者間で未知の利
用について自由に決めればいいわけです。でも未知の
利用が行われた場合は、それに相当する相当な追加報
酬を著作者に対して払わなければいけないということに
なるわけです。
もう一つ申し上げたい点があるのですけれども、それ
は松田先生がおっしゃっていることです。日本の契約法
について理解が正しかったかどうかちょっと自信ないの
ですけれども、権利の範囲と払われる報酬の間には相関
関係があるわけです。たくさん権利を譲渡すればするほ
どたくさん報酬を得るべきであるということです。従って、
権利の範囲が狭まれば狭まるほど、当然報酬も少なくな
るということです。
ドイツのソリューションとしては、これは改正の結果な
のですけれども、利用者に有利に許与を受けているので
す。改正前は、こんなに小額の報酬しか受け取っていな
いので範囲も狭めましょうということで、権利許与の範囲
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を狭めることになっていたわけです。でも 32 条があるの
で、著作者は可能性として追加請求する権利が認められ
るということなので、これを受けて裁判所の方はもう許与
の範囲を狭く解釈する必要性はなくなったわけです。
ですから、多くの権利について許与したのなら、その
分に応じて報酬の多寡が決まってくるということになりま
すので、現在は結果として利用がしやすくなったというこ
となのです。32 条が導入されたので、権利の許与という
のが非常に広範に取り得るということになったわけです。
だからたくさん権利を譲渡していいですよ、ただ譲渡を
受けるからにはたくさんの報酬を払わなければいけませ
んよという形になっているわけです。だから譲渡がやりや
すくなったということだと思います。取引が非常にスムー
ズに動くようになったということだと思います。
これは選択する問題です。契約法を作るときに権利の
許与を広く認めるのか、許与に関して寛大なルールを作
りたいのかということになったら、もちろんそれに相応し

第４回 クラウド・コンピューティ
ングを巡る著作権法上の諸課題
第一部 全体的検討、間接侵害、権利制限
に係る諸課題
講演者：奥邨 弘司（神奈川大学准教授）
楠 正憲（マイクロソフト技術標準部部長）
司会：平嶋 竜太（筑波大学教授）

１．はじめに
２．クラウドと著作権法
３．クラウドと著作権侵害―昨今の日本・アメリカの
重要関連判例を踏まえた展望
４．ビジネスの視点からみた「クラウドと著作権法」
５．パネルディスカッション

１．はじめに
高林： 二部構成で行うことに致しました。私はいつものと
おり総合司会でご紹介させていただいて引っ込みます
が、第一部については平嶋先生それから奥邨先生、楠
先生という学者それから実務家の方三人に登壇していた
だき、クラウド・コンピューティングの問題。15 分お休みを
して駒田先生、田村先生、張先生、丸橋先生とこれも学
者実務家を交えてプロバイダの責任に関する問題につ
いてということで実施していきたいと思います。
本日は雨でなかなか足元も悪い中ですけれども、300
人を超える方が申し込んでおられますので、追々来られ
る方もいらっしゃるでしょう。時間も限られておりますので

い報酬を与えるか、もしくは逆に著作者を保護するため
に許与の範囲を狭めたいのかを考えなくてはならない。
そうすると結果としてそれほど報酬ルールは必要ない
ということになるわけです。だから小さな権利を譲渡して
もらって、さらに追加権利を譲渡してもらいたかったらそ
の度に報酬のことを考えればいいというだけです。
でもドイツの場合にはできるだけ権利が利用者に渡る
ようにしていると、だから相当な報酬は払ってくれるんだ
ったら、もうどんな権利でもできるだけ容易に利用者に渡
しましょうというのが理念なんです。
上野： どうもありがとうございました。
それでは少し時間が超過してしまいましたので、これ
で締めたいと思います。本日は大変有意義な議論ができ
ました。特にドイツからお出でいただきましたノルデマン
先生とアン先生、それから安藤先生と松田先生にお礼を
申し上げたいと思います。
どうもありがとうございました。（拍手）

これから始めたいと思います。
それではプログラムに従いまして第一部平嶋先生にマ
イクを委ねまして、この問題に投入していきたいと思いま
す。それでは平嶋先生お願いします。
平嶋： 高林先生、ありがとうございます。それではクラウ
ド・コンピューティングを巡る著作権法上の諸問題というこ
とで、第一部では、クラウド・コンピューティングという「現
象」が現在非常に発展しつつあるときに、著作権法上どう
いう問題があるのかということをまず全般的に検討すると
いう形になります。
具体的な第一部の構成といたしましては、まず私の方
は、あくまでも前座的な位置付けですけれども、クラウド
と著作権法として、法的課題全般の概観及び方向性とし
て、著作権法上の課題をどのように考えていくのかという
ことをごく簡単に見ていこうと考えております。そのうえで、
真打である、お二人の先生による実務と理論両方からの
お話があります。奥邨先生からは、クラウドという現象に
恐らく重要な影響があろうと考えられる裁判例を踏まえた
展望としてご報告をいただきまして、それから、楠先生か
らビジネスの視点からみたクラウドの著作権法ということ
についてコメントをいただこうということです。楠先生は現
在マイクロソフトの技術標準部部長ということで、このよう
な分野の実務の最前線に携わっていらっしゃるので、ビ
ジネスの立場から見た法制度はどのように映るのかとい
ったところについて率直に色々なご意見をいただけたら
と考えております。
それから、三つの報告を踏まえた補足をしていただき、
その後パネルディスカッションということにしたいと思いま
す。パネルディスカッションは時間的な制約からどれだ
けできるかわからないですけれども、折角お集まりいた
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だいておりますのでフロアからのご質問とか、それから
第二部の方では大変豪華な方々にご報告いただきます
こともあり、第二部の先生方からもご意見をいただくという
形でもよろしいかと思っております。だいたい、そういっ
た形で進めようということです。
２．クラウドと著作権法
２－１ クラウドとは？
平嶋： それでは、私の方の構成はだいたい次のようで
あります。まず、クラウド・コンピューティングの一般的な
話についてごく簡単にご説明します。それから著作権法
上の影響ということで、これについては総論、各論、両方
があろうかと思いますが、いずれもざっと話をしてゆこうと
いうことです。それから、私があくまで勝手に考えている
ものとして、解決すべき大きな課題として、このようなもの
があるのではないのかということを申し上げ、今後の方向
性としてどういうものがあるかということをちょっと簡単に
考えてみたいということであります。
まずクラウドの定義ということです。クラウド・コンピュー
ティングという話は言葉として最近は非常によく用いられ
ているわけですが、しばらく前からクラウド・コンピューテ
ィングと似たような言葉がいろいろありまして、最近ではク
ラウドという言葉にほぼ収束してよく使われるようになって
きているのですけれども、その定義というのは実はあまり
クリアじゃないということで、言わば、みんな調子よく使っ
ているという面もあるような気もします。
この辺は楠先生にまた後ほどコメントいただければと
思いますが、実は定義としてはあまり明確ではないけれ
ども、ただよく使われる定義概念のようなものとしては、ア
メリカの標準化機関ですけれども、NIST という所のペー
パーの定義がよく引き合いに出されるところと思われま
す。
これについて、私の方が調子よくその内容をまとめると、
要はこういうことかなということであります。まずはコンピュ
ータ資源については最小限の管理をするという前提で
す。これはコンピュータを構成するネットワークであると
か、サーバとかストレージとか色々なそういうリソースがあ
るけれども、こういうものを共有化するのですが、共有化
するに際して非常に最小限の管理で迅速に調整をする
ことが可能だということが前提としてあるわけですけれど
も、そういう状態でなおかつオンデマンドでネットワーク
を介してアクセス可能とするようなモデルだという、これを
定義上は捉えているということのようであります。
そうすると結局、どういうことかということで、これはやは
り NIST のペーパーに書かれている具体的な特徴という
ことですけれども、非常に重要なのはまずオンデマンド
のセルフサービスだと。それからブロードバンドでアクセ
スができるということと、それからもう一つ最も重要なのが
リソースの共有化ということです。
それから先ほど言ったように、迅速に色々な需要に対
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応できるという可塑性のような話があります。それからもう
一つのサービスの可視化というのがありますけれども、こ
れは可視化することによって、今どこで一番サービスが
使われているのか、あるいは使われていないのかという
ことを「見える化」して、それに伴って可塑性を持たせると
いうことです。可塑性と可視化というのは裏腹の関係にあ
るということかと思います。
具体的なサービスモデルということは、これはもう言葉
としてよく聞き及びかもしれないですけれども、SaaS とか
PaaS とか IaaS という風にレベルがちょっとずつ違うという
ものであると、それから実際に具体的などういう形でクラ
ウド・コンピューティングを実現するかということで、プライ
ベート・クラウドであるとか、コミュニティ・クラウドのレベル
なのか、それからより公に、一般的にみんな使えるように
するかということで、だいたいこれらのような組合せがあ
るということであります。
じゃあそれで次の問題として、要は定義としてはハッキ
リしないということですけれども、元々インターネット上で
提供されているサービスというのは、これは実は使って
いる者にすれば自分達が出す指示がどこで誰によって
どうやって処理された帰結として結果が出ているかという
ことはよくわからないけれども、とにかく結果だけ出てい
るというところは実際あるわけです。例えばインターネット
で買物をしたとしても、それがどこの国にあるサーバでど
うやって処理されて、どういう形で発注とか処理がされて
最終的に出荷処理されて自分の手元に届くのかという、
そういうことは全部逐一把握しているわけじゃないわけで
すから、もともとクラウド環境とかクラウド・コンピューティン
グという言葉以前の問題として、ある種そういうバックヤー
ドで何が起きているかということが関係なく色々なサービ
スが提供されているということがあったわけですけれど、
結局その度合いというのが益々進んでいくという状態が、
クラウド環境とかあるいはクラウド・コンピューティングとい
うものに相当してくる、ものすごくラフに考えると恐らくそう
いうことなのだろうということです。
結局、元々あったインターネット上のサービスでも、あ
る種クラウド環境的なものがあって、今雲が空に浮かん
でいるときに、どこからどこまでが雲でどこからが雲じゃ
ないのかという、水蒸気の塊が浮かんでいるときに端っこ
がどこかよくわからないという話と同じことなんじゃないか
ということですね。要するに境界線って、実はあってない
ようなものだということなんだろうということになります。
そうはいっても、特徴としてな何か顕著なものがあるだ
ろうというのがここでありまして、先ほど言いましたように、
クラウドの定義から見ても、非常に重要なのは共有である
と、要するに情報を共有化するということと、それを処理
する資源です。これはコンピュータの資源ということです
けれども、それの共有化ということが強化されているとい
うことです。それから共有化することと矛盾するようにも思
われるのですけれども、むしろその逆に共有化してはい
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るけれども、ユーザー同士はむしろ自立性が高い、要す
るに共有化したものを使ってユーザーは各々勝手なこと
をやっている。
これはオンデマンド・サービス、セルフサービスという
建前からするとそういう話になってくるのだろうということ
で、恐らくサービス提供者というのはユーザーの利用に
口を挟まないというのが建前だろうということであります。
個々のサービスによって、介在する、口を挟む余地という
のは各々違いがあるのでしょうけれども、総じてそういう
傾向を目指しているんだろうということですので、だいた
いそういったところが特徴なんだろうなということです。
それからもう一つは先ほどのインターネットの一般的な
サービスとはあまり変わらないということもあるのですけ
れども、ただどうしても越境性を巡る問題というのは二つ
は出てくる。一つ目の越境性というのは物理的に国境を
越えるということで、どこの国にサーバがあるかどうかとい
うことはもはや関係ないじゃないかという話で、これは今
までもあった話であるわけです。恐らく二番目の越境性と
いう話は、クラウド固有の特徴だろうということです。要す
るに一台のマシン、そこら辺にある PC でやっていたこと
で、ハードディスクが一台のパソコンの中にあったものが、
配線がずーっと伸びてきてどこかわからない国のサーバ
の中に転じてしまったといった形で、機械という一つの仕
切り枠のようなものが超えてしまうということであります。
従って、リアルな意味では枠を超えるのですけれども、
ところがバーチャルな目で見ると実は枠を超えていない
ということになる。枠を超えないというのはユーザーとして
も恐らく一つのまとまった PC を用いて仕事をしているの
と感覚的には変わらないということであるということです。
そういう可塑化というところが、クラウド・コンピューティ
ングとかクラウド環境の一つの特徴だろうということであり
ます。それともう一つ付加的な話としてはサービスがこの
ように幅が広くなるということで、これはさっきの自立性が
高まるという話と関連しているのでしょうけれども、サービ
スとして非常に幅広いものが可能になると、要するに汎
用化したものも提供できるけれども、ものすごくカスタマ
イズ化したものの需要にも応じられますということです。
そういったところが特徴だろうということであります。
以下では、クラウド環境とかクラウド・コンピューティン
グという言葉でもいいのですけれども、面倒なのでクラウ
ドということにします。
２－２ クラウドを巡る法的課題
平嶋： そこで、著作権法の課題ということですけれども、
実は法的課題という視点から見るともっと色々なものがあ
るようでして、ざっと見ると四つは挙げられます。
まずはセキュリティの問題、現状ではむしろこっちの方
が議論が進んでいるようでありますが、結局のところクラ
ウドとは個人情報等をネット上で流してどっかのサーバ
に打ち込むわけですから当然セキュリティの問題という

のが起こり得るだろうということです。
それからガバナンスの問題というのは、恐らく企業でこ
ういうものをどんどん使っていきますと、セキュリティにも
絡んでくるでしょうけれども、不用意に会社の重要なシス
テムを外部に置いておくということが許されるのかというこ
とであると。
それから三つ目が著作権法の課題にも含まれますが、
知的財産権の問題ということです
それから四つ目、これも実は非常に重要ですけれども、
税の問題があります。これはサービスが越境的に提供さ
れるということになりますと、一体どこで収益が発生してい
るのか、つまりは課税の基礎はどこなのか、どこの国なの
かということがわからないという、そういう問題があるという
ことです。
極めて大まかに法的課題を挙げてもこれだけのものが
あって、さらにまだまだ色々なものがあるということになる
わけです。知的財産法の課題といっても、実は特許法の
問題もありますし、営業秘密を巡る問題も当然あるはず
だということなのですが、とりあえず本日は著作権法とい
うことで見て行きましょうということです。
２－３ 著作権法上の課題－総論
平嶋： 著作権法の課題ということで、まず総論的な観点
から見ますと、先ほども言いましたように NIST の定義か
ら見ても、クラウドの特徴というのは実は境界が有って無
いようなものだというところがありますので、実はインター
ネットのこれまでのサービスというものとそんなに大きな
違いはないという言い切り方も可能であろうという気もしま
す。革新的な話なのかというと、従来パソコン通信かなん
かでモデムを用いてガシャガシャやって情報のやり取り
をしていたとか、あるいは電話やファックスを使って、とい
う時代からインターネットを商業的に使うようになったとい
う、それほどの大きな革新的な変化というのは、技術的に
みて、現在のインターネットからクラウドに変わることによ
って起こるというほどのことは恐らくないのでは、というよ
うにも考えております。要はインターネットの利用技術と
かビジネスという意味では非常に大きな進歩といえるの
かもしれませんけれども、法的問題という観点から見ると、
著作権法の課題という限り、ものすごく大きな動きをクラウ
ドがもたらすのかというと、実はそうでもないのかもしれな
いということであります。恐らくもっとも影響をもたらすとし
たら、先ほどもちょっと触れましたが、ハードを分散化し
てリアルには越境をするけれどもバーチャルには越境し
ないという、そういう状態が発生するということが著作権法
上は一番顕著に影響を及ぼす要素であるように考えられ
ます。従って総論的な考え方としては、インターネットに
おける著作権の問題というのは結構何年前からも長々と
議論されて、色々なものが出ていますけれども、そういう
ものの延長線あるいは発展系の話に止まるだろうというこ
とであります。具体的に言いますと、以下各論で出てきま
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す公衆送信の話とか複製の話とか、あるいは権利侵害の
実態の問題であるとか、国境を越える侵害の問題とか、こ
ういった話が発展系として出てくるということになるという
ことになります。ただし先ほど言ったような、共有管理とい
う問題とユーザーの自立性という問題がむしろ顕著に進
んでいるということで、そこら辺で違いが出てくる可能性
はあるだろうかということかと思います。
２－４ 著作権法上の課題－各論
平嶋： じゃあ各論ということで見てまいりますと、クラウド
の実態ということで見ますと、技術的な中身、雲の中がど
うなっているかという話は個々のビジネスによって随分変
わってくるし、実はいわゆる「なんちゃってクラウド」という
か、見かけ上クラウドのように見えるけどその実はそうじ
ゃないものも実際あるだろうと、この辺については楠先生
に後ほど実態がどうなのかということを、ぜひともコメント
いただければと思います。
そういう部分もありますので、ここで著作権上の問題を
画一的にどうだ、ということまではなかなか言い難いとい
うことで、全般的にどうかという、一般的な特徴からどうい
うことが言えるかということを以下見ていこうということであ
ります。
まずは、クラウドの利用者側とクラウドを提供する側を
一応ざっくりと分けてみようということです。ユーザーかつ
プロバイダでもあるというか、提供者が同時に利用者でも
あるという構造もあり得るので、なかなか簡単に二つにぶ
った切るというのも難しいところがあるかもしれませんが、
とりあえず二つに分けてみるということです。
一つは利用者側の方から見たらどうかということがあり
まして、まず利用者側の方から、クラウド側に何かを送る
ということがまずは一つの契機であろうということですの
で、ユーザーからクラウドに何か送るといったときに、そ
れがいわゆる著作権法上の公衆送信権との関係でどう
評価されるかということになります。
単純化した一つの例で挙げると、クラウド内にユーザ
ーのある種の専用領域のようなものが確保されていると
きに、そこにユーザー自ら使うデータを送る。例えば音
楽でも動画でもいいですけれども、自分の撮った写真を
送るとかです。あるいは買った CD の音楽データを送ると
か、そういう行為というのが公衆送信行為という評価にな
るのかどうかということであります。これは一番簡単なモ
デルでしょうけれども、それから逆に、じゃあ一旦クラウド
に上げたものをまた取って来るという話です。このクラウ
ド、言わば雲からユーザーの手元に戻すという行為につ
いては、実はユーザー自らの行為という評価に必ずしも
ならない可能性があって、雲を提供する側の話にもなり
得るのですけれども、そもそもこれはどういう性質の送信
行為なのか、ということです。著作権法上は送信行為とは
明確に定義はされていませんけれども、そもそも著作権
法上の送信行為と言っていいのかどうか、あるいは公衆
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送信という評価ができるのかという、そういう問題が出てく
るわけです。
それから、もう一つは複製権の問題もあるわけです。こ
れはクラウドの中にデータを保存する行為というのは、こ
れはもちろんユーザーが自分で保存するということです
けれども、それがどういう風に評価されるかということです。
簡単に言えば、いわゆる個人ユーザーが自分で使うもの
を複製しているということですから、例えば CD の音楽デ
ータを自分の PC のハードディスクに保存するのと同じこ
とではないのかと言えそうな気もするんですけれども、本
当にそうと常に言えるかというところがクラウドの場合は微
妙になってきます。先ほど言いましたように、インターネ
ットのような通信回線を通してクラウドに一旦送るわけで
すので、バーチャルな意味では正に自分が PC を使って
いるのと同じ話になりそうですけれども、実際は回線を介
してデータが送られているという、そういう実体があるわ
けですから、そのズレを見たときに果たして私的使用目
的の複製と言い切れるかというところが難しいところがあ
るだろうということです。
結局そうすると、今までのクローズドのシステム、言うな
れば PC を使って行う行為とそうではない行為とどう違う
かという問題が出てくるだろうということです。それからも
う一つ、ユーザーの方からクラウドを構成する仕組み自
体、雲の中に置かれているサーバの集まりとか塊、こうい
ったものがそもそも著作権法30 条1 項1 号というところに
いうところの、公衆の使用に供することで設置されている
自動複製機器という、これに該当するのではないのかと
いう話もあり得なくはないじゃないかと。この辺は非常に
悩ましいところでしょうけれども、これに該当すると解釈で
きるとなると、これは「そもそも論」として 30 条 1 項の私的
使用目的の複製の適用自体が怪しくなってきちゃうので
はないかという結構厄介な話が潜んでいるかもしれない
ということです。
それから今度はクラウドの提供者側の方からの話とな
ってきますと、これは逆に提供者側の方からということで
すので、まずやはり雲からユーザーへ向けて送る行為を
どう評価するかという話が出てくるわけです。この送信行
為についてはクラウド提供者の行為という風に言えるかと
考えられます。要するにユーザーがリクエストして、元々
雲から各ユーザーが自分のところに引き戻しているという
話を、その雲を提供している側がユーザーに対して送り
込んでいるという評価ができるのか、果たしてできそうな
気もするけど、でもやっぱりユーザーがリクエストしてい
るのではないかという気もするわけです。その辺の話が
出てきまして、そうなるとこれは一体誰が著作権侵害行為
をやっているのかという、かねてより大議論になっている
話にかかってきます。
さらにもう一つ進めると、そもそもそういう行為を行って
いるというのは、ユーザー自らが行っているといってもそ
れをある意味手伝っているじゃないかということで、間接
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侵害という話にもなり兼ねないということです。それでい
わゆるかねての「カラオケ法理」でありますとか「まねき
TV」の最高裁判決とかこういった話との関連性が出てくる
ということになります。
さらにもう一つ、公衆送信については、そもそもクラウ
ドから特定ユーザー向けにデータを送る行為というのが
公衆送信行為と言えるのかという話も出てくるわけです。
これについては恐らく先例として MYUTA（まいうた）事
件と呼ばれていますけれども、ここでの考え方が大変関
連してくるということです。ストレージのようなところから持
って来て、それが公衆送信なのかどうかというそういう話
であります。この辺は後ほど奥邨先生から詳しいご説明
をいただけるかと思いますが、もしこれを公衆送信という
ふうに評価しちゃったら、クラウドの提供者がユーザーに
送るという行為についても公衆送信に該当すると評価し
易くなっちゃうかもしれない、そうるすとクラウドのサービ
スというのは、基本的に全部公衆送信権の侵害になり得
るのかという、そういう可能性も出てくるわけです。
また併せて複製権関連の問題も同様にありまして、クラ
ウドのサービス提供者はデータを一箇所だけで保存して
いるとは限らないわけで、バックアップ目的等のために
複数データを持っている可能性があるということから、そ
れをサーバの所に保存している行為というのはどうなっ
てしまうのだということです。ユーザー自らが作成したデ
ータとかユーザー自身が著作権者であれば、クラウド・サ
ービスを提供する際にその人のものを適宜複製してもい
いという許諾を契約上定めておけば解決可能なんでしょ
うけれども、そんなことはむしろ少ないだろうということで、
そうすると、著作権者には許諾なく無権原でサービス提
供者側は複製をやっているということになっちゃうのかと
いう話が出てくるわけです。
もちろん必ずしもそうじゃないだろうということで、現行
著作権法上もいわゆるミラーサイト等に対処する権利制
限規定がありますので、これの適用対象に乗るものであ
りますれば場合によっては権利制限の対象になるという
ことでしょうけれども、いかなるものも皆当てはまるのかと
いうことが問題となります。とりわけ、クラウドのサービスと
いうことですと通信障害の防止ということだけじゃなくて、
むしろサービスの質の向上を目指してバックアップを取
っておくということもあり得るのではないかという気もしま
すので、この辺のところで見ると、みんながみんな権利
制限の対象になるとは限らないというようにも考えられる
わけです。
だいたいそういったところが主な著作権法上の課題だ
ろうということでして、クラウドの問題に絡んで最近非常に
取り上げられる事例というのは先ほどもちょっと出ました
まねきＴＶの最高裁判決とか、ロクラクⅡの最高裁判決と
いうことであります。
これらをどう捉えるべきなのかというのが非常に重要に
なり、この辺は後ほど奥邨先生にもコメントをいただこうか

と思っておりますので、私の方はあまり触れることはちょ
っと避けようと思います。一言だけ、端的に私の私見とし
て手短にロクラク、まねきの両判決についてコメントする
と、まずこの判決自体がちょっと特異な判断基準を使っ
ているという風に考えています。要するに情報の入力と
いうことを、例えば公衆送信であるとか複製の前提となる
入力行為の介在ということに非常に重きを置いて、それ
をもって著作権の侵害行為、複製権侵害行為であるとか
公衆送信権侵害行為を行っている主体という風に評価す
るという基準を採っていますので、これ自体は非常に疑
問とまず考えております。
さらにそれを踏まえて、じゃあクラウドとの関係でどうか
ということですけれども、恐らく判決の射程は、これはまた
後ほど議論になるかもしれませんが、どっちもそんなに
広くはないかもしれないということです。ただ、まねき事
件については、公衆送信権に関する一般論という読み方
というのも可能ではないかというように考えられますので、
仮にもそういう風に考えると実は全く影響はないとは言え
ないではないかという風に捉えております。もしこの判決
の影響が多少なりともあるという風に考えるとすると、じゃ
あクラウドの環境を提供する側としてはどうすればよいの
かというと、恐らくはとにかくできるだけユーザーの行為
に対して、ユーザーがどういう情報を入力するかというこ
とを含めて、関与しないという形に徹するということ以外
は方法がないだろうかということです。入力ということに少
しでも関わるような、関与するようなサービスというものを
提供してしまうと、そこを取っ掛かりとして公衆送信行為
の主体という風に評価され得る可能性というのも否定でき
ないだろうなという風に思われますので、そうするとまね
きＴＶ事件判決の方はクラウドにとってある程度は要注意
の裁判例というように考えております。
その他の問題ですけれども、これは先ほど言いました
ようにインターネットの著作権法上の課題の一般的な話と
非常に共通する部分がありまして、一つは準拠法の問題
とか裁判管轄の話です。これは古くて新しい話ですので、
ここで殊更取り上げる話ではないだろうと思いますが、た
だ、より複雑になってくるということです。あちこちにサー
バがバラ撒かれてそこでデータが行ったり来たりするわ
けですから、益々ややこしくなるということです。それから
もう一つは、アクセス権のような話というのもあり得なくは
ないだろうということです。要するにクラウドの雲に入るか
入らないかという入口でどうするかということが非常に重
要になるのではないかということで、そこを何か著作権法
上の支分権による保護の対象としようという議論もなくは
ないわけです。けれども、ただやっぱり著作権法は著作
物の利用行為というのが基本にして支分権が構成されて
いますので、アクセス行為というのはそもそも著作物個々
を使う前提の入口に関する話ですので、要するに入場規
制みたいな話ですから、そこを積極的な意味での著作物
の利用行為として構成して保護するという捉え方をするこ
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とは理論上なかなか難しいのかなと思っております。た
だ、もちろんそうは言っても著作権法上コピーコントロー
ルに関する規定がありますので、そういう規定の構成に
沿っていわゆる入口規制のようなものを特別に設けると
いうのは制度論としてあるでしょうけれども、ちょっとなか
なか敷居が高いのかなという気がします。クラウドだから
ただちにアクセス権を作れという、そういう議論にはなか
なかなりにくいのではという印象を持っております。
２－５ まとめと展望
平嶋： 以上で私の話は尽きるということですけれども、
だいたいどういう問題があるかということをまとめとしてす
ごく勝手に挙げておきます。
一つは、クラウドが進展することで益々「公」と「私」の切
り分けがよくわからなくなってくると。著作物の利用を巡っ
て、昔は「公」と思っていたのが「私」になり、「私」と思って
いたのが「公」となるというか、これは世の中も変わってき
ているということです。現行著作権法が立法された昭和
45 年の立法からも 40 年過ぎていますので、だいぶ世の
中の感覚というのが変わっているのではないかということ
で、携帯電話なんかが無かった時代は電話も人が歩い
ているところの脇で掛けるということに相当抵抗があった
でしょうけれども、今はみんな平気で掛けているというこ
とで、結構、世の中の感覚というのが自然に変わってきて
いるわけです。そうすると、おそらく「公」と「私」という感覚
っていうのも相当変わっているんだろうということですの
で、それに伴って、クラウドもまさに「公」と「私」が入り乱
れているというか変わってきているというのが一つの現象
かなと思っておりますが、そこを著作権法上も見直すとい
うか、「公」と「私」の間の線を引き直すという、非常に大上
段の話になってしまいますけれども、そういう問題がある
のかなと思っております。
それから二つ目は、これは想像力という変な言葉を使
っていますけれども、技術としてここまで出来るという積
極的な意味合いがあるのに、著作権法上はその評価は
大きく変わってしまうということで、その典型例を挙げると
よ り ど り み ど り

すると選撮見録の事件というのがあります。ご存知の方も
多いと思いますけれども、マンションのサーバに番組を
録画しておいて一カ所のハードディスクに貯めておいた
のを各入居者が自分の録画した番組だけを引き出すと
いう仕組みを実現するために、一つのでかいハードディ
スクにテレビ放送の全データを保存しておいて各入居者
による予約リクエストに応じてへ送るということだから公衆
送信であると判断されて、条文解釈上素直に読めばそれ
は当たり前じゃないか、そのように解釈しない方がおかし
いと言われそうなんですけれども、素直に考えると、じゃ
あそれは個別の入居者向けにハードディスクを小分けに
しておけば私的使用目的の複製だからいいのかという、
技術的にはあまり意味のないことをやらないと著作権法
上の評価としては公衆送信権侵害となるということであっ
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て、非常に奇妙な現象だなという風に思っております。
つまりは、そういう技術的に可能なことっていうものに対し
ての法的評価の幅というべきものが非常に狭いということ
も考えるわけであります。
これはだからどうしろという話にはなかなか繋がらない
ですけれども、そういうことを考えております。もっと言っ
てしまうと、どこかから怒られそうですけれども、既存の著
作物の利用の保護ということだけを死守するということだ
けが、果たして著作権法上の目的である文化発展に寄
与するのかという、非常に素朴な疑問が生じるところであ
るということです。
それから三つ目は、クラウドに非常に影響すると思うん
ですが、著作物の利用をサポートするという立場が益々
今後ふえてくると。これは雲そのものを提供する人も含め
てですが、色々な形でサポートする人が増えると、自炊
のサービス業者とか色々なものが出てくるわけですけれ
ども、これについてどう評価するのかというのが明確では
ないわけです。どこまでやればダメかという話が見えな
い、これをもっとよく見えるようにしろ、それは研究者の仕
事だろうと言われると全くその通りという感じもしますけれ
ども。これは、個々人の価値観のバラつき自体のレベル
からしても、大変難しい問題であって、利益が還流する
仕組みがあればそれで話が済むのかということもあるの
かもしれませんけれども、それだけでいいのかというとこ
ろもありますので、その辺についてはまだ課題として残る
ところでもあり、結局クラウドの話によって益々こういう話
が先鋭化するのかなというように考えております。
結論から申しますと、クラウドが出てきたことで現行の
著作権法がどうしようもないから商売ができないという、そ
ういうちょっとエキセントリックな議論にはならないでしょう
けれども、ただそう言ってもやっぱり影響はあるだろうと
いうことです。
ちょっと時間を見ないで話をしてしまって長くなってし
まいましたけれども、だいたい私の方は概論としてそうい
う話をさせていただきました。次は奥邨先生により詳細か
つ理論的に緻密なお話をいただこうかと思いますので奥
邨先生よろしくお願いいたします。
３．クラウドと著作権侵害―昨今の日本・アメリカの
重要関連判例を踏まえた展望
３－１ はじめに
奥邨： それでは神奈川大学の奥邨でございます。私は
本日、日米重要関連裁判例からの検討というサブテーマ
を頂戴いたしまして、それに関しましてお話をさせていた
だくということになっております。
先ほど平嶋先生からお話がありましたけれども、クラウ
ドというのは様々な側面がございまして、捉え方によって
は関連する裁判例も色々ございますけれども、重要間の
関係もありますので総花的になりますということで、本日
は各種クラウド・サービスの中では最もエンドユーザーに
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近い身近であって、コンテンツ業界とも関連が深いであ
ろうロッカー・サービスというものについて日米の裁判例
をご紹介して参りたいという風に思っております。
具体的には日本については MYUTA（まいうた）事件
を、そしてアメリカについては MP3tunes 事件を取り上げ
てそれぞれご紹介するとともに、若干の比較考察を行っ
ていただきたいという風に思っております。
３－２ MYUTA 事件
奥邨： 早速ではありますが、MYUTA 事件でありますが、
大きな流れで申しますと手持ちの CD 等に収録されてい
ます楽曲をインターネット経由でサーバのハードディスク
に記録をすると。それを携帯電話にダウンロードして着
信メロディ的に利用するというのが大きなサービスの流
れであります。サーバのハードディスクには各ユーザー
専用の記録エリアがございまして、そこにアクセスできる
のは当然そのユーザーだけということになっております。
このユーザーごとの記録エリアのことを自分専用のロッカ
ーに見立てましてロッカー・サービスなどと言われるわけ
であります。
ところでこの MYUTA のシステムではアップロードされ
た音楽ファイルの形式を変換する機能が用意されており
ました。当時、2007 年前後でありますけれども、その当時
の携帯電話は今のようなスマートフォンではなくて、ガラ
ケー、ガラパゴス携帯の最初の方でありましたので、扱え
る音楽フォーマットというのは限定されていたわけであり
ます。従ってどんなファイルを上げても携帯で聞けるよう
に変換してくれるというのは非常に便利だったわけでご
ざいます。
この判決については皆さんもよくご存知かと思います
ので詳しくはご紹介いたしませんけれども、七つの要素
について色々と総合考慮した上でユーザーによるサー
バへの音楽ファイルの複製またはユーザーの求めに応
じましてサーバのユーザー専用領域からユーザーに対
する音楽ファイルの送信、その二つの主体。これについ
てはサービス提供の事業者であるという風に判断された
わけでございます。
ところで、この規範的な観点から業者を主体と判断す
る上で、この七つの要素が用いられたわけですけれども、
管理支配とか有償、訴訟当時はトライアルということで無
料だったわけですけれども、最終的には業者は何らかの
収入を得て運営する予定でした。
そういった点に注目しているという意味では、いわゆる
カラオケ法理と、これも皆さんよくご存知のものが使われ
ているのかなという風にも思われるわけであります。一方
カラオケ法理ですと管理支配と営業上の利益ということを
見れば良いはずですけれども、ここではそこ以外に色々
なことを見ているわけであります。
そういった意味でこれはカラオケ法理という狭いもので
はなくて、総合考慮手法ではないかというようなご指摘も

ありまして、それは多くの賛同を得ているところでもあると
いうことは皆さんご案内かと思います。
それから、この MYUTA のシステムは大きな仕組みと
してはいわゆるオンライン・ストレージとは異ならないわ
けです、通常の。ただこの大きな仕組みは異ならないん
ですけれども、七つの考慮要素中の⑤ユーザーが個人
レベルでは行うのが難しい。今となっては難しかったとい
う過去形だと思うんですけれども、その当時は難しかった、
ファイル形式の変換を行っているということに注目をしま
して、そこまで提供している点がこの判決の一つのポイ
ントであるということで、逆に言えば一般の同じ人達にこ
の判決が及ばないという射程を画する分水嶺として、そ
の辺を考えていくべきではないかというご指摘もあるわけ
でございます。
では、これは日本の状況であります。これもすでにだ
いぶ前のですから皆様よくご案内と思います。今度はア
メリカのお話に入って参りたいと思います。
３－３ MP3tunes 事件
奥邨： 米国のロッカー・サービスに関する判決ということ
で、MP3tunes の事件がございます。2011 年の 8 月 22 日
に出たのですが、10 月25 日に若干の修正があったので
す。大枠は異なっておりません。この事件の原告は IMI
と い う レ コ ー ド 会社等々 で ご ざ い ま し て 、 被告は
MP3tunes 社とその CEO の Robertson さんという方になっ
ております。
サービスのイメージは、これもさっきの MYUTA と同様
のロッカー・サービスという風に思っていただければいい
かと思います。
ただ、今回は特にファイル変換機能を謳っているとい
うわけではありません。ロッカーで、本当に預けるというこ
とだけであります。ところでこの MP3tunes のサービスで
非常にユニークなのは右側の sideload.com というサービ
スであります。
sideload という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、
アップロード、ダウンロードの一種だそうでありまして、手
元の端末からインターネットのサーバにアップロード、イ
ンターネットのサーバから手元の端末にダウンロードとい
うわけですけれども、sideload はインターネット上のサー
バからインターネット上のサーバに横移動、すなわち
sideload だということなんだそうであります。
具体的には sideload.com というのは、何かと言いますと
インターネット上で無料による音楽を交換しているサイト
のリンク集だと思っていただければと思います。お目当
ての曲とか歌手名を入れて、この sideload.com で検索い
たしますと、無料で交換している URL の一覧がババッと
表示されると。それをクリックしたら当然別のサイトに移動
して当然そこで音楽を聞いたりダウンロードしたりするこ
とができるわけであります。
ただ、MP3tunes のユーザーが sideload.com を使うと便
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利なことが起こるわけであります。ここにもありますように、
URL の横にイメージですけれども、実は使っておりませ
ん判決を見ていると。sideload アイコンというのが表示さ
れると。このアイコンをポッとクリックしますとリンク先のサ
ーバから自分のロッカーに直接サイドロードしてくれる。
普通だったらまだまだリンク先のサイトを訪れて、そし
て音楽をダウンロードしてそして改めて自分のロッカー
にダウンロードするという面倒くさいことをやらなければ
いけないのですけれども、そうしなくて済む。直接向こう
のサーバから自分のロッカーに入れてくれるということで
魅力的なわけであります。
あと、システム上ユーザーがどのサイトから何をサイド
ロードしたかというのが記録される仕組みになっていた
そうであります。それでこの MP3tunes らは EMI らに訴え
られまして今回の判決ということになるわけですが、判決
の構造と結論を最初にざっくりと説明いたしますと、まず
判決は最初に DMCA のセーフハーバ（免責）の適用の
有無を検討いたします。
というのも、セーフハーバが適用されますと著作権侵
害が成立するかどうかというのはほとんど意味がなくなる
からであります。結論としては、適用される部分があり適
用されない部分があるということになりまして、適用されな
い部分について今度は著作権侵害が成立するかどうか
ということを判断する。そういう流れになっているわけで
あります。
セーフハーバには四つございまして、今回はこのうち
の著作権法 512(c)条と(d)条の適用の有無が問題となりま
した。(c)条、(d)条も基本的に同じですけれども、このセ
ーフハーバが適用されるためにはここに挙げた全項目
がクリアされないといけないということになっております。
それについて判決に沿って順に見てまいりたいと思い
ます。まず①のサービスプロバイダであることということな
んですが、これはサービスプロバイダが非常に広範な定
義がされておりますので、普通はあまり問題になることは
なくてだいたい丸になるということになります。
それから次に標準的技術的手段に適応しかつ阻害し
ないことという部分ですが、後でお戻りになってから条文
をご確認いただきたいですが、標準的技術手段に合致
するためにはハードルが高いのです。標準的技術手段
というものになるためのハードルは法律上高いものです
から、裁判例ではだいたい世の中にはそんなものが存
在しないという扱いになりまして、ここはほとんど検討をス
キップされるというようなことになっております。
ちょっと戻りまして、次に反復的侵害者対処ポリシーの
話になります。一見するとこの反復的侵害者対処ポリシ
ーというのはスリーストライク・ルールのことのようにも思
えますが、そう決まっているわけではございません。反復
的に繰り返して侵害する者のアカウントを停止するという
ことを、状況に応じてプロバイダが適切に行っていれば
よいということになっております。何が適切かというのは
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基本的には今の裁判所の考え方はプロバイダの裁量が
大ということになっているわけであります。
続きまして今度はちょっと飛ぶのですけれども、(c)の
(iii) というところになります。DMCA に準拠した通知を受
けていたかどうか、そしてその通知を受けた場合は迅速
に削除していたかどうかということになります。EMI は
MP3tunes には通知を行っていたわけなんです。ただそ
の通知は二種類ございました。
一つはここではわかりやすく（ア）としておきますけれ
ども、侵害された著作物とそれを掲載している侵害サイト
名を特定した通知であります。この通知を受けると、
MP3tunes は sideload.com からは侵害サイトの URL やリ
ンクを消しました。しかしユーザーがそのサイトから既に
サイドロードして自分のロッカーに保管しているものとい
うのには手を付けませんでした。
裁判所は一般論として、まずプロバイダは特定された
素材を消せばよいと。侵害素材を特定する負担というの
は権利者の責任だ、権利者にあるということを言うわけで
す。ここでご注目いただきたいのはこの一般論というの
は、例えばバイアコム対 You Tube の事件なんかでも言
われておりまして、何もこの裁判所だけが思い付いて言
っているということではないということであります。
そういうような一般論を述べた後、裁判所は今回の件
に関しては sideload.com より消したと、これはセーフハー
バの対象になりますと。この行為はよかったと。
しかし、ロッカーから削除せずロッカーの中に置いた
ままにしたのは不適切だと、これはセーフハーバの対象
にならないという風に言ったわけです。先にご紹介したよ
うに、MP3tunes のシステムではユーザーがどこから何を
サイドロードしたのかという記録が残っているわけであり
ます。従って、裁判所としては侵害サイト名と侵害された
著作物がわかれば、後はその記録を使って簡単にロッカ
ーを突き止めて削除できるではないかという風に判断し
たわけであります。
EMIからMP3tunesへの通知にはもう一種ございまして、
ここでは（イ）としておきますが、これでは侵害サイト名は
特定していないのです。簡単に言いますと当社の著作
物一覧は添付の通りと。これらを侵害するサイトへのリン
クとそれからロッカー内の複製物の削除を請うみたいな、
うちのはこれなのでこれに関係する物は全部消してくだ
さいという風な通知であります。
この通知がもし DMCA 上適切なものと認められるとい
うことになりますと、侵害サイトですとか侵害素材を特定
する負担というのは権利者からサービス提供業者に移る
わけであります。つまりサービス提供業者が権利者から
与えられたリストに基づいて自分のサイトに侵害物がな
いかをチェックし、それを削除しないとセーフハーバへ
の適用が受けられなくなるというわけであります。
しかしながら、裁判所はDMCA上、侵害素材を特定す
る負担は権利者にあるんだとして、こういう「私の著作物
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一覧を削除してください」という風な通知は不十分だとい
う風に言うわけであります。
じゃあ次へまいります。今度は(c)の(ⅰ)と(ⅱ)をセット
で判断されているんですけれども、(c)の(ⅰ)は現実の認
識の不存在と(c)の(ⅰ)と(ⅱ)は危険信号の認識の不存在
ということになります。この二つはどういうことかと言いま
すと、仮に通知が不十分で不十分な通知が来たとしても、
あまり大きな声で言っていいのかどうかわかりませんが、
こういったサービスを運営していますと、そこには侵害物
がたくさんあるということが薄々というかハッキリというか
わかっているでしょうと。
サービス提供業者はそんなことだいたいわかっている
はずなんだから、現実の認識とかは危険信号の認識は
自然とあったんじゃないのかという風に素朴に思われる
かと思うんです。仮にこれがイエスだということになります
と、サービス提供業者は自分で問題のものを探して削除
しないとセーフハーバの適用が受けられないということ
になるわけです。
しかしここでも裁判所は侵害素材を特定する負担は権
利者にあるという一般論を繰り返した上で、侵害が蔓延し
ているだろうという風な一般的な認識では別段現実の認
識があるとか危険信号の認識があるとは言えないんだと
いう風に言うわけであります。
最後にこの四つ目の(e)と(f)侵害行為の権限・能力の
話ですが、これは従来の裁判例でももうずっと言われて
きているんですけれども、プロバイダというのは普通ユー
ザーのファイルとかを色々と管理する権利は技術的には
あるわけであります。従ってそういう意味でそれでいいん
だということになると、この(ⅳ)の要件を必ず満たすという
ことになるんですがそうではない。
通常のプロバイダとして有するであろう管理権限等で
はこの要件は満たしませんよ、考慮しませんよということ
で今回も MP3tunes もそのレベルしかないから、これは問
題ないということになったわけであります。つまり、ざっと
見ていくと基本的には全部丸が付いたということになるわ
けです、一部三角が付いているところもあるんですが。
まとめますと、EMI からの通知に被侵害著作物とそれ
をアップしたサイトのアドレスが特定された音楽に関して
ユーザーのロッカーから削除しなかったことについての
み DMCA のセーフハーバの適用がないという判断がさ
れたということになるわけです。
そして当然、適用がないのでその部分だけ著作権侵
害が成立するかどうかという、かなり絞った判断が行われ
たわけです。今回は具体的には間接侵害の話がされま
した。これもご案内と思われますが、米国では間接侵害
について日本ふうに言えば従属説でございますので、ま
ず直接侵害があるかどうかということが問題になります。
この点インターネットに違法にアップされている著作物
を直接、利用者、この場合ユーザーですね、ユーザーが
サイドロードすると。これについては著作権侵害という風

にハッキリ言ってあります。そしてその点について
MP3tunes は知っていた、もしくは知り得べきであったと。
さらにユーザーにサイトを使わせているわけですから
重要な寄与もあるということで、寄与侵害がありますと、寄
与侵害ですということになったわけです。ただこれは裏
返しますと、もしサイトのアドレスとそこにアップされてい
る被侵害著作物とが特定されている通知を受け取ったな
ら、それに関してはサイドロードの履歴記録機能を使っ
てユーザーのロッカーから消してしまうということをすれ
ば、MP3tunesはDMCAに保護されて著作権侵害請求を
免れるということになるわけであります。
時間の関係もありますので、駆け足ですけれどもロッ
カー裁判に関する日米の裁判、特にアメリカのは新しい
ので少し丁寧に見させていただきました。日本では見て
いただいたように著作権侵害となりましたけれども、米国
では一部侵害ということになりましたが、その一部の部分
も今申し上げたように、さらにサービス提供業者の日々
のオペレーション次第では免れる余地があったわけであ
ります。
３－４ 日米の比較
奥邨： では日米のこのような違いの源泉はどこにあるの
か、ということを簡単に検討してみたいと思います。一つ
はアメリカの場合は DMCA の保護もあるというのも今見
ていただいたように大きなポイントであります。現にこの
MP3tunes は DMCA で保護されない部分が侵害となった
ということでありますので、DMCA の保護があるかないか
というのが大きいところです。
ではこの MP3tunes の sideload.com があるような特殊な
場合をちょっと離れまして、一般的なロッカー・サービスと
かオンライン・ストレージを考えてみたいと思います。そ
れらの場合はさっき申し上げたように sideload.com みた
いなサービスはないわけです。ロッカーに記録されるコ
ンテンツというのはユーザーが自分で調達というか用意
をしてくるわけであります。
この場合は仮に DMCA の保護がなかったとして、じゃ
あサービス提供業者はオンライン・ストレージやロッカ
ー・サービスの提供業者は間接侵害、著作権侵害になる
のかというとこれはクエスチョンでございます。なぜかと
言うと先ほど申し上げましたように、アメリカの場合間接侵
害は基本的には従属説で考えますから、ユーザーのロッ
カーへの記録行為が侵害でないといけないわけです。
そうすると例えばユーザーが自分で購入したCDをリッ
ピングしてデータ化して、それをロッカーに記録するとい
う場合、フェアユースなのかもしれない。フェアユースに
なるということになると、ユーザーは侵害ではない、直接
侵害者がいない。直接侵害者がいないと間接侵害者も
いないということになって問題ないということになるかもし
れません。
ただ、ユーザーがフェアユースになるかどうかというこ
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とはこれはわかりません。ソニー判決を出されると思いま
すが、あれはタイムシフトの話であってプレースシフトな
りスペースシフトの話ではないので、ここはよくわからな
いところです。
一方、日本の場合は何なのかと言うと、日本の場合は
MYUTA で見ていただいたように、規範的侵害主体論の
存在がカギとなっているわけです。ユーザーの行為が私
的複製で適法かどうかというのは、実は規範的侵害主体
かどうかという判断をする上では決定的な要因とはならな
いわけです。
ユーザーは私的複製だけれども、それとは別に業者
は侵害主体ということだってあって構わないという論理に
なっているからであります。また日本の場合はプロバイダ
責任制限法はどうなるか、ということなんですが、これも
詳細を議論する時間はありませんけれども、ＴＶブレイク
事件判決なんかを前提に考えますと、プロバイダ責任制
限法が適用されないという可能性も十分あると。
さらに、仮に適用されましても損害賠償責任を制限す
るだけで、差止めは別段免れるものではありませんので、
差止めは適用されるかもしれないということになるわけで
あります。
このように見てまいりますと、やはり日米で比べると事
業者に責任が認められる範囲というのは米国の方が狭い
というのは、これは事実であろうかなという風に思います。
ここから先は価値判断でございます。仮に、もう時間がな
いので片方だけ言いますけれども、日本のクラウド事業
者に米国の事業者並みの活動の余地を認めようというこ
とであれば、日本でどこを触らなければならないかという
ことになると、規範的侵害主体の方を何とかしないといけ
ない。プロバイダ責任制限法を何とかしないといけないと
いう議論になるでしょう。
よくフェアユースをという議論もありますが、フェアユー
スで片付くかと言うと、フェアユースで片付けたとしても、
規範的侵害主体の結果、このプロバイダ責任制限法の
問題が残りますので、むしろ直接的にはこっちの方が利
いてくるわけです。
もちろん、別にそうしなければいけないと申し上げて
いるわけではない。しようと思えばそういうところをどうす
るかという議論になってきますということであります。解釈
なり立法なりということになります。
３－５ まねき事件・ロクラク事件－最高裁判決につ
いて
奥邨： 先ほど平嶋先生のお話の中でロクラクとまねきの
中で私の名前を出されてしまいましたが、段々に触れて
おきたいと思いますが、実は私自身は思い切って申し上
げますと、ロクラクとまねきの最判によって MYUTA 判決
はオーバールールされたのかなと、もう無効かなという
ふうに極端に言うとそう思っています。
ただそこは、色々とご意見あるでしょうからそこは横に
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置きまして、ロクラクとまねきの論議をロッカー・サービス
に当てはめたらどうなるかということについて私見を簡単
に披露しておきたいと思います。
まずロクラク最判でありますが、この最判が業者を複製
主体と判断したポイントは結局、録画ボタンを押すという
ユーザーの自由意思を複製権侵害との関係では捨象す
るような状況、具体的には複製対象物を業者が提供し、
かつ複製機器などの複製を実現するほとんど全ての側
面を業者が担当しているという状況が存在したわけであ
ります。
では一般的なロッカー・サービスにそこまでの状況が
存在するかと言えば、少なくとも複製対象物はユーザー
自身が用意してくるわけです。業者は一切預かり知らぬ
ということになります。とすると、状況はロクラク最判とは異
なって同最判の論理をそのまま当てはめる限り、私は、
業者は複製主体にはならない、ということになるんじゃな
いかなと思っております。
次に、まねきＴＶでございます。まず、まねきＴＶ事件
はベースステーション、ソニーさんのロケーションフリー
の親機の方ですけれども、こちらのような入力された内
容を内部に蓄積なんかしないで、一切しないでそのまま
インターネットに流していくと、いう場合の自動送信、いわ
ば入力型自動送信のみを前提にした判示であります。
このことは著作権法の 2 条 1 項 9 号の 5 を見ていただ
きますと、自動公衆送信装置にインプットする行為のうち、
装置内の記録媒体に記録する場合は記録と書いてありま
して、記録媒体の内容があれば単に入力と書いてあるわ
けです。最高裁は入力としか言っておりませんので、今
回は、私は記録しないことだけを前提にしています。
そうすると、まねきＴＶ最判の直接の射程は入力型自
動公衆送信、従って一般のサーバのようにハードディス
クに一旦記録してから送信するものは直接の射程には入
らない。しかし入力するものと書いてあるところを記録す
るものと読みかえれば、記録媒体型、通常のサーバを利
用した場合にも応用可能であることは明らかであろうと。
では記録する者が誰かなんですが、これは記録する
ですから、記録というのは複製の一態様ということは、複
製主体が誰かという問題に置き換えて考えられるわけで
すから、ロクラク最判の論理を当てはめればよろしかろう。
そうすると先ほどの私の結論では、ロクラクでは複製主体
ではない、複製主体ではない以上送信主体でもないとい
うことになるんではないか、という風に思っているわけで
あります。
３－６ まとめ
奥邨： ただ、これで終着駅かと言われますと、ちょっと自
信がない。何故かと申しますと、ロクラク最判の金築裁判
官の補足意見を前提にしますと、規範的な解釈というの
は特定のパターンに縛られないんだということになりそう
であります。
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そうしますと、ロクラクでもまねきでも、MYUTA でもま
たカラオケ法理でもなくって、新しい規範的な解釈によっ
てロッカー・サービスの提供業者が侵害主体となる余地
が残っているのではないか、それを今のところ否定する
材料をちょっと用意できないなと。
終着駅に着いたと思ったら、「いえいえ、まだここは乗
り継ぎ駅です」という風に言われたようなものでありまして、
キツネにつままれたような気がしないわけでもないんで
すけれども、ロクラク、まねきＴＶを受けて、今後裁判例が
積み重なっていくまでは、それこそ雲の中、クラウドの中
ということで私のお話を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。（拍手）
４．ビジネスの視点からみた「クラウドと著作権法」
４－１ はじめに
平嶋： では楠先生お願いします。
楠： 私は元々あまり法律の専門家ではないものですか
ら、著作権の制度というものも正に今文化庁の検討会で
勉強させていただいているのですけれども、たまたまこ
の問題取り上げさせていただくきっかけとなったのが、昨
年 IT 戦略本部で色々な規制制度改革の委員に入って
おりまして、そこの中でニコニコ動画の生中継を使って流
しながらやったんですけれども、そこの中で日本でクラウ
ド・コンピューティングのデータセンターを作っていく上
でどういう規制があるか、例えば外為法の問題もあれば
電気代の問題もあれば税の問題色々あるわけですけれ
ども、そういったことも議論してこの中のテーマの一つと
して著作権もあったというようなことがございます。
あくまでもいろいろな問題がある中のごく一部でありま
して、この中で本当にこれは法律の問題なのかというの
が非常に白熱した議論があったところです。私自身の意
見というのはこの後お話しさせていただきたいと思うので
すけれども。
４－２ クラウド・コンピューティングとサービス
楠： クラウド・コンピューティング自体というのは、私のイ
メージで言うと多分 2000 年代の半ばぐらいから議論を始
めてきました。元々昔はクラウドじゃないですけれども、
大型コンピューターの時代がある。私どもマイクロソフトと
いうのは、それに対して一人一人が所有できる小さなコ
ンピューターで新しい産業を作ってきたわけですけれど
も、これが 90 年代後半にこういったパソコンというのをた
くさん並べて、そこで大きな作業をやると。
これまでのパソコンでは実現できなかったような大量
のデータを一カ所に集めて、そこで検索して簡単に色々
なデータを見つけられるようにするというサービスが 90
年代の後半インターネットの普及とともに始まってきた。
これに対して事業者としてはだいたい 2000 年代半ば
ぐらいからかなり意識をして各社とも取組むようになって
きました。最初は検索エンジンだけだったんですけれど

も、これが例えばホットメールが 2 メガバイトとか 5 メガバ
イトのメールボックスしか提供していない時代に、グーグ
ルさんが G メール 1 ギガバイトのメールボックスを提供さ
れたと。
確かそれが 2004 年ですね、ものすごくショックでホット
メールも今 5 ギガバイト以上のメールスクールを提供して
いますけれども、元々このデジタル・ロッカー・サービス
自体も 1990 年代後半からサービスとしてはあった。けれ
どもこれが急激に広く利用されるようになって容量も何ギ
ガバイトという単位になってきた背景には、クラウド・コン
ピューティング、大型コンピューターをサーバとするんじ
ゃなしに、パソコンをいっぱい並べてサーバにしていく
技術というものの進展というのが明らかにあったという風
に考えております。
日本における制度の検討をこの時期に、2009 年ぐらい
からやったというのもデータセンターが最初アメリカ集中
でした。これがヨーロッパ、アジアに 2006、7 年ぐらいから
どんどん展開するんですけれども、日本をすっ飛ばして
シンガポールだとか他の場所にどんどんデータセンター
できたので、何故日本に作らないんだと。そうすると電気
代や法人税などいろいろな問題、その中に著作権もあり
ます。こういった問題が顕在化してきて、じゃあ議論して
ちゃんと日本にもっともっとデータセンターを置けるよう
にしよう、というような検討というのをここ四、五年やってき
た。
ただ、大震災でもって電力の事情とかが大幅に変わっ
たのでこの議論というのは今ではかなり変わっている。無
理に日本に置かなくてもいいものはやっぱり日本に置か
なくていいんじゃない、というのが震災後の状況でありま
して、弊社としてもこれだけできるだけ日本に置けるもの
は日本に置いていこうという考えだったのが、計画停電
でうちの中規模のデータセンターも影響を受けたりしたこ
ともあって、今ではちょっと今後もどうしていこうかというの
はかなり悩む気もします。
改めてもう皆さんご説明がありましたけれども、クラウ
ド・コンピューティングというのは色々なデバイス向けにク
ラウドを通じてサービスを提供していくというようなモデル
になります。
主にそのサービス事業者から見た場合に、これまでの
モデルとどう違うのかというところをお話しますと、私ども
よく比喩として使うのはこれまでのサーバというのは自動
車ですと、要は買うためにお金が掛かってローンなりを
組んで、持っていることによって毎月幾ばくか駐車料金
みたいなものが取られます。
これに対してクラウドというのはこれ電車みたいなもの
で、使うときに使う分だけ切符を買えばよいということで、
そうすることによって例えば使っていないときにお金がか
からないわけですし、特にベンチャー企業なんかにとっ
てはそのサービスが流行るか流行らないかわからない中
でサーバをいっぱい買うよりも、ダメだったらダメでお金
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掛からないし、いきなり爆発的に売れてもクラウドでパッと
ワンクリックでサーバとして対応できるというようなメリット
がある。
これらを多分組み合わせていきながら、これから伸び
ていくのだろうという風に思いますけれども。企業にとっ
てもこれまではサーバを買うという選択肢しかなかったの
が、サービスを買うという選択肢が新たに生まれていまし
て、当然いわゆるサーバの上で乗っかるソフトウェアとい
うのもライセンスという形により著作権で守られて、これま
でお金を払って買っていただいた世界になりますので、
クラウドになってくることによってそこの売り方も多少変わ
ってくるということがあります。
エンドユーザー向け、特にここが今日の例えばデジタ
ル・ロッカー・サービス、ここの議論になりますけれども、
コンシューマ向けに広告モデルでもって色々なサービス
を無償で提供していくサービスというものが、今正にここ
数年で大きく伸びていくところであります。
サーバの頃から数えるとこの 20 年ぐらいずっと、インタ
ーネットを通じてサービスを提供しておりまして、ただ特
にこの 5、6 年他社との競争もある中で、急激にサーバの
容量というのは倍規模化していて、今では数十万台のサ
ーバを束ねて運用管理をしているという状況であります。
そうやって台数が増えていく中でデータセンター自体
の構造もどんどん変えてきていまして、最初の頃は電話
会社さんのファシリティにコロケーションをしていたわけ
ですけれども、自前で建物を持つようになって建物を建
て増すこと自体にお金が掛かるので、今後はできれば野
晒しで置けるような形に持っていきましょう、というような
方向で、これは第三世代と呼ばれているような建屋の中
にコンテナを置いていくようなタイプのデータセンターに
なります。
ユーザーから見るとどこにあるか意識しないようなもの
ですけれども、実際にはもちろん何万台、何十万台とい
うコンピューターがネットワークに繋がって動いているわ
けでありまして。中は、コンテナが二階、二つ積み上がっ
ていて、コンピューターが入っている。
アメリカはこれやってオーケーなんですけれども、日
本は建築基準法でダメでして、積み重ねるなというような
形になっていると思います。今は建屋の中にコンテナが
あるんですけれども、もうちょっと経つと建屋自体が直接
地面の上に置けるようなタイプのユニットというのが増え
てくるだろうと。もう置き始めています。
地震のときなんかにもクラウドであればどんどん割当
てていけば新しいサーバ作れるので、地震でもってパン
クした色々な県庁のサイトなんかもコピーをして提供させ
ていただきました。これも厳密に言えば著作権的にどう
なのかという議論はできなくはないんですけれども、もう
震災の中でどうやって情報を提供していくかということの
方が全然優先順位が高かったということで、ボランティア
の方々の手を借りながら一個一個の県庁のサイトをコピ
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ーするのに一、二時間かかるんですけれども、対応して
いったというようなことがあります。
あとこれ、うちよりも先にグーグルさんがやったのです
けれども、うちもトヨタさんと組んでカーナビの情報を取っ
ていって道を作って、こういう形でこの道は通れるよとい
うようなサービスを提供しました。これも、本来法律上はど
うなのかと、実は結構難しくて交通情報って警察しか出し
ちゃいけないことになっていたりとか、あとこの間確か和
歌山で台風が来たときに震災の経験があったのでグー
グルさんがまたご提供されたのですけれども、そのとき
はたしか国土交通省さんに呼び出されて、本当に車がそ
のとき通れたからといってその後台風で道路が水没して
いるかもしれないから、こんなものは提供しないでくれと
いうようなことが言われた、というようなことも言ってまして、
これも割りと法律上どうなのかというのはわからない。地
震、震災のときには大変感謝をされて台風のときには怒
られたという風に聞いております。
もう一個とても悔しかったのが、安否確認で弊社出遅
れたのです。グーグルはピープルファインダーを出され
ましたし、他にも電話会社が元々準備されているところが
あった。ただ、法務部で色々検討して被災者名簿をネッ
トに公開するのは多分個人情報保護法違反であるという
のが弊社の判断でありまして、ペットならプライバシーが
ないからいいやということで、震災で飼い主と離れてしま
ったペットのマッチングというのをやったりもしています。
４－３ ビジネスと著作権法
楠： ちょっと私、法律論ではご専門の方に勝てないので
一方でじゃあ何で民間だとか消費者から、著作権法が悪
いんじゃないか、おかしいんじゃないか フェアユースが
必要なんじゃないのっていうような印象論が何故出てい
るかと。多分一番の理由は現にアメリカで使われている
色々なサービスが日本で使えないということが起こって
いるからじゃないかと思うのです。
例えば、ターンテーブル FM という、去年か今年立ち
上がった色々なディスク・ジョッキーをネット上でやるサ
ービスですけれども、これは日本からアクセスをすると
「ごめんねアメリカだけなんだ」というような画面が出てく
る。次にグーグル・ミュージックです。これはロッカー・サ
ービスですけれども、やっぱり同じように US オンリーとい
う風に出てくる。アマゾンのクラウド・プレーヤーもやっぱ
りアメリカだけですというような画面が出てくる。
ちなみに弊社もスカイドライブというロッカー・サービス
で音楽を提供していまして、これは日本でも提供をして
います。何かグーグルもアマゾンもやってないだけれど
も、うちは大丈夫なのかと、この間法務本部長に聞いたら
「このサービスは CD をアップロードするためのものじゃ
なくて、自分が作った楽曲をみんなとシェアするためのも
のだからいいんだ」というような話をしてて、別にこれ音
楽というホルダーの他に画像というホルダーとかビデオ
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のホルダーがあるんですけれども、これらも基本的には
自分で撮ったデジカメの写真を共有する。
自分で撮ったビデオを共有するというサービスで、ワ
ード、エクセルの文章がこれも多分基本的には著作権法
で守られていますけれども、それらをデジタル・ロッカー
で保管するのと同じように音楽というホルダーがあって何
が悪いと言いながら、でもちょっと何か言われたら音楽と
いうホルダーだけでも消した方がいいかななんて議論は
していない、なんて言わないんですけれども、まあ一応
提供していると。
４－４ まとめ
楠： 最後にちょっとこれパネルディスカッションへ向けて、
かなりあまり法律論とか離れた現場の実感を言ったときに、
多分全てが法律だけの問題じゃないのだろうなあという
ふうに思っています。
実際には色々な音楽の配信なんかにしても、民民の
中で合意が取れればいろいろなことができる。ただ、米
国であれば基本的に英語圏は色々な国々を対象にサー
ビスを考えるので、ネット上で展開することによってこれ
電子書籍なんかもそうですけれども、飛躍的に潜在需要
ってあるんです。
そういう何かオンラインでやることでお客増えるよねと
いう議論ができる言語圏と日本語のようにほぼ元々の言
語圏と市場規模というのが同じ所では、これは一緒にや
れば Win-Win になりますよと言えるかどうかというのは、
やや違いがあるのかなというところがあります。
次が多分これもなかなか歯痒い話ですけれども、収益
構造の違いという問題がありまして、弊社も含めて例えば
さっきのピープルファインダーを提供できなかったみた
いなところを一つ取っても企業の何で儲けているかによ
って取れるリスクというのは変わってきますので、ベンチ
ャーであまりどうせ訴えてもお金取れそうにないところの
方が割りとワイルドなことってできるわけですし、企業向
けのソフトの販売で儲けたお金というのをどれくらいリスク
にさらせされるかと言うと、相対的に多分弊社というのは
慎重にやっていかざるを得ない立場ではあるのです。
当然お金を持っているかどうかで訴えられるかってい
う可能性も全然変わってくるわけですから、それは単純
に法律上いいか悪いかという話だけでは決まらないと。
必ずなぜ日本でそういうサービス出てこないのかという
議論になるわけですけれどもここは多分産業構造で、ア
メリカなんかを見てもある程度リスクのある YouTube みた
いなサービスというのは、YouTube は今グーグルが買収
しているとはいえ、元々ベンチャーで始まって元々言っ
ては悪いけれども、訴えられたら会社潰して逃げればい
いというような世界がある中と、日本というのは色々な人
材の流動性の問題とか与信の問題とか、この 10 年で起
業できる環境というのはかなり整ってきたとは思いますけ
れども、伝統的には新しいサービスというのは大企業で

始まる場合というのが多かった。
大企業がどれだけのスピードでどれだけのリスクを取
れるかというのは、米国を見てもマイクロソフトもソープボ
ックスという動画サービスをやっていましたし、あるいは
グーグルも YouTube を買う前にグーグルビデオというサ
ービスを自分でやってうまくいかなかったのです。
これは必ずしもフェアユースとか制度の問題だけでは
なくて、そもそもビジネス環境が違っていて、それぞれ得
意なところで伸びて行こうとしたときに差がついた部分と
いうのも多分大きいんだろうなという風に思っていまして、
もちろん制度の話をきちっと詰めていって、明らかに日
本でおかしい部分というのは改めていかないといけない
ですけれども、著作権法だけではなくてその周辺にある
システム、産業構造からも考えていく必要があるんだろう
なというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。
（拍手）
５．パネルディスカッション
平嶋： 楠先生どうもありがとうございました。
大変中身のあるお話を奥邨先生、楠先生にしていた
だきまして、それでパネルディスカッションということで、
30 分から 35 分ぐらいはあると思いますので。第二部が大
変中身が充実しているようですので第二部に押してしま
わない範囲で活発に色々なディスカッションをしていこう
と思うのですけれども、もし若干まだ補足すべきこととか
ございましたら、奥邨先生、楠先生よろしいですか。
それで、どうでしょうか、まず出だしということで私の方
で質問というのもなんなんですけれども、奥邨先生のお
話をいただいてアメリカの今般出た MP3tunes の事件とい
うのを踏まえると、セーフハーバの適用というちょっといき
なり細かい話になってしまうかもしれませんけれども、基
本的にセーフハーバの対象になる前提は、これは何か
通知があったら権利者から消してくれと、例えばこういう
サービスやっていて消してくれというときに、ロッカーから
削除するというところまではやらなければまずいと。
セーフハーバの適用を前提とすると、ビジネスをやる
以上そこはユーザー任せではまずいという点では、ある
意味クラウドによるロッカー・サービスのようなものを提供
する側から見て多少はどうしても負担として出てくるという、
そういう位置付けになるということですか？
奥邨： 実はアメリカの件で悩ましいのはこれからもう一
つ問題になっていくのはこの MP3tunes の判決の射程と
いう問題であろうかと思うのです。
何かと言いますと、MP3tunes のようなプロバイダが、ユ
ーザーがインターネット上にアップされている著作物を
検索し、それを自身の個人アカウントに保存できるように
する場合に DMCA の保護を受けるためには、(1)保存さ
れた著作物が元あったサイトとその web アドレスを記録し、
(2)著作権者が、その他の点で DMCA に準拠した通知に
よって、元あったサイトを特定するならば削除しなければ
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ならないとある。これをどこまで一般化して読むのかとい
うことです。
今回のサービスはさっきも言ったように記録するという
機能も持っていました。それから sideload.com とセットで
MP3tunes があったわけです。通常は sideload.com はな
いわけです。そうするとそういう場合にこの初めの方の
MP3tunes のようなプロバイダがという辺りを一般的なプロ
バイダと読むのか、sideload.com まで提供しているような
プロバイダが読むのかで変わってくると。狭く読みますと
これは MP3tunes 特有のことであって、一般のクラウドなり
ロッカー・サービスの提供者は関係ないということになる
だろう。
物理的に考えましても一般のロッカー・サービスの場
合は、言われても誰がどのファイルを持って来たか記録
する余地がないわけです。ユーザーさんが自分のファイ
ルを揚げているわけですから。それが侵害物であるか被
侵害物であるかというのをプロバイダが知るすべがない
わけです。
とすると、結局権利者から送ってくる通知は、私の著作
物一覧はこれですと、これを探して消してくださいという
ことになりますから、そうなると裁判所が一貫して言って
いる、「それは権利者がやることであって、プロバイダが
やることではないです」というところにはまってしまいます
のでちょっと難しい。
今回の件も一個だけあるのは実は、これでも従来のプ
ロバイダが自分で探す必要がないという話にもう踏み込
んでいるのです。通知状はサイトが特定されて、どこのロ
ッカーにあるのかというは調べなければいけないわけで
す。調べないといけないというのでちょっと踏み込んでい
るのです、従来の判例よりは。
だからこれも本当にこのまま上に行ったときにこれで
いいのかどうかよくわかりませんが、ただ裁判所は何て
言っているかというと、こうしないと全部ディスカバリーか
けてユーザーのロッカーの中身を全部調べないと、権利
者を探しようがないじゃないかと。それはあまりにも酷で、
あなたは全部情報持っているのだから簡単にやれるん
だからやったらどうっていうバランス論になっちゃってい
るのです、今回は。
そうすると、それを超えた普通のロッカー・サービスの
ときにそういう話になるかというとどうかなあとなると、どっ
ちかというと普通のロッカー・サービスの場合は今までの
流れからいけば、私は通知がなくてわかれば、このユー
ザーがこれを入れているというのがわかれば消せばい
いですけれども、そんな通知が来ないので何もできない、
しなくていいという話になりかねないのかと、この話の流
れではというふうに一応理解をしております。あくまでも
地裁の判決のレベルですけれども。
平嶋： はいありがとうございました。非常によくわかりま
した。そうするとむしろどっちかというと、DMCA の下で
はこの事案であればやっぱりここで消してくれと言ったら、
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提供者側としてはそれほど負担ではないでしょうと。それ
をやっぱりほったらかしにしているという、むしろそちらに
近かったという形になるのですか。
そういう意味ではいわゆる監視義務というか、恐らく第
二部でまたお話が出てくるかもしれませんけれども、そう
いう負担よりはむしろ緩和しているというレベルになると
いうことですか。
楠先生はもし企業の観点というか、マイクロソフトさん
は恐らくこういう危なっかしいサービスは恐らくアメリカで
もされないと思うんですが、負担としてはこのぐらいの負
担だったらある意味たいしたことはないということでしょう
か、つまり監視義務というものまでいくとまた変わってくる
でしょうけれども。例えば、今の MP3tunes の事件のレベ
ルでの負担ということで見るとどのくらいの印象をもたれ
ますか？
楠： 多分 sideload.com がある場合には、権利者もある意
味監視ができるわけですよね。通常のロッカー・サービス
の場合は、弊社のスカイドライブの場合で言うと、公開フ
ォルダーというみんなが見ることができるフォルダーにあ
る場合は、権利者が見つけることができる一方で通常の
ロッカー・サービスとしてのフォルダーにある場合には権
利者は見つけることができない。
権利者が見つけることができないということは、当然こ
のアドレスにこの人が持っているよ、ということをわからな
いわけだから、権利者としてはコントロールができないと
いうのが基本的、コントロールができないというよりは監
視ができないというのが技術的な実情だと思うのです。
ではロッカー・サービスの特に公開されていないもの
に関して事業者が何もしないでいいのかということに関し
て言うと、これは著作権侵害の例ではないのですけれど
も、児童ポルノの場合なんかに関してはある程度監視を
しています。具体的に言うと、現状だと確か 5 人以上、10
人以上の人がアクセスできるようなアクセス権限の設定
でもってアップロードされているものに関してはフィンガ
ー・プリンティング技術というのがあって、そういう画像の
圧縮率とかが違ってもある程度同じ画像を引っ掛ける、
弊社で言うとフォト DNA という技術があるわけですけれ
ども、そういう技術を使って何人かで共有されている児童
ポルノ画像に関しては監視をして削除をしていくというこ
とを実施している例があります。
この場合は、発信地の情報をもらって、そういうものに
関して削除をするんですけれども。ただ同様のことを著
作物でできるかと言うと、現状では難しいと思っていまし
て。というのは、児童ポルノ画像というのは明らかに児童
ポルノ画像なのです。それは全て違法ですが、音楽だと
か映像といったコンテンツになると、それは本当にきちっ
とお金を払って手に入れたものなのか、それともどこかか
らコピーしてきたものなのかというのが識別することが技
術的には不可能なので、ある音楽ならある音楽がロッカ
ー・サービスの中にあるということまでは監視ができるの

第４回 クラウド･コンピューティングを巡る著作権法上の諸課題

ですけれども、それが不正に入手されたものかということ
が技術的に区別ができないので、同じようにはできない
だろうという風に思っています。
高林： 今おっしゃっていた児童ポルノ画像とか、それは
むしろ自発的にマイクロソフトさんの場合はなさっている
というか、法的にもちろん規制というのは前提としてある
のでしょうけれども、そこは極めて自発的な取り組みとい
うことで。
奥邨： はい、そうです。
高林： 著作権の場合は、やっぱり技術的にそこはなか
なかそこを使っても監視というところまでは実際問題とし
て難しいということでしょうか。
奥邨： そうですね、つまりそれが正規に入手されたもの
かどうかを判断するのが一番のハードルとなると思いま
す。
高林： やはりこれは MP3tunes のような事案もこれは、や
はり日本法に仮に引き直すと、これも下手をすると要する
に sideload というところと結果これは繋げるところと言うか、
間を取り持つような形で結果的にユーザーによる侵害行
為のようなものを行っているということですと、いわゆる日
本でもファイルローグ事件というのがかつてありました。
いわゆるピア・ツー・ピアのです。
あれが正に自分はやっていないけれども、ユーザー
同士でファイル交換すると、違法の著作物をダウンロード
するのを間を取り持つみたいになりますね。そういうこと
についていわゆる行為主体であるというロジックで、結果
的に提供者側の侵害主体であろうという評価だったんで
すが、正にそういう先ほど奥邨先生に挙げていただいた
規範的評価というか、そこを当てはめるとやはりこれは日
本法のいわゆる規範的評価のカラオケ法理というか、そ
ういう発送を当てはめると、やはり侵害主体と評価され易
いというか、やはりそういうように私なんか思うんですけれ
ども、やっぱりそういう風に奥邨先生もお考えということで
すか？
奥邨： 正に今おっしゃられたように、sideload.com とセッ
トで考える場合と切り離して考える場合と両方あると思う
のですけれども。私は当てはめて MYUTA の考え方を
そのまま当てはめた場合に、切り離した sideload.com を
横に置いた状態でも微妙だなという風に思うわけです。
MYUTA の判決の要素七つを改めていきますと、
MP3tunes は結局五番だけ当てはまらないということにな
るわけです。他は基本的に全部当てはまるわけです。
だとすると、後の問題は裁判所に行ったときに七つの
うちの六つが揃っています。でも五番は揃っていません。
五番がやっぱり揃っていないから、ここが非常に重要な
ので侵害主体になりませんと言ってくれればならないで
しょうし、いや七つのうち六つも揃っているのだから五番
がないけどいいんじゃないのということになるか、非常に
微妙なところだと思うのです。
ですから五番というのがどこまで本当の分水嶺なのか

と。確かにその MYUTA はそう読めたんですけれども、
そうじゃない事例が裁判所に上がっていったときに、実
際に事案になったときに本当に五番で切れるのか、
MYUTA 事件が生きているとしてですよ、なのかなあと
思っているんです。
さらに今平嶋先生がおっしゃったように、sideload.com
とセットになってくると、五番はないけれども、今度は八
番ということで sideload.com が流れてきて違法なことを誘
発しているなんていうのが入ってくると、五番は抜けたけ
ど八番が入ったんでやっぱり総合考慮で侵害ってなる可
能性もセットになると高いだろうという風に思いますので、
日本だと MP3tunes のサービス的なものがそのまま当て
はめたら苦しいのじゃないかなと、規範的侵害主体と言
われる可能性があるんじゃないかなというふうには思っ
ております。
平嶋： やっぱりある意味そこで、この種の、もちろんこの
MP3tunes のようなサービスが全て今日ここで言っていた
クラウドというものの全てではなくて、ある一事例に過ぎ
ないと思うのですけれども、そこは考え方によって当ては
めによって結論はアメリカ法と日本法、それぞれの当て
はめで見てもやっぱり変わってくるというか、片方はある
程度あからさまにロッカーに入っているのを消せると。消
せるといってもそれは義務として自分で探せということま
で言わなくても、ここを消してくれと言ってハッキリわかっ
ているというところまで持ってきて、じゃあそれで無視し
ていたらさすがにそこはダメとは言いますけれども。そも
そも探し出すところからして何とかせよとまでは言わない
というところで見ると、やっぱり結論というんですか、考え
方は大きく変わってくるということになる、するとクラウドサ
ービスというものも、ひょっとするとこの MP3tunes 事件以
外のところで見た場合もアメリカ法と日本法で結論が大き
く変わってくるというような形になるわけですかね。
奥邨： 幾つか申し上げますと、一つは MYUTA 事件が
そのまま提供されるという前提で申し上げておりますけ
れども、さっき申し上げたように私としては MYUTA はも
はや good law でないと、もはやオーバールールされて
いると。東京地裁の判決に対して最高裁の判決がしかも
同じ公衆送信権について出ているわけですから、まずそ
ちらを見るべきだろうと。
そちらで否定されたら、じゃあその後今度は MYUTA
が出てくるのだという風に見るべきなのかなと。私の見方
は複製の主体というのは少なくともロクラクの見方からす
ればコンテンツを提供するということが極めて大きな要素
であるということを考えると、そこのない状態の場合はロク
ラクには当てはまらない。
ロクラクに当てはまらないと自動的にサーバ型の送信
主体にもならないというワンセット解決ですので、私の中
ではきれいで関係ないという風になる、という風に思って
おります。
それとただ、アメリカの件に関してはちょっとだけ留保
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を付けて申し上げますと二つの留保がございます。一つ
はまずこれがまだ地裁だということですね。どれも地裁レ
ベルの判決ですので、高裁に挙がったときにどうなるか
というのが一つ、アメリカは二つじゃなく三つですね。
二つ目は今アメリカで問題になっているオンライン・プ
ライバシー法です。ああいうもので従来アメリカの判決が
プロバイダをある意味で大目に見ていた方向に来ていた
のですけれども、ググーッと戻るんじゃないかという動き
が今あるわけです。その流れがどうなってくるかというの
がありますので、現時点では、という風にしか言えない。
三つ目はもう一つはこれも直接はまだ言い切れないで
すけれども、さっきあったように一般的な認識ではないと
いうことを言ったわけですけれども、最高裁の特許に関
する判決で、Willful blindness（故意に見ない振り）という
のは、これは意図的に見ない振りというのは見たのと同じ
だという判決が出ているんです。
故意の認定で、こういうのが適用されてきますと風向き
が変わるかもしれないということがあるんで、とりあえず現
時点ではかなり差があるんですけれども、あまり、さっき
楠先生それから平嶋先生から見てもほったらかしにしす
ぎていると本当に何もしないで大丈夫だとタカをくくれる
のかというと、そうでもないかもしれないと思ってはいま
す。ただ現状で MYUTA と他とを比べるとちょっと差が出
てくるなという風に思っております。
平嶋： 確かに私も奥邨先生のように読めたらそれは一
番いいなというか、MYUTA がオーバールールされて、
それでまねきについても、これはオーバールールされた
複製概念というのをベースとして、複製ということを送信
の前提のところを考えていくということ見ると、まねきの射
程というのもものすごく狭くなるんだという読み方ででき
ればいいかなという、それは希望的にはそう思っている
んですが、なかなかまねきがどう読まれるかというのが、
判決文をお読みになった方はおわかりだと思うんですけ
れども、割とざっとしか書かれていないと。
そこまで深読みしてくれというメッセージもあるのかどう
かというのもありまして、結局方向性としては恐らく入力に
関与しないということは確かなんだろうと。恐らくオーバ
ールールされているという、奥邨先生のような読み方で
見てもそこは恐らく入力に関わってなければ一切関係な
いのだと、射程として及ばないんだという話になりますし、
私も、できるだけ知らん振りする方がいいというのがクラ
ウドの事業者として一番行為規範かなと思うのですけれ
ども。ただ奥邨先生が先ほどおっしゃったように、あまり
ダンマリを決め込んだ場合に逆にほったらかしにしすぎ
ているということで逆の不作為的な責任を問われるという
部分が逆に出てくるという可能性もあるのかなということ
がありますので、実はクラウド事業者というのはあまり関
与してもダメ、かといってあまりダンマリを決め込んでもダ
メという板挟みのような気がするというか、少なくとも日本
法の場合そのセーフハーバのようなものがあまり明確に、
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もちろんプロバイダ責任制限法というレベルでそもそもプ
ロ責法の対象になるかどうかというのは後でまた第二部
で出てくる議論かもしれませんけれども、プロ責法ぐらい
しかないし、それも差止めには効かないということになり
ますと、結局やっぱりなかなか板挟みで危ない綱渡りみ
たいな形にならざるを得ないのかなというようなところが
やっぱりどうしてもあるという気がするんですけれども。
そこをビジネス上はどういう乗り越え方をしようかという
か、日本の国の特性というかアメリカと違うんだからそれ
はそれで板挟みもうまくやっていくのがビジネスの技だと
いう考えかもしれませんけれども。
楠： どうなのでしょうね。現実には弊社の場合、基本的
にサービス自体が国境を越えているので、日本法に規
定が有ろうが有るまいが落とすものは落としているので
す。これが日本でセーフハーバになるかならないかとい
うのはさておき、約款でバンバン消せるようにしておいて、
指摘をいただいたものは消しているというような状況で、
そこは恐らく多くのサイトがそうなんだと思います。
ある時期、言っても言っても消してもらえないという事
業者も今でもありますけれども、多くのところは多分約款
でもっていろいろな条件で利用者のコンテンツを消せる
ようにしていると。
ただ、ご承知のようにあまり熱心に対応してくれないと
ころもあって、裁判になるのも出てくると思うんですけれ
ども。だから事業者として確かに一方でセーフハーバが
あった方が法的なリスクを確定しやすいという面もあるだ
ろうという風に思う一方で、何というかそこまでエスカレー
トしないように普段からしていくのがビジネスだろうと。
きちっとクレームをいただいたときには誠実に対応す
るということが大事だと思いますし、多分弊社など両義的
なのは、一方でソフトウエアとか著作者として色々なプロ
ダクトキーが掲示板に掲載されてなかなか消してもらえ
ないみたいな問題が起こっているような面と、もう一つ自
分たちがプロバイダとして掲示板に類するものも含めて
クラウド・ストレージのサービスを持っているという両義的
な立場で難しいですけれども、まともな会社であれば裁
判になる前にちゃんと矛を収めるものであって、セーフ
ハーバを仮に提供するとしても逆に日本のカルチャーだ
とそこを盾にして、困っている人の話を聞かなくなるとい
うのでは困るなという風に思います。
平嶋： そうするとものすごくまた乱暴な言い方をしますと、
アメリカはどちらかと言うとやった者勝ち的な人が結構い
るから、逆にセーフハーバがないとある種逆にここまで
できる、ここまでダメというのがクリアにしておかないと、
放っておくと幾らでもやった者勝ちというものが出てくる。
むしろ日本はそこまで過激じゃないというところがある
ので、逆にセーフハーバみたいなものがあると、たまた
ますごく性質の悪い人が一人というか一社あったときに
そこがセーフハーバを盾に取ってちょっと本当はどうかと
いう言葉で続けるとか、逆にそういうものの対処というの
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が柔軟にできなくなってしまうというそういう問題もある。
楠： そうですね、非常に印象的だったのが、ちょっと前
に問題になったグーグル・ストリートビューってあったじゃ
ないですか。実は日本にもロケーションビューという似た
ようなサービスがあるんです。グーグルさんはほとんど事
前に役所のネゴシエーションとかしないで、実際に日本
で立ち上げた後で大変な目に遭われたのですけれども、
割と対応がよかったのはうちのこれが映っているのは嫌
だっていうと割りとちゃんと消してくれていました。
一方のロケーションビューという会社は、省庁の根回し
というのはサービス始める前に大変熱心にやられるので
すけれども、消してくれとお願いをするとこれは役所から
ちゃんとOKをもらって、ちゃんとしたビジネスなんだから
俺は消す必要はないんだみたいなことを平気で言うと。
日本人の方がマジメだみたいな話を一般に言って悪
質な事業所がないって言うのですけれども、逆によいと
いうことになるとそれで突っぱねちゃうようなところって日
本の事業者の方が非常に多い。私も以前自分の書いた
日経新聞に出したコラムを某ブログに展開をされて、僕
の著作物だから消してくれとお願いをしたら、「我々から
はこれがあなたの著作物かどうか確認できない」と、大変
酷い対応をされたことがあって、これで初めてこんな対
応をされたら著作者はこれは怒るだろうと、とてもよく理解
できたので、そこはよくバランスをそれぞれの国情に従
って考える必要はあるのかなという風に。
平嶋： ありがとうございました。むしろだからここは、やっ
ぱりセーフハーバはこういう状態だからやっぱりアメリカ
がうまくいってるから日本もセーフハーバっていう、それ
ほど短絡的には言えなくて、むしろ事業をしている側の
方からは、例えばフェアユースを入れてくれとか、例えば
セーフハーバを入れてというリクエストが強いのかなと思
っていたのですが、そうともいえないと。
楠： 当然新しいビジネスをする上ではセーフハーバが
あった方がリスクが確定しやすいと思いますし、産業政
策の観点というのは持つ必要があると思います。
フェアユースに関しては英米法と大陸法でまた色々な
違いがあるので、テクニカルにどこまでどういうやり方が
あるのかとかよく議論する必要があると思うんですけれど
も、ただやはりなかなかセーフハーバみたいな意見が通
りにくい背景として、権利者と事業者の間での信頼関係
がきちんとできてないところが大きいと思うので、そこを
何かもっとうまく作っていかないと難しいかなと。
逃げ道にならないというと変ですが、もちろんその一
般論として法的リスクが確定できなければビジネスはし難
いし、日本は特に順法意識の高い会社が多いので、そこ
はすみません非常に歯切れの悪い。
平嶋： そうですか、ありがとうございました。他にコメント
ございますか、時間的に、後だいたい 10 分弱なので、も
し第二部の先生方もこの機会にお二人の先生方、私に
質問されてもあまり大してお答えができませんので、もし

第二部の先生とかあるいはフロアの方からご質問とかあ
りましたら、よろしいでしょうか、意見でも。いいですか。
あ、城所岩生先生がいらっしゃった。あの是非何か城
所先生のコメントをいただければと思います。
城所： コメントじゃない、質問ですが。セーフハーバとそ
れからフェアユースに関係しまして、何ですか約款でど
んどん落としているという話ですけれども、それでアメリ
カでご存知かユニバーサルの持っているレッツゴー・ク
レージーに合わせて一歳半の子どもが踊り始めたのを
You Tube に母親がビデオに撮って 30 秒ぐらいのやつ
なんですけれども、そしたらユニバーサルがそれを落と
せと言ったんで You Tube は落としたと。そうしたらその
母親は何でこんなのを落とすのか、これはフェアユース
に当たらないのか、しかも雑音が入っていたんです、ラ
ジオか CD から流れてきたのに合わせて子どもが歌った
と。それでそういう主張をしてたしか訴えたんですね。そ
うしたら裁判所は権利者は片っ端から削除要請するのじ
ゃなくて、見てそれがフェアユースに当たるかどうかを判
断してから落とせと言ったんです。
確かに楠さんがおっしゃったように、約款でどんどん
落としているでしょうけれども、逆に約款でどんどんやっ
ているとそういう問題に、日本にはフェアユースもないか
らこれは非常にいいなと思われる、可愛らしいなと思わ
れる動画でもどんどん落としちゃうという恐れはないのか
と、例のユーザー生成コンテンツですか、そうい時代で
もあるんでちょっと聞かせてください。
楠： 多分二つ考えないといけなくて、一つは法律上どう
解釈すべきかということと、どう運用すべきかって、また違
う問題だと思うのです。
おっしゃるように、文化とか表現っていろいろな意味で
両方あるものなので、どういうポリシーでやるかというの
はとても難しい問題だと思います。国内でも現に色々な
ものがいっぱいありますし、権利者の中にも非常に強く
権利行使されるところもあれば、割と大目に見ているとこ
ろもあって、それを誰が決めることができるか。
事業者が自由にやっていろいろなポリシーのところが
混在をしているというのがいいのか、それともある程度そ
ういう表現というものを規範的に保護していかなければい
けないのかということは、ちょっと会社としてあまり意見を
述べにくい問題ですけれども、個人的にはそういうコンテ
ンツを受ける所、あるいはそういう使い方を許容する事業
者というのがうまく共存していくのが望ましいのだろう。
それがお互いのためになるという状況が望ましいとは
思うんですけれども、恐らく現実には杓子定規に権利を
行使したい権利者もいらっしゃるし、そういったものも要
望どおり全部落としていくというような事業者もあるという
のが実情とは思うので、それをじゃあ規制によって解い
ていくべきなのかというのはもっと議論をしていく必要が
あると思います。
非常に煮え切れない答えで申しわけない答えで申し
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わけないです。
平嶋： 法的な義務として、先ほどもあったように、あまり
強く掛かってしまうと、正にそこが城所先生がおっしゃっ
たように、むしろ基準に合わせなければいけないから、
闇雲に削らないと、それでセーフハーバの適用が受けら
れるか受けられないかという分かれ道になってくるとする
と、それは恐らく企業も守らざるを得ないということになる
かと思うんですけれども。
そうするとやはり法的な基準というか、いわゆるセーフ
ハーバの適用の前提となるものとしては、あまり高目のも
のが設定されてしまうとそこはどうしても合わせていかな
いといけないということで、結果的にはそこはもう非常に
大きな制限が掛かってしまうというか、折角色々なものが
使えるのに非常に不自由なものになってしまうという。
やっぱりこれはインターネットのようなものを、クラウドも
そのインターネットの上に乗っかっているという面で見る
と、色々なものが使えるのに自ら道を非常に狭めてしまう
っていう気もしますので、そういう観点からするとあまり法
的な義務という意味では基準が厳し過ぎるのはどうかと
いう気は確かにします。
もちろんそこを上積みで契約上の各企業が、自社的に
はもうちょっと厳しくやるんだというところは自由にやって
いいのかもしれないんですけれども、そこが法的なもの
として、あまり一律に決まってしまうとなると、そこで変化
がとまっちゃうというようなことになるような気もします。
城所： どうもありがとうございました。
平嶋： もし、もう一件ぐらいございましたら、質問とかよろ
しいですか。駒田泰土先生。
駒田： 奥邨先生のご報告の中で、まねき、ロクラクの最
高裁判決によって、MYUTA 判決の悪い効果といいます
か、そういうようなものがオーバーライトされたんではな
いかというお話がありました。それで万々歳かというとそう
でもないということは多分重々奥邨先生はお考えになっ
ていると思うんですけれども、その残された問題としまし
て、まねき判決が公衆性の概念をかなりラディカルに広
げてしまっているんじゃないかという問題意識が私の中
にあります。従来から学説におきましては、人的結合関
係がないと「公衆」なんだという風に端的に言われること
が多くて、しかし一旦「公衆」ということになりますと公衆送
信権や送信可能化権が働いてくる。平嶋先生のスライド
でユーザーからクラウドへあるいはクラウドからユーザー
へというところで、その公衆送信権の効力が及んでしまう
可能性が広がっていくんじゃないか。まねきＴＶ最高裁
判決におけるその公衆性の認定というのが、クラウドの発
展にとって阻害要因になっている、あるいは阻害要因に
なりうるという、そういう問題意識を先生もお持ちかどうか
ちょっと確認したいんですけれども。
奥邨： はい、ありがとうございます。昨日、先生のお書き
になった判例評論も拝見しながら、公開可能性ということ
でおっしゃっておられるのを見て、私も思っていたので
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すけれども。私自身も AIPPI の方にまねきＴＶの判決に
ついて書かせていただいた中で、公衆該当性のところは
ちょっと今回の事例を前提とした判示であろうという風に
思っておりまして、私自身は先生と考えが全く一緒かどう
なのかは知りませんが、やはり多数になる可能性があっ
て初めての不特定だというふうに思っていますので、不
特定ということを人的結合関係とかそういうことで見るんじ
ゃなくて、多数になる可能性を秘めているからこそ不特
定と、したがって不特定少数というのは私はあるという概
念でありまして、不特定の人であっても少数であれば人
的結合関係はないけれども、少数であればそれは公衆
ではないという場面だってあり得るだろうと。
今回のケースはあくまで同時多数なんです。同時に
70 台ぐらいの機械を置いているわけなんで公衆と認めら
れたということになります。今回は放送ですから、本だっ
たら一冊の本を 50 人に貸すという場合は同時に貸さなく
ても累積的に50 人ということがあるんですけれども、放送
ですから消えていくんです。
今この瞬間に多数に送れないとダメなんで。ただこれ
はまねきの業者が扱ってなかったら、私は公衆送信権侵
害にならないんじゃないかなと、誰と契約しても。という風
に思うんです。その五人としか一年間に契約しませんと
いうのだったらならないかもしれませんという風に思って
いて。
細かいところちょっと先生と一緒かどうかわからないん
ですけれども、私自身も公衆概念をこれによってドラステ
ィックに変わったとか、すごく広がったとか取るのは間違
いではないか。むしろきっちりと詰めて、この事案はこう
だったけれども、そうじゃないところは違うという風にきっ
ちりと整理していくべき題材が提供されたのではないかと
いう風にはお世話になっております。細かいところはまた
いろいろあると思いますけれども。
駒田： ありがとうございます。公開性があれば公衆にな
り得る、だから不特定少数でも結果的に公衆になる、多
数になる可能性があれば公衆と言えるという点は先生と
全く同意見であります。ただ、まねきの最高裁判決の中
では、あれは何て言いますか個々のベースステーション
との関係で公衆と認定しているのでちょっと気になった
次第でございます。個々のベースステーションから見る
と、送信先について代替性はないわけです。ありがとうご
ざいました。
平嶋： ありがとうございました。それではそろそろ時間的
に 5 分ぐらい過ぎておりますが、あまり休み時間が減って
もと思いますので、じゃあ他に質問等なければ第一部の
方はこれで終了ということにさせていただきたいと思いま
す。じゃあどうも今日は奥邨先生、楠先生ありがとうござ
いました。（拍手）
高林： それでは 10 分間お休みをいたしまして、第二部
を始めたいと思います。
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第４回 クラウド・コンピューティ
ングを巡る著作権法上の諸課題
第二部 著作権侵害に係るプロバイダの責
任 ―最新動向と法理の再構築
講演者：田村 善之（北海道大学教授）
張 睿暎（東京都市大学専任講師）
丸橋 透（株式会社ニフティ）
司会：駒田 泰土（上智大学教授）

Ⅰ 基調報告（駒田）
１．問題提起 ―Web2.0 時代のプロバイダ責任論？
２．著作権等の間接侵害をめぐる法理の展開
３．ISP 免責ルールをめぐる近年の動向 ―縮小す
るセーフハーバー
４．ISP の監視義務をめぐる近年の動向
Ⅱ ISP 免責ルールの現在 ―諸外国の動向（張）
１．ホスティングプロバイダに関する判例
２．アクセスプロバイダに関する判例
３．Ofcom レビュー
４．スリーストライク・ルール
Ⅲ ISP が用い得る監視技術の現在（丸橋）
１．データ照合技術：ＭＤ５ハッシュ照合
２．データ照合技術：オーディオ・ビデオフィンガ
ープリント照合
３．著作権侵害データ探知・投稿抑止での利用例
４．技術的措置の位置づけ
５．アップロード時の送信側プロバイダでのデータ
照合？
６．まとめ
Ⅳ ISP 責任論をめぐる法と政策（田村）
１．問題の所在
２．DMCA･プロバイダ責任法に至る背景とその特徴
３．DMCA･プロバイダ責任法の立場
４．各論
５．結語
Ⅴ 討論

Ⅰ 基調報告（駒田）
駒田： 時間も過ぎておりますようなので、そろそろ始め
させていただきたいと思います。
１．問題提起――Web2.0 時代のプロバイダ責任論？
駒田： ご案内のように、アメリカ、ヨーロッパ、そして我が
国が、プロバイダの責任制限に関するルールを相次い
で定めたのがおよそ 10 年前でございます。
当然、それらの法制度は、10 年以上前の技術状況や

Web 環境を前提に設計されております。しかし 2000 年代
の中頃に差しかかりますと、Web の世界に質的な変化が
生じたという風に考えられるようになりました。
それは、巷で Web1.0 から Web2.0 への変化と言われ
ていることでございます。Web2.0 につきましては明確な
定義がされているわけではございませんで、その意味で
は先ほどのクラウドの概念と似ていますけれども、インタ
ーネット・ユーザーによる情報発信とその共有、そして再
利用が、従来の 1.0 よりも 2.0 では飛躍的にソフィスティケ
ートされた形で行われているということができるのではな
いかと思います。
口コミサイトであるとか、ソーシャル・ネットワーク・ソサ
エティ、ブログ、それからウィキペディアのようなネット上
のフリーな百科事典、こういったものは Web2.0 的なもの
の代表例でございます。
このような Web 環境の劇的な変化に伴いまして、イン
ターネット・サービス・プロバイダ（ISP）のサービスも 2000
年代以前とくらべれば相当に多様化しているようでござ
います。一言でいえば、単なる情報流通の仲介者という
役回りを超えつつあると。もちろんコンテンツ・プロバイダ
と呼ばれてきたネット上のプレーヤーは、これは従前も
単なる情報流通の仲介者とは考えられていなかったんで
すけれども、今日ではコンテンツ・プロバイダとも言い難
いが、コモンキャリアとも言えない、コモンキャリアの延線
長上にある存在とも言い難いISPが種々見られるようにな
ってきております。それらが様々な知的財産に係るコン
テンツの流通を仲介しているという現状がございます。
他方で、Web2.0 でユーザーが積極的にインターネット
の世界に参加するようになったということで、著作権を初
めとする知的財産権の侵害がネット上でかつてない規模
で生じております。
こうした知的財産権侵害の横行を目の当たりにしたとき
に、権利者グループとしては、網目状に広がっている
Web の結節点に位置しているISPの法的責任を何とか厳
格化できないかという風に当然考えるところでございまし
ょう。
近年、特にヨーロッパでは、こうした権利者の動きが活
発化しているようでございまして、ISP に対して様々な訴
訟が提起されております。毎年、様々な国で様々な判決
が出されている。そのため、諸外国における知財関係の
ジャーナルでは、ここ数年 ISP の法的責任に関する論稿
とか判決に対するコメントが毎号のように掲載されており
ます。我々の分野ではちょっとしたホット・トピックになっ
ている状況でございます。
先月にも、業界で長らく待たれていたフィルタリング技
術に関する欧州司法裁判所の意見が公表されました。こ
れによって幾分か議論が沈静化するのではないかと思
いますけれども、今後はこの判決を巡って静かに、しか
し深く議論が展開されていくのではないかと思います。
本日のシンポジウム第二部は、こうした 2000 年代後半
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の動きを受けて、改めて我が国のプロバイダ責任法制に
ついて考えてみようという趣旨でございます。「法理の再
構築」という風に題しておりますけれども、ちょっとプロヴ
ォカティブだったかもしれないと思っております。結局の
ところ、法理は再構築されなくてもよいという結論に今日
でも落ち着くのかもしれません。ただ、社会が大きく変わ
っていくという実感を持ったときは、何事も一歩立ち止ま
って考え直すという作業をするのは有意義であると私は
思っております。
本日は、そうした知的作業を行うに最適任と思われま
す我が国随一の理論家であられる田村先生、または驚
異的な語学力で海外の情勢についても該博な知識をお
持ちであられる張先生、そして実務畑からは業界をリード
しているニフティ法務の丸橋先生にお越しいただきまし
た。まず諸先生方のお話を伺う前に論点を整理したいと
思います。論点を整理するつもりでプロバイダの法的責
任が著作権の文脈の中ではどのように位置づけられるか
について、簡単に私から基調となるお話をしてみたいと
思います。
２．著作権等の間接侵害をめぐる法理の展開
駒田： ご案内のように ISP の法的責任は著作権法の文
脈では著作権等の間接侵害という問題の一つと位置付
けることができると思われます。前半部でもカラオケ法理
について言及がなされましたけれども、その基となる最
高裁判決は、カラオケスナック店舗経営者の管理の下で
客が歌唱をしており、またそれによって営業上の利益増
大を図る行為としていたということで、客の歌唱を店の歌
唱、すなわち経営者の歌唱と同視したというものでござ
いました1。
ここから、法定利用を物理的に行うもの以外のものを規
範的に利用主体と認めるためのカギとなる概念として、管
理性、図利性という概念が抽出されまして、これらの概念
を手掛かりとして、以降、裁判所が様々な著作物の利用
形態についてその利用主体を規範的に認定していった
わけでございます。
これを受けて、学説においては「カラオケ法理」という
ネーミングがされるに至りました。ただ、こうした裁判例の
流れを追うと、裁判所は著作物の利用に供されるシステ
ムの性質に応じてカラオケ法理に適宜修正を施している
ということがわかります。
P2P サービスに関する有名なファイルローグ事件では、
ユーザーのファイル送信行為に対して業者の管理が認
められることと、そのサービスの図利性が認められること
に加えて、侵害行為惹起について一定の蓋然性がある
こととか、侵害を誘発する者がその点について予想し得
るといった要件が加重されています2。

事案が P2P ファイル交換であって、送受信されるファイ
ル全てが著作権を侵害するものとは言えないという特殊
性、あるいは物理的に施設を提供して対価を徴収してい
るカラオケの場合と比較すると、侵害を惹起する業者の
管理性とか図利性がそこまで濃厚ではないという事情に
影響を受けて、このような法理の修正が行われたものと
思われます。
こうした流れにおきまして、管理性、図利性というのも、
結局のところ利用主体を認定するための要件というよりは、
単なる考慮要素という風に位置付けた方がいいんではな
いかという考え方も現れてきました。MYUTA 事件判決3
もそのように読むことができるというのは、先ほどの奥邨
先生のご報告でも指摘がございました。そうした考え方
が、最近の最高裁判決であるロクラクⅡ事件判決4に至る
わけでございます。
この判決は、裁判所が設定した事例における複製主
体の認定方法を示しただけでございますけれども、複製
主体の判断に当たっては、複製の対象、方法、複製への
関与の内容・程度等の諸要素を考慮して、誰が複製をし
ていると言えるのかを判断するのが相当といいまして、い
わゆる総合考慮の手法を示しました。
この部分の判示は、他の全ての法定利用への一般化
を許すインパクトを持っているんではないかと私は思っ
ております。従って今日、著作物の法定利用の主体とい
うのは、そういった総合考慮をして判断していかなけれ
ばならないと。
では、ロクラクⅡ最高裁判決後の今日、ISP の侵害主
体性についてはどのように考えるべきでしょうか。若干議
論はありましたが、ユーザーが直接アップロードするファ
イルについて ISP をその複製や公衆送信の物理的な主
体とみることができないと解するのは、現在では一般的
な見方ではないかと思います。しかし、このことから直ち
に、ISP が著作権などの侵害主体とはなり得ないというこ
とが導かれるものでもございません。ISP についても、言
わば諸事情の総合考慮に基づいて、規範的な解釈とし
て、その複製主体性あるいは公衆送信主体性を肯定す
ることが許されるだろうと思います。問題はどの程度それ
を類型化しうるかであります。
３．ISP 免責ルールをめぐる近年の動向
―縮小するセーフハーバー
(1) 欧州
駒田： ヨーロッパでは、このあたりは国内法の問題でご
ざいます。ただしいずれの加盟国においても、ISP に対
する差止めは広く許容する結論が導かれるのではない
かと思います。L’Oréal 対 eBay の事件5で、欧州司法裁
3

1

最判昭 63・3・15 民集 42・3・199〈クラブキャッツアイ事件〉
2
東京高判平 17・3・31 平成 16 年(ﾈ)446 号〈ファイルローグⅠ〉、東京高判
平 17・3・.31 平成 16 年(ﾈ)405 号〈ファイルローグⅡ〉
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東京地判平 19・5・25 判時 1979・100〈MYUTA〉
最判平 23・1・20 民集 65・1・399〈ロクラクⅡ〉
5
CJEU Grand Chamber, July 12 2011, L’Oréal SA et al. v. eBay International
AG et al., C-324/09, CRi (Computer Law Review International) 4/2011, p.108.
4
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判所は、加盟国の裁判所がユーザーの知的所有権侵害
行為を単に終わらせるだけではなく、その種のさらなる
侵害を防止するために必要な措置を取るようにオンライ
ン・マーケット運営者に命ずることが可能とされるべきで
あると、知的所有権エンフォースメント指令611 条第三文
に基づいて加盟国はそのような義務を負っているという
ふうに判示しております。そして、そのような差止命令は
実効的であり均衡のとれたものであって、抑止的なもの
でなければならず、同時に正当な取引を阻害するもので
あってはならないという風に判示しております7。
エンフォースメント指令の 11 条第三文が引用されまし
たけれども、この intermediaries に対する差止めが認めら
れるべきだということは、情報社会指令8においても繰り
返し規定されております（8 条 3 項）。欧州におきましては、
仲介者に対して差止めできるということはハッキリとヨーロ
ッパ法の中で言われている。その法的構成はどうあれで
す。
そして、オンライン・マーケットの運営者に対しても一
定の範囲では差止めが認められるよということも、明らか
になったんです。さらにこの判決が重要でありますのは、
いわゆる電子商取引指令上の ISP の免責規定―責任制
限規定の適用範囲をややドラスチックに狭める解釈論を
展開しているところでございます。
それによりますと、免責に係る 14 条 1 項は、オンライ
ン・マーケット運営者が蓄積されたデータについての認
識またはコントロールを持つに至るような積極的な役割
（アクティブ・ロール）を果たしていない場合に、初めてそ
の業者に適用されるというように解釈されなければならな
い9。
従って、ISP の免責に係るルールというのは、蓄積され
たデータについての認識やコントロールを持つに至るだ
けの積極的な役割を ISP が果たしている場合には、適用
されません。加盟国の国内裁判所は、この指令を実施し
た国内法の解釈において、このような立場を採用するこ
とが迫られることになります。
以上によりますと、欧州では、実効性とか均衡性が認
められる限りは、広く ISP に差止命令に服する責任が生
じると解されているようです。もっとも、ここでいう均衡性
（proportionality）というものの中身が具体的にはどうい
うものなのかは、後で述べる監視義務との関係で問題と
なっております。
いずれにしましても、ISP を積極的な役割（active role）
6

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29
April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, 2004 OJL 157/45.
7
知的所有権エンフォースメント指令 3 条参照。
8
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22
May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related
rights in the information society, 2001 OJL 167/10.
9
eBay 以前の判決である CJEU Grand Chamber, March 23 2010, Joined
Cases C-236/08, C-237/08, C-238/08, 2010, 2010 OJC 134/2, Google France
SARL v Louis Vuitton Malletier SA; Google France SARL v Viaticum SA et
al.; Google France SARL CNRRH SARL et al.にも同様の判示が見られる。

を果たすものと消極的又は中立的な役割しか果たしてい
ないものとに分類することによって、損害賠償などについ
ての免責法の適用範囲を狭めようとしている。これは
Web2.0 の時代における ISP の活動の多様化を踏まえて、
Web1.0 の時代よりも賠償責任等が成立する範囲を広げ
ようとする、目的論的な解釈を行ったものと評価できます。
ただしこの判決でいうところの、「蓄積されたデータ（the
data stored）」、当該データについての「認識（knowledge）」、
「コントロール（control）」といった概念が具体的にはどうい
う概念であるかというのは、未だ十分に明らかにされてい
るとは言い難いです。そういう状況でございます。
(2) 我が国
駒田： 我が国では、著作権の間接侵害法理自体が混迷
していることもありまして、今のところ ISP の侵害主体性に
ついて明確な裁判実務は形成されていないようです。
ISP の責任につきましては、我が国固有の論点として、
著作権法上の公衆送信主体性のみならず、プロバイダ
責任制限法上の「発信者」性が問題となります（3 条 1 項
但書）。それぞれの法律の目的に従ってこれらの概念が
解釈されるべきことは言うまでもありませんけれども、実
際上これまでの裁判例におきましては、公衆送信の主体
とされた ISP は同時に発信者であるとも解されておりま
す。
発信者は、プロバイダ責任制限法上は免責を享受す
ることはできません。ですからそれらの裁判例は、ISP に
損害賠償責任を負わせるためにこのような解釈をしてい
る。具体的にはＴＶブレイク事件10がそうなんですけれど
も。また、プロバイダ責任制限法が施行される前だと思い
ますが、ファイルローグ事件11でも同じような判示がされ
ている。
著作権法上の公衆送信者とプロ責法上の発信者の認
定方法が異なるということになれば、差止責任を負うけれ
ども、損害賠償責任は負わないということがあり得ますし、
逆に損害賠償責任を負うけれども、差止めの責任は負わ
ないということもあり得るはずです。
もっとも、先ほど言及した裁判例におきましては、公衆
送信者と発信者はほぼ同じ要件あるいは基準の下で論
じられているようでありまして、その意味では裁判実務上
ではこれら二つの概念は融合しつつあると言えるのかも
しれません。
ISP の損害賠償責任を認めたいということであれば、
敢えて発信者に当たるという風に解釈しなくても、プロ責
法 3 条 1 項の認識要件をクリアしないので責任は制限さ
れないという構成を取ることも可能だったはずなんです
10

東京地判平 21・11・13 判時 2076・93〈TV ブレイク〉、知財高判平 22・9・8
判時 2115・102〈同 2 審〉
東京地中間判平 15・1・29 平成 14 年（ﾜ）4249 号〈ファイルローグⅠ〉、前
掲（注 2）東京高判平 17・3・31〈同 2 審〉、東京地中間判平 15・1・29 判時
1810・29〈ファイルローグⅡ〉、前掲（注 2）東京高判平 17・3・31〈同 2 審〉

11
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が、そういった構成は今のところは裁判所によっては好
まれていないようでございます。
いずれにしましても、欧州と同様に、我が国におきまし
ても発信者概念を拡大することで ISP の免責範囲を狭め
て賠償責任が成立する余地を広くして、あたかも Web2.0
の時代に対応しようとするかのごとき裁判例の傾向が見
て取れます。こうした我が国の実務を踏まえた上で、本
日は田村先生の現時点における ISP の利用主体性に係
るご見解、さらにはプロ責法上の発信者概念との異同に
ついてのどのようなお考えをお持ちか、その点について
のご見解を伺ってみたいと思っております。
４．ISP の監視義務をめぐる近年の動向
駒田： 本日はもう一つの論点と致しまして、ISP の監視
義務を取り上げたいと思っております。
(1) 一般的監視義務の否定
駒田： 我が国のプロ責法には、問題となる情報が流通し
ていたことを ISP が知っていた場合には同法によって責
任が制限されないということが定められております（3 条 1
項 2 号）。
逆に言えば、ISP の責任を認めるためには、少なくとも
情報流通について ISP が悪意であることが必要とされて
いる。そしてここから、ISP は監視義務を一般的に負わな
いのだという風に解釈されております。
このような規定が設けられたのは、インターネット上を
流通する情報というのは膨大であり、ISP が逐一情報を探
索して削除しないといけないということになれば、ISP に
著しく過大な負担を課すことになると考えられたからでご
ざいます。
諸外国におきましても、ISP の監視義務は概ね特別法
によって否定されております。欧州電子商取引指令15条
は ISP が一般的な監視義務を負わないということを規定
し、米国の Digital Millenium Copyright Act（DMCA）512
条(m)(1)も ISP に対して監視を義務付けることをセーフハ
ーバの要件としておりません。
しかし、ISP が悪意でなければ、言い換えると知りさえ
しなければ責任を負わないという制度の下ですと、ISP が
問題情報の流通について積極的に知ろうとしなくなる、
関心を持とうとしなくなるという、マイナスのインセンティ
ブが働くのではないかと考えます。
なまじ、コストを掛けてフィルタリングなどを行わない方
が、問題情報の流通を ISP が知る機会をずっと低減させ
ますので、ISP が侵害の探知に係るそうした技術を活用
することに不熱心になっても、合理的に考えると不思議
ではない。
ヨーロッパにおきましても、指令採択当時から一般的
監視義務を否定してしまったことについては批判がござ
いました。ある学者に言わせると、指令が一般的監視義
務を否定してしまったのは驚きである、そうではなくて状
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況に配慮した相応の義務を関係者に要求するだけにし
て、あとは民法などの一般法に委ねておくのが賢明であ
ったと。確かにフィルタリングなどの技術的手段を用いて
コンテンツの合法・違法を判断するのは難しいという意見
もあるが、監視義務を一般的に否定してしまうとこの道を
追求しようとする動機が ISP の側に生まれないし、仮に一
定程度信頼に足りる監視技術が生まれても、指令の下で
はその監視に関する法的義務は肯定されないことになる、
というふうに指摘しています12。
(2) ISP に対する差止めと特別な監視義務
駒田： 確かに電子商取引指令は、ISP の一般的監視義
務を否定しております。しかし、指令前文（検討理由）47
項を見る限り、指令は加盟国が ISP に対して特別な場合
における監視義務（monitoring obligations in a specific case）を
負わせることまでは否定しておりません。さらに 48 項に
は、ある種の違法行為を抑止または予防するために、ユ
ーザーからの情報をホストする ISP に対して合理的に期
待しうる注意義務であって国内法が定めるものを加盟国
が ISP に負わせることも許されると書かれております。こう
いった前文規定の解釈次第では、15 条に書かれている
一般的監視義務否定の原則の射程というのも、かなり限
定されることになると思われます。
近年、欧州では、むしろそこを突破口にして、監視義
務を ISP の側に認めさせようという動きが相次ぎました。
興味深い裁判例が相次いで報告されております。私の
見る限りでは、それはかなりアメリカ法と対照的な状況に
ある。
（i）Scarlet 事件
駒田： この辺りは後ほど張先生の詳細なご報告をいた
だくことによって、世界の中で我々の置かれた位置につ
いて正しい認識を得たいと思っております。注目に値す
る裁判例は多いのですが、その中でも 2007 年6 月29 日
にブリュッセル大審裁判所が言い渡した判決13は、特に
注目に値するのではないかと思います。この判決は、イ
ンターネット・アクセス・プロバイダである Scarlet 社に対し、
P2P を介して共有される違法なファイルを特定してブロッ
クするフィルタリング・ソフトをインストールするように命じ
ています。
原告はベルギーの作家・作曲家・出版者の協会であり
まして、この種の判決としてはヨーロッパで最初のものだ
といわれております。ブリュッセル大審裁判所は、2004年
11 月 26 日の中間判決14において、Scarlet 社は著作権侵
害をしているということを認めております。そして差止請
求を認容する前に、技術の専門家に鑑定を依頼しまして、
A. Lucas, “Exploitation et responsabilité à la lumière de la convergence des
médias”, ALAI 2000 Droit d’auteur et connexes et convergence des médias
dans le contexte numérique, 2001, p.117.
13
http://www.juriscom.net/documents/tpibruxelles20070629.pdf
14
http://www.juriscom.net/documents/tpibruxelles20041126.pdf
12
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侵害ファイルの交換だけをフィルタリングするということが
技術的に可能なのかどうか、その措置に関する費用とい
うのはどの程度のものになるのかということについて、意
見又は調査を求めておりました。
差止めに関する 2007 年 6 月の判決は、その鑑定意見
に基づいて言い渡されたものでございます。なお、ブリ
ュッセル大審裁判所は、当該技術的手段の使用を強制
することは電子商取引指令15 条に抵触するという主張は
成り立たないと言っております。そういう主張を Scarlet 社
はしていたんですけれども。同社のネットワーク上を伝送
される特定の情報をブロックし、またはフィルタリングする
ことを命じているんだから、それは一般的な監視義務を
肯定することにならないという風に判示したのですね。
ただし、当然のことながら、この判決は様々な観点から
議論を呼びました。その第一は、そもそもインターネット・
アクセス・プロバイダであるScarlet社は「単なる導管」であ
って、その侵害責任を認めたのは指令 12 条の規定に違
反するんじゃないかという議論であります。
それから、もちろん第二に、Scarlet 社がその特定の技
術的手段を使用する法的義務を負うという結論が 15 条の
一般的な監視義務否定の原則と果たして整合するのか
どうかという議論であります。この事件は上訴されました
が、ブリュッセル控訴院が主に次の三点について欧州司
法裁判所に先決的な意見を求めました。
確かにヨーロッパ法には、著作権侵害のために第三者
が用いるサービスの媒介者に対しても、国内裁判所は差
止めを命じ得る旨を定めた規定があるけれども、国内裁
判所はこの規定だけに基づいてインターネット・アクセ
ス・プロバイダに対してもその費用の下で時間的に無制
限にフィルタリング・システムを導入すること、それによっ
てプロバイダのネットワーク上を流通する著作物で原告
が権利を主張するものが複製された電子ファイルを特定
し、その転送をブロックするように命じることができるのか
どうか。
そのような全てのインターネット・ユーザーに関係する
抽象的で予防的な差止命令も許されるというふうに、各
種指令、それから欧州人権条約 8 条及び 10 条の規定は
解釈できるのかという質問をしています。
もしそのように解釈されるとするならば、媒介者に対す
る差止請求訴訟が提起された国内裁判所は、均衡性の
原則（比例原則または proportionality の原則）を適用すべ
きか、その命令というのは実効性を伴うものであるべきか、
というような質問をしております。
（ii）Sharehoster Ⅱ事件、Rapidshare 事件
駒田： また、ドイツでも注目される事件があります。いず
れも rapidshare.com を URL とするウェブサイト上で提供さ
れるホスティング・サービスについて ISP の責任が問わ
れたケースでございます。
被告はユーザーにコンテンツをアップロードする場所

を提供しておりました。アップロードしたユーザーがその
コンテンツの共有を認めるリンクを張ると、他のユーザー
もそれにアクセスしてダウンロードすることができます。
いずれの事件におきましても、裁判所は被告をホスティ
ング・プロバイダと認めまして、その活動はドイツにおけ
る責任制限法の適用を受けるとしました。
しかしながら、差止請求については EU の責任制限ル
ールは適用されないとしまして、代わりに一般法上の
Störerhaftung の法理を適用しております。この法理により
ますと、過失の有無にかかわらず侵害行為と相当因果関
係にある行為をする者は、全て合理的な監視義務を負う
ことになります。
そうすると、ISP が侵害物について権利者から一旦通
知を受け取りますと、この種の特別な監視義務が生じて
しまう。当該義務は、技術的かつ経済的に可能であって、
合理的なあらゆる措置を講じるという義務を意味している
と。また ISP にとっては、通知されたコンテンツを除去す
るだけでは十分でなく、通知を受けた後に技術的、経済
的に合理的である限りにおいて将来生じうる同一の侵害
を常時監視する義務が発生するという風に解釈された。
その常時監視する義務の意味なんですけれども、
Sharehoster II 事件でハンブルク高裁は結果的にかなり
高度な監視義務を ISP に認めております15。裁判所により
ますと、ISP は原告から通知を受けると、ホスティングして
いる全てのコンテンツを調査しないといけない。従前、侵
害物をアップロードしたユーザーによってアップロードさ
れた全てのファイルをチェックしないといけないという風
に言っております。
他方で、Rapidshare 事件の方では、デュッセルドルフ
高裁はもう少し緩やかに解釈しております16。原告の要求
する監視義務は不合理なものなのであるから、被告が実
施していた措置で十分であると言っております。それは
何かと言いますと、ISP は通知を受けたコンテンツを迅速
に除去して、それと同一のファイルがアップロードされる
のをブロックする以外の義務を負うことはないと。このよう
に言っております。
差止めの一貫として ISP に要求される監視義務の究極
のものは多分、権利者が一度権利を主張すれば、それ
はもう特別な監視義務になる、これが究極の特別な監視
義務でしょう。すなわち、権利者が権利を主張するコンテ
ンツの常時監視義務であります。その範囲は、自身がホ
スティングまたは流通の媒介をしている全ての情報に及
ぶというものでございます。
これは相当に高度な監視義務でありまして、ISP にか
かる負担というのは極めて大きくなります。ファイル名や
ファイルの URL などの相違を超えてコンテンツの同一性
を識別する技術が必要になりますし、その対象とする情

15
16

OLG Hambourg, Urteil vom 30. 9. 2009, 2010 MMR 51.
OLD Düsseldorf, Urteil vom 27. 4. 2010, 2010 MMR 483.
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報の容量も、媒介する情報の量が多ければ多いほど大
きなものとなります。
（iii）ISP の監視義務とＥＵ法との整合性
駒田： これまで何となく、特別な監視義務というのは一
般的監視義務よりも高いハードルを設定するものではな
いというイメージがあったように思います。一般的監視義
務の方が大変だというイメージがあるかと思いますが、実
際のところ業界で標準使用されている監視技術を使いな
さいと ISP に義務付けた場合には、この程度の一般的な
監視義務であれば、特定コンテンツの常時監視義務より
もハードルがずっと低くなると思います。要するに求めら
れる監視の内容次第だということです。
特別な監視義務でも、裁判所の命令内容によっては
上記の一般的監視義務より ISP にかかる負担はずっと大
きくなります。権利者が指定するコンテンツを必ずブロッ
クすることが求められるとすれば、です。これは特別な監
視義務といっても、ハードルがかなり高くなる。
これに対して、ISP にとって比較的負担が小さい特別
な監視義務の類型というのも想定できます。それは、ファ
イル名だけで検索してアップロードをブロックしなさいと
いう命令に基づくものです。もっとも、あまりに監視義務
のハードルを低くしますと、その分だけ侵害行為を行うユ
ーザーが技術的にそれを迂回するということが極めて容
易になってしまって、差止めの実効性というものが失わ
れかねないという問題が起こる。
こういうアンビバレントな状況の中で、先月の24日にブ
リュッセル控訴院の照会に答える欧州司法裁判所の先決
的な判決17が言い渡されました。極めて注目すべき判決
でございますけれども、一言でいうと Scarlet 事件で被告
ISP にインストールと運用が求められているフィルタリン
グ・システムというのは、電子商取引指令 15 条 1 項が定
める一般的監視義務否定の原則と整合しないという判断
でございました。この判決のインプリケーションにつきま
しても、後で張先生に詳しく伺うことにしたいと思います。
これまでの欧州のトレンドからしますと、かなり逆に振れ
た感じの判決内容となっております。
（iv）比較法的見地を踏まえて―個別報告へのつなぎ
駒田： 以上を踏まえて日本法の文脈に立ち戻りますと、
まず論点となりますのは、一般的には監視義務が否定さ
れている現行法の当否でございます。現行法上は先ほ
ども申し上げたとおり、問題情報の流通を ISP が知ったと
きがその責任の発生し得る地点とされておりますけれど
も、そうではなくて問題情報の流通を ISP が知るべき相当
の理由がある場合も責任発生地点に含めるという規制の
あり方も考えられるのではなかろうか。

これはもちろん立法論ということになりますけれども、
そのようなルールに変更すれば少なくとも標準的なもの
として確立されたフィルタリング技術などを用いていない
ISP は、その技術を用いればブロックできたはずの侵害
ファイルについて法的責任が問われうるように思われま
す。
ただし、このルールが妥当性を持つためには、標準的
なフィルタリング技術とは何かについて ISP が一定程度
予見可能性を有することが前提になります。そういった前
提が成り立つか否かを考える上では、現状としてフィルタ
リング技術にはどういうものがあるのか、ISP が実際に用
いている技術の性能についても知る必要があろうかとも
思います。この辺りは丸橋先生に詳しくお聞きしたいと思
います。
次に侵害者とされた場合の ISP に対する差止めの問
題でございます。プロ責法は ISP の差止めに服する責任
については何も規定しておりません。従いまして、差止
めに関しては現行法上の監視義務否定の原則は働かな
い。そうすると、差止めというルートから ISP に一定の監
視義務が生じる可能性があります。これは先ほどのベル
ギーの事件でも問題とされた論点でございます。
我が国におきましても、P2P の事案でファイル所在情
報を提供するサーバの運営者に対して、差止めの内容と
してフィルタリング技術を用いた公衆送信の予防停止を
命じた判決があるのはご案内の通りでございます。いわ
ゆるファイルローグ事件ですね。
これらの手続で被告らは、特定ファイルの送受信だけ
を防止するというのは不可能であって、実行しようとすれ
ばサービス全体を停止しなければならなくなるという風に
主張したんですけれども、一審判決18は MP3 ファイルが
時々刻々と送信可能化状態に置かれるので、差止対象
となるファイルをあらかじめ厳格に特定することは不可能
であるということを認めつつも、アーティスト名などを検索
して行うフィルタリングによって実効的なファイルの特定
はできると言いました。
控訴審判決19におきましても、当該フィルタリングを繰り
返す方法はそれほどの手間を要しないとしまして、同様
に実行不可能であるという控訴人の主張を退けておりま
す。これが参考になるといえば参考になるケースなんで
すけれども、このケースだけでは、一度侵害者であると
判断された場合に ISP が侵害の予防・停止のために技術
的手段を使わなければならないのかどうか、あるいはそ
の技術的手段としてどのようなものが求められるかという
ことについての指針が明確にされたと言い難い、我が国
はまだそういう状態に止まっております。
まあ、ヨーロッパでもそうだと思いますけれども、その
辺をどう考えていったらいいのか。そのへんはパネルデ
18

17

CJEU Third Chamber of 24 November 2011, Scarlet Extended SA v Société
belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), C-70/10.
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ィスカッションなどで皆さんと議論をしてみたいと思って
おります。ちょっと長くなってしまいましたけれども、私か
らは以上にしまして、次に張先生ですね。ご報告をいた
だきたいと思います。

１．ホスティングプロバイダに関する判例
張： 判例をたくさん挙げますけれども、特に侵害の特定
の義務が誰にあるか、著作権者がどこまで侵害を認識す
べきか、ISP にはどこまで侵害を監視する義務があるかと
いうところに焦点を置いてご紹介したいと思います。最後
に立法によるブロッキングの動きを諸外国の立法の状況
をもって簡単にご紹介したいと思います。

はないと、すなわちプロバイダに監視義務はないと判断
しています。
こちら LimeWire 事件はちょっと結論が異なります。
LimeWire は P2P ファイル共有サイトでありまして、先ほど
の veoh や YouTube とは具体的な状況がかなり違います。
こちらは P2P コンテンツで約 93％が侵害物であり、その
余りの被侵害的なファイル交換をもって被侵害的用途で
利用されるとは言えないとしています。しかもこの
LimeWire 社は、自社はナップスターを代替するというな
どユーザーを引き寄せるような宣伝もしていたということ
で、侵害を軽減するための努力をしていなかったと見て
います。
LimeWire 社も一定のフィルタリング技術を導入してい
たのでセーフハーバの適用を主張していました。しかし
それは全てのファイルに適用していたわけではなくて、
LimeWire 社が自ら購入してユーザーに提供していたも
のにのみ適用していたので、セーフハーバの適用を受
けないと判断をしています。
次は MP3tunes 事件です。第一部で奥邨先生の方で
詳しく解説をしてくださったので、私の方では簡単に触
れるだけにしたいと思います。サービス提供者には積極
的な監視義務（モニタリング）はないという既存の態度を
再確認したところに意義がある判例だと思っております。

(1) 米国―Veoh 事件、YouTube 事件、LimWire 事件、
MP3tunes 事件
張： こちらアメリカの UMG v. veoh 事件では、DMCA 上
のセーフハーバ規定の適用を受けるかどうかが問題に
なりました。動画投稿サイトであるこの veoh が、著作権侵
害を防止するためにどこまで監視する義務があるかとい
うものが争われました。
裁判所は veoh にそのような義務がなく、セーフハーバ
の適用を受けると判断をしています。侵害に対する認識
に関しましても、侵害コンテンツをホスティングしていたこ
とだけでは実際の認識（actual knowledge）があるとは言
えないと判断をしていますし、侵害防止のための措置も
取っていると判断しています。
Viacom v. YouTube 事件においても同じような論理で
判断をしています。こちらも YouTube がセーフハーバの
規定の適用を受けるか否かが争われましたが、ユーザ
ーが侵害物をホスティングする傾向であることを認識して
いるだけでは侵害に対する「現実の認識」があったとは
言えないと判断をしています。
またYouTubeがAudible Magic社のフィルタリング技術
を導入していたことや繰り返して侵害を行う者に対するポ
リシーも採用して履行していたということをもとにして免責
を受けると判断をしています。削除通知に関しては、サ
ービス提供者は著作権者からの侵害通知があればこれ
を迅速に削除する義務があるのみで、自ら積極的に数十
万件の掲示物の中から侵害があるかどうかを調べる義務

(2) 欧州―Google Video 事件、Daily Motion 事件
張： 次はヨーロッパの状況を簡単にご紹介したいと思い
ます。こちらはフランスにおける判例ですが、パリの大審
裁判所において、グーグルビデオ（現 YouTube）がホス
ティング・プロバイダとして免責を受けるためには、著作
権侵害通知に対する受動的な対応のみでは足りず、特
に一度特定のコンテンツに対して権利者から侵害通知を
受けた場合は当該コンテンツが繰り返してアップロードさ
れアクセス可能にならないように防止するための技術的
な措置を導入する必要があると判断をしています。
ホスティング・サービス提供者の責任が制限されるの
は、フランスにおいて国内法化された「デジタル経済に
おける信頼性に関する法律」6 条における限定的場合の
みであり、その他には責任制限にはならないという前提
で、このグーグルビデオが侵害通知を受け取って削除し
たとしても、また違法なコンテンツにアクセス可能になっ
た場合には同条における責任制限を受けないと判断し
たものです。
次は Daily Motion 事件です。こちらは YouTube のよう
なフランスの動画共有のサービスです。この Daily
Motionに対してNord'Ouest社が、自社が制作した映画が
アップロードされているとし、削除を要請したのですが、
削除されず放置されていました。それをもって先ほどの
「デジタル経済における信頼性に関する法律」違反であ
ると提訴した事件であります。
この 6 条における著作権侵害責任が免除されるかどう

Ⅱ ISP 免責ルールの現在―諸外国の動向（張）
張： 本日は ISP の責任制限の要件に関する欧米の判例
を簡単にご紹介したいと思います。ISP といいましても
様々な種類があると思いますが、本日はホスティングプ
ロバイダに関する判例とアクセスプロバイダに関する判
例に分けて、クラウドサービスや動画投稿サイト、P2P サ
イトの判例とともに、アクセスプロバイダはブロッキング技
術を導入すべきかどうかに関する欧州の判例を紹介した
いと思います。
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かが争われましたが、Daily Motion は権利者からの著作
権侵害通知に適切に対応していたと、これ以上の対応を
求めるのはECD15条の一般的監視義務の禁止に反する
と主張しました。それに対してパリ大審裁判所は Daily
Motion がプロバイダとして免責を受けるためには侵害コ
ンテンツの削除のみでは足りず、再発を防止するー定の
ブロッキング技術の導入が必要であるとしています。
もちろんこの判決に対しては控訴されておりまして、
2009 年の控訴審、そして 2011 年の破毀院（最高裁）の判
決が出ていまして、Daily Motion はホスティング・プロバ
イダであるということを前提として、そもそも原告からの削
除通知が本法上の要件を満たしてないと、 侵害コンテン
ツを特定するために不十分な通知では侵害に対する実
際の認識ができず、責任を負うとは言えないと判断をし
ています。
２．アクセスプロバイダに関する判例
張： ここまではホスティング・プロバイダに関する事例で
したが、欧州においてはアクセスブロッキングに関する
事例も見られます。アクセスブロッキングを認めた事例も
あれば、認めなかった事例もありますが、まずは認めら
れた事例をご紹介したいと思います。基本的な構造とし
ては、権利者（著作権者側団体）がアクセスプロバイダを
訴えて差止めを請求したということになっています。
(1) アクセスブロッキング等が認められた事例
張： 一番は国際レコード産業連盟（IFPI）のデンマーク
支部が ISP にブロックを求めた事件です。裁判所はファ
イル共有サイトへのアクセスをブロックするように ISP に
命令をしています。その方法としては DNS ブロッキング
が述べられています。
二番目の事件は先ほど駒田先生の説明にもあったも
ので、ベルギーの著作権者団体（SABAM）が ISP に対し
て著作権侵害サイトへのブロッキングを求めたもので、フ
ィルタリング／ブロッキング技術を導入するように命令さ
れています。この事件の控訴審は欧州裁判所（ECJ）に
対してこのブロッキング技術導入に対する判断を要請し
たました。それに対する判断がちょうど先週出まして、こ
の ECJ の判断に関してはまた後でご紹介したいと思いま
す。
三番目の事件は ISP にパイレーツベイへのアクセスを
ブロックするように命令した事件です。こちらも高裁、最
高裁でも同じような内容で判断をしています。
四番目はイタリアの事件ですが、刑事裁判において
Bergamo 検察が ISP に対してブロッキングを求めたもの
です。イタリアの破毀院（最高裁）では刑事手続における
予防的差押えの一環として ISP にパイレーツベイへのア
クセスをブロックするように命令しています。
五番目もパイレーツベイに関するスウェーデンの事件
ですが、ISP に対してパイレーツベイにつながるトラッカ
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ー・ウェブサイトへのアクセスをブロックするように命令し
た事例です。
六番目も、ISP に対して特定のサイトへのアクセスを IP
ブロッキングするように命令をしています。
七番目はニューズビーン２というサイトに関連するイギ
リス事例です。MPA（映画協会）が British Telecom（BT）
に対してユーザーがニューズビーン２サイトへアクセス
できないようにブロッキングせよと求めた事件に対してイ
ギリスの高等法院がブロックを認めた事件になります。
裁判所は BT が、個人が違法な著作物にアクセスでき
るような状況を作ったことに対する責任があると判断して
います。ニューズビーン２は既に広く知られた違法なサ
イトニューズビーンの後継サイトであることで、BT はユー
ザーがこの著作権を侵害するサイト BT のサービスを通
じて利用することをすでに認識していたと見て、イギリス
著作権法 97 条 a の差止命令の要件を充足すると判断し
ています。この判決に対して BT 側も、例えば欧州の人
権条約の第 10 条の表現の自由に反するというなど様々
な反論をしています。
それに対してイギリス高等法院は、「現存する技術を使
用して特定事案において部分的に遮断するのは表現の
自由を侵害しない、著作権者の権利とニューズビーン２
利用者の表現の自由を比較衡量しても、過剰禁止の原
則に反しない」と判断しています。
BT は、これは ECD15 条の一般的監視義務の禁止に
反すると主張しましたが、裁判所は、これは積極的な監
視（モニタリング）に対する規定であり、本件ニューズビ
ーン２のサイトに単純にアクセスできなくするのはこの積
極的な監視禁止に反しないと判断をしています。
こちらもイギリス国外でサーバを運営するサイトでした
が、イギリスの裁判所はそのサイトへのアクセスをブロッ
クすることを ISP に命令しています。これはイギリスの裁
判所が著作権侵害に対して ISP の著作権保護義務として
ブロッキングを認めた最初の判例として話題になりまし
た。
判決の中ではクリーンフィード・フィルタリング・システ
ムというものが言及されています。こちらは既にイギリス
において児童ポルノブロッキングに利用されているシス
テムになります。こちらは控訴されましたが、10 月 26 日
に控訴棄却されています。
次の八番目はベルギーの事件です。アントワープ控
訴院において、パイレーツベイへの ISP レベルのブロッ
キングは不釣合いであるとした昨年の判決を覆して、ベ
ルギーの海賊版対策団体（BAF）の訴えを認め、ISP に
対してパイレーツベイにつながるドメインの DNS をブロッ
キングすることを命じ、ブロッキングを実施しなければ罰
金が課されると判断しています。
(2)アクセスブロッキング等が認められなかった事例
張： このように、アクセスプロバイダに対しても著作権者
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の権利侵害に対する差止めとしてブロッキングやフィル
タリングが認められている判例が見られます。もちろん認
められていない事例もありまして、ここからはブロッキン
グやフィルタリングの導入が否定された事例になります。
(a)はノルウェーの事例です。パイレーツベイにおいて
行われる著作権侵害行為を中止させるためにアクセスを
ブロックするようにISPへの差止命令を求めたのが認めら
れなかった事例です。その理由としては、情報社会指令
8 条 3 がノルウェーの国内法にちゃんと反映されていな
いということが挙げられています。
(b)はオランダの事件で、こちらもパイレーツベイへの
アクセスブロックを請求したが、認められなかった事例で
あります。ただしこの理由としては、ブロッキングという手
段は可能であるが、最初からブロッキングをすると他のユ
ーザー全てがそのサイトにアクセスできなくなると、その
ため権利者側はまず侵害ユーザー個人個人に対して訴
訟を起こすべきであると述べています。ブロッキングがで
きないと認めたのではなく、侵害対応の順番として、最初
から全体のサイトへのブロッキングを求めるのではなくて、
侵害ユーザーへの訴えを先に起こすべきであると判断し
たものです。
(c)はアイルランドにおける事例で、ISP に対するブロッ
キングやフィルタリングの導入が認められませんでした。
この理由としてもやはり情報社会指令 8 条 3 の国内法化
が不備であることが挙げられています。
8条3では「加盟国は、そのサービスが第三者によって
著作権または関連権利を侵害するために利用されてい
る仲介者に対して差止めを請求する地位を確保する」と
しています。ECD 前文 45 では媒介的プロバイダの責任
制限は様々な差止めの可能性に影響を及ぼすものでは
ないとし、そのような差止にはとりわけ、侵害物の削除、
アクセス防止、あらゆる侵害の予防および終了などを挙
げています。ところでアイルランド著作権法 40 条では、
「侵害物の削除」のみが規定されていて、侵害の終了や
予防が入っていませんでした。
それをもって ISP に対するこのブロッキングができない
と判断したのが、この(c)の判決であります。ちなみにこの
判決が出る前に、レコード協会は、この UPC より大手の
エアコムにも同じように訴えていて、こちらは判決が出る
前に和解をしています。その和解の結果、エアコム社は
スリーストライク・ルールを導入しています。エアコムの加
入者は、繰り返して著作権を侵害した場合には、インター
ネット回線提供契約を打ち切られることになる情況になっ
ています。
この UPC 判決により現在のアイルランド国内法では
ISP がフィルタリングやブロッキングを導入しなくてもいい
ことになったわけですが、現在もエアコム社はスリースト
ライク・ルールを継続して運用しています。
(d)はドイツの事例で、こちらもアクセスブロッキングの
請求が棄却されました。ケルン地裁の判断によりますと、

この HanseNet は単純なアクセスプロバイダにすぎないと、
ユーザーが他のサイトで行う権利侵害を中止させる法的
な責任がないと判断しています。
原告が被告に請求する DNS ブロッキングと IP ブロッキ
ングも効果的に権利を保護するとは期待できないと述べ
ています。現在 DNS と IP アドレスを遮断する技術的イン
フラが完全ではなく、もし技術に遮断が可能であるとして
も、費用が莫大であり、そのようなことを ISP に強いること
はできないと判断をしています。またこのような予防的な
措置はドイツ基本法 10 条の通信の秘密保護規定にも合
致しないとしてブロッキングを認めませんでした。
次は先ほど駒田先生の方でも述べられた事件です。
2007 年にブリュッセル大審裁判所は Tiscali 社（現スカー
レット社）に対して、特定侵害情報に対するフィルタリング
は一般的な監視義務禁止に反しないとし、フィルタリン
グ・システムを導入するように命令をしています。
これは控訴審に上がりまして、ブリュッセル控訴院は
ECJ（欧州司法裁判所）に対してこのフィルタリングおよび
ブロッキング技術の導入に関する判断を要請していまし
た。
そしてちょうど先週欧州司法裁判所が、監視システム
の設置やフィルタリング導入というものは、費用負担や技
術的な面で ISP に多大な負担を強いるものであり、インタ
ーネット・ユーザーの個人情報を侵害する恐れもあり、合
法的な通信をも阻害する恐れがあると指摘しています。
EU 法の体制では、ISP が予防的措置として、しかも ISP
自身の費用負担ですべてのユーザーに対して無差別的
に期限なくフィルタリングをするシステムを導入すること
はできないと判断をしています。ISP の一般的な監視義
務を否定していることを確認した判断になると思います。
この判断の中では基本権も言及していまして、フィルタ
リング導入を強いることは ISP の営業の自由を著しく害す
る恐れがあり、顧客のプライバシーや個人情報に関する
基本権を侵害することになり、情報の流通を阻害する虞
があると判断しています。
このような判断は、個人的な考えなんですけれども、
今年の 5 月に公表された UN 人権報告書の中で、ネット
上におけるフィルタリングやブロッキングの導入が世界
的に広まるような傾向は民主社会における表現の自由を
害する虞があるとしていることにも影響されているのでは
ないかと思っています。
３．Ofcom レビュー
張： 一般的監視義務に関連して、結局著作権者として
は実効性のある著作権侵害防止手段を採ってほしいと思
うわけですし、でもISPとしては一般的な監視義務とういう
のは負担が大きいわけです。ユーザーとしても個人情報
やプライバシー、通信の秘密の観点からも難しいというこ
とになるわけです。
そこで、本当に著作権者に実効性のある技術的な措
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置というのは存在するんだろうかという疑問が生じるわけ
です。これに関しては様々な研究結果とか調査結果があ
りますが、昨年度成立したイギリスの「デジタル経済法」
のいわゆるスリーストライク・ルール、サイトブロッキング
に関連して、ブロッキングがどれぐらい実効可能性がある
かということを調べました。
イギリスの文化省の方で通信庁（Ofcom）にレビューを
お願いしています。このオフコムのブロッキングの実効
可能性に対するレビューの中では、結論的に言いますと、
インターネットサイトのブロッキングを目的とする技術は
あまり効果がなく、かつ迂回しやすいと言っています。
先ほど一連のヨーロッパのブロッキングを認めた判例
の中で DNS ブロッキングとか IP ブロッキングという言葉
が出てきたと思うんですけれども、そういうものは実は迂
回しやすいと言っています。
実効性のあるものとしては、例えば DPI（ディープパケ
ットインスペクション）のようなものが効果的ではあるんだ
けれども、こちらはかなり費用が掛かるし、ISP の負担が
大きいと、そういう意味で導入させるのは難しいのではな
いかと判断をしています。
こういうレビューの結果を見ると、実効性があってかつ
ISP が導入しやすいような技術というのは、現在のところ
ないのかなという結論になると思います。技術的なことに
関して詳しくは次の丸橋先生の方でご説明があると思い
ます。
４．スリーストライク・ルール
張： 最後に、ホスティング・サービスに辿り着くためには
アクセスプロバイダを経由しないといけないとしたときに、
このホスティング・プロバイダのところに著作権侵害のコ
ンテンツが公開されている場合に、それを削除してもらう
ことになります。
公開されたものを削除して、一般のユーザーがそれ以
上違法なものを手に入れられないようにする、このような
事後的な措置として例えばノーティスのテイクダウンが挙
げられます。しかし、削除されるまでドンドン侵害が拡散
することになるので、著作権者の方からはそもそもホステ
ィング・サービスにアップロードされる前にそれを規制し
てほしいということになるかと思います。
そうなるとユーザーが侵害物をアップロードする際に
それを事前にチェックし、無許諾違法なものであればそ
もそもアップロードできないようにすればいいのでは？と
いうことになるかと思います。そこで著作物のフィンガー
プリント対照などの方法も出てくるるかと思います。
もう一つは、例えば特定のサイトや特定のホスティン
グ・プロバイダが、これはもう百％近く違法なもののみで
あるとなると、そのサイトへのアクセスをブロッキングして
しまえば、その違法なものが広がらないということになる
わけです。そこでアクセスプロバイダのレベルで、そもそ
も違法なサイトにアクセスできないようにブロッキングす
286

るという方法もあるかと思います。
更に根本的な対応としては、そもそも何度も既に著作
権を侵害していて、今後も侵害する可能性がとても高い
という常習侵害ユーザー場合には、そのユーザーをそも
そもネットにアクセスできないようにすれば違法アップロ
ードができないのではないか、という考えかたもあるかと
思います。
これがいわゆるフランス等で導入されている「スリース
トライク・ルール」です。フランスでは著作権侵害罪に対
する刑罰（付加刑）としてネットへのアクセスを切断してし
まうというものになります。韓国でも著作権法改正で 2009
年度からスリーストライク・ルールが適用されていますが、
こちらはネットへのアクセスそのものを切断するものでは
なくて、そのユーザーが侵害行為をした特定サイトのア
カウントのみを削除することになるので、フランスのように
全面的な切断ではありません。
イギリスでもデジタル経済法によりスリーストライク・ル
ールとブロッキングが規定されています。ただしブロッキ
ングの方は実効可能性が低いと判断しているようです。
アメリカにおいても、高等教育機会法（HEOA）で、
DMCA の削除通知と組合せで大学などの高等教育機関
において Audible Magic 社のフィルタリング・システムを
導入して大学生の P2P ファイル共有による著作権侵害行
為を減らすということがなされています。
その他には、法律ではなくて法案として出ているもの
なんですけれども、COICA 法案というものが昨年度に出
ましたが、結局成立しませんでした。こちらは商標侵害物
や著作権侵害物が載っているインターネットのウェブサ
イトのドメインネームを差し押さえることができるという内
容のものでした。
また現在PIPA法案とSOPA法案というものが両院で議
論されていて、ネット上の著作権および商標権を侵害す
るサイトのドメインを差し押さえることができるというように
なっています。さらに、このようなサイトがアメリカ国内の
サイトではない場合は、国内の検索エンジンにそのよう
な違法なサイトが検索結果として現れないようにするとい
う結構厳しい内容が入っているもので激しく議論されて
います。もちろんこれらは法案にすぎませんので、今後
の動きには注目したいと思います。
諸外国においてはこのようなブロッキングの動きがあ
るということで、ちょっと時間を過ぎてしまって申し訳あり
ません、これで報告を終わらせていただきます。どうもあ
りがとうございました。（拍手）
駒田： ありがとうございました。次に丸橋先生。
Ⅲ ISP が用い得る監視技術の現在（丸橋）
丸橋： ニフティの丸橋です。
本日は、データ照合技術が実際どのように使われてい
るかの紹介をして、データ照合技術を利用した監視や投
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稿抑止技術を導入するプロバイダの作為義務の有無、
すなわち不作為責任についての裁判例や立法論につ
いての私の考え方を述べたいと思います。
１．データ照合技術：ＭＤ５ハッシュ照合
丸橋： まずはハッシュという言葉についてです。
メッセージダイジェスト 5（MD5）と呼ばれる一番普及し
たデータ圧縮方式があります。それは、ハッシュ関数とい
う不可逆的な一方向関数を使った方式で、例えば 100 ビ
ットあるデータを 3 ビットに押さえ込むものです。ただし、
その 3 ビットのものから 100 ビットを復元することはできま
せん。そういう技術です。不可逆的な一方向関数を使っ
て生成された値がハッシュ値です。例えば画像あるいは
音楽、ビデオみたいなものをハッシュ値の形で代表させ
ることによって、代表させたもの同士を比較することで元
のデータと比較対象のデータが完全一致するかどうかの
判断ができるのです。
これが MD5 に代表されるハッシュ関数を利用した照
合技術です。用途としては電子署名がよく知られていま
す。電子署名は基本的にこのハッシュ技術を使っており、
同一の文書から生成されたハッシュ値というのは必ず同
じ値になって、逆に復元できないので、この技術を使っ
て電子署名、つまり文書のハッシュ値を作成するのに使
われているわけです。同じ技術が、著作権侵害の探知と
か防止への応用というのもされています。
MD5 ハッシュ照合技術は、違法コピー、すなわち、著
作権侵害が確認された投稿済みデータの検索に利用さ
れています。サイト内に投稿済みのデータのハッシュ値
を検索してオリジナルのコンテンツのデータのハッシュ
値と完全一致するものが見つかれば、当該ハッシュ値を
有するデータは著作権侵害データとして扱うことができる
ことになるので、直ちに削除可能な状態になるのです。
侵害データの投稿時に照合することにも利用可能です。
著作権侵害が確認済のデータについて、そのデータの
ハッシュをブラックリストにしておき、新たなデータが投稿
される都度、ブラックリストのハッシュ値と照合して、合致
すれば、投稿を認めない、というシステムに使われてい
ます。
２．データ照合技術：オーディオ・ビデオフィンガー
プリント照合
丸橋： オーディオフィンガープリント照合とか、あるいは
ビデオ・フィンガープリント照合と呼ばれる技術は MD5
ハッシュ照合より少し高度な技術です。先ほど張先生の
発表の中で Audible Magic という具体的な社名が出てい
ましたけれども、オーディオのデータの波形やビデオの
データからの波形の高い箇所や低い箇所の値あるいは
値同士の時間の差のような特徴をフィンガープリントデー
タとして作っておくと、元データと同じ特微情報を持つデ
ータを探して同じ特微情報があればそれはきっと元が同

じであろうという照合ができるわけです。
こちらの場合は先ほどの MD5 ハッシュ照合とは異なり、
細かな計算で近似値計算をすることができるので、多少
元のデータを変えたデータであっても照合できるとされ
ていいます。ただしオーディオデータの技術自体は相当
確立しているのですが、ビデオ・フィンガープリントの方
はまだ相当難しいとされています。後でちょっと裁判例で
の扱われ方も紹介しますけれども、ビデオの同一性をオ
ーディオ・フィンガープリント技術だけで判定することは
難しいようです。 ビデオ信号とオーディオ信号を分けて
照合するのですが、ビデオの中で使われたオーディオ
をきれいに取り出すのが技術的に難しいのです。
また、ビデオのフィンガープリントの技術というのはそ
れ自体を実装するのが難しく開発にも大変お金が掛かる
という風にされています。
皆さんが使ったり、ご存知になっているような技術で
CDDB というものがありますけれども、これはオーディオ
のフィンガープリントを使って CD プレーヤーで回した楽
曲のメタデータを検索するのに使われていたりします。
それから、JASRAC さんの音楽配信事業者向けの楽
曲利用報告のための FLUZO というシステムは、やはりオ
ーディオフィンガープリントを使って利用報告楽曲の検
索ができるシステムだと理解しています。
３．著作権侵害データ探知・投稿抑止での利用例
丸橋： それでは具体的なサービスでの応用例を紹介し
ます。
まず、ニフティは中高生から大学生ぐらいまでをター
ゲットとしたサービスを細々と提供してきました。「デコゲ
ット」という SNS サービスですが、ユーザーは、携帯電話
のデコメールのテンプレートや絵文字を自作して投稿が
できます。携帯電話の有料のデコメの素材を買って、せ
っかく自分でお金を出して買ったものを、タダであげちゃ
いたいというそういう人たちが何故か世の中にはたくさん
います。ニフティは、その人たちがアップした違法コピー
の削除請求に対応する工数を削減するためにMD5照合
技術を導入しています。
ニフティに絵文字やデコメ素材の権利者から申出があ
った場合、その権利者が持っているデータの全部につ
いて MD5 ハッシュ値をくださいと言います。ハッシュ値
のデータを照合システムのブラックリストに組み込んでお
くと同じデータについてユーザーがアップロードしようと
したときにそれを抑止できるという非常に単純なやり方が
弊社のデコゲットというシステムで使われているのです。
MD5 ハッシュ照合技術は、YouTube のシステムでも
2006 年から実際使われていて、今でも使っていると思い
ます。YouTube に対して削除請求された動画ファイルに
ついてはハッシュが作成され、照合システムに組み込ま
れているので、全く同じハッシュ値の動画は投稿がされ
ないというふうに使われています。
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ただ、MD5 ハッシュのシステムだと、基本的には完全
一致するファイルの照合しかできないという限界がありま
す。オーディオとかフィンガープリント照合の例でいきま
すと、YouTube ではコンテンツ ID と呼ばれるオーディ
オ・ビデオフィンガープリント照合を自社開発していて、
権利者向けのプロモーションビデオが公開20されていま
すのでご覧いただけます。
このビデオは技術的な説明を目的とするものではなく、
YouTube のデータ照合技術を利用した対応が完結にて
行っている態様が簡潔に説明されているものです。リファ
レンスファイルと称するのが、フィンガープリントです。
CONTENT ID、すなわち、オーディオ・ビデオのフィン
ガープリントを権利者の側からドンドン登録していくことが
出来て、その登録を基に YouTube は見つけたものにつ
いて権利者にビジネスチョイスを与えている、との説明の
です。フィンガープリント照合の結果、一致したデータが
あった場合、(1)当該データを削除する、(2)様子を見るか、
(3)権利者として出来が良いビデオのコピーと認め、さら
に沢山の視聴者が期待できると考えたら、ビデオのペー
ジに広告を張りつけて広告のレベニューシェアができる、
という三択を YouTube として権利者に提供しているので
す。
YouTube によると 2009 年の YouTube の広告収入の三
分の一ぐらいがビデオの権利者とのレベニューシェアモ
デルで占めているとのことです。
同じように我が国の代表的なビデオ投稿サイトサービ
スであるニコニコ動画サイトの最新の状況はサイトの情報
からは判明しませんでしたが、少なくともオーディオフィ
ンガープリントを照合した著作権者による照合システム21
を導入していて、ビデオ照合についても開発中であると
理解しています。開発を始めたというのがもう二年も前な
ので技術的に難しくて中止してしまったかもしれません。
この場に関係者の方がいれば是非教えていただければ
と思います。
ビデオのサービスプロバイダ側というよりも、権利者側
がどういう風に使っているかという事例を一つだけ紹介し
ます。BayTSP という、違法コピーのビデオや音楽を巡回
検索して、権利者に代わって警告を出すサービスがあり
ます。BayTSP は NTT データの照合システムを利用して
自分で集めてきたいろいろなデータのうち自分のお客の
フィンガープリントと合うものを見つけて利用しているとの
ことです。22
なお、YouTube が最初に導入したフィンガープリント技
術は Audible Magic の技術です。また、BayTSP ももともと
Audible Magic の技術を採用していたが、今は止めてい
20

ると思われます。
「動画サイトにおける不正流通対策実証実験」23という
総務省プロジェクトがあります。上智大学の音先生を座長
として私も参加しているコンテンツ不正流通対策連絡会
の議論に基づき行われているもので、放送局の放送コン
テンツについて素早く違法コピーを探知して削除請求を
する、先ほどの BayTSP のような権利侵害データの検知
システムの実験です。
コンテンツホルダーが実証実験の事務局に対して照
合するためのコンテンツを決めて、放送終了直後に照合
データを作り、検索対象サイトにすぐアップロードされて
いるかどうか巡回して照合した結果を分析するもので、
将来、共同検知センターを設立するのを視野に入れて
います。
４．技術的措置の位置づけ
丸橋： 次に裁判例での技術的措置の位置付けを紹介し
ます。
(1) TV ブレイク事件
丸橋： ＴＶブレイク事件24では侵害主体性判断の要素の
一つとして著作権侵害回避措置の未導入事実を結構重
く見ていると私は理解しました。
まず、ＴＶブレイクが著作権侵害の蓋然性を予想でき、
現実に認識しているにもかかわらず侵害の回避措置･削
除措置について何ら有効な手段を採らないのは許容さ
れないのであるとしています。複製権を侵害する動画が
多数投稿されることを認識しながら、侵害防止措置を講じ
ることなくこれを容認し、蔵置する行為であって、だから
主体だ、差止め対象だ、とそういう判断になっています。
さらに、権利侵害の主体だからプロバイダ責任制限法
上（損害賠償責任の有無）では発信者だ、という判断で
す。私がこの裁判例を読んだときに思ったのは、まず結
論ありきだったんだろうなということです。
権利侵害の主体性を認定するのに、幇助的な要素とし
て、ユーザーにどんどんビデオをアップできますよ、レコ
ードをアップできますよみたいな言い方をしたり、あるい
はビデオが分類されるんですけれども、そのビデオの分
類の中にアニメだとか映画だとかがあったのは、最初か
ら市販のアニメだとか映画をビデオに撮って、アップさせ
るということが予定されているのではないかと判断してい
ます。
この幇助的な行為を見て、最初から差止めを認める判
断は結論が決まっていたのではないか、しかし幇助的要
素のみでは差止めをするのに足りないから、不作為の要
素を積み重ねて主体性を認定した、そういう判断かなと

http://www.youtube.com/watch?v=9g2U12SsRns&feature=player_embedded

21

「スマイルビデオライツコントロールプログラム」
http://rcp-smile.nicovideo.jp/static/rule/about.html
22
NTT データの RMS 特徴情報照合システムを利用して照合
http://www.nttdata.co.jp/release/2008/120100.html
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23

24

「デジタルコンテンツ創富力の強化に向けた懇談会」中間とりまとめ
http://www.soumu.go.jp/main_content/000123453.pdf
（別添１－１コンテンツ不正流通対策に関する実証実験）
東京地判平 22・9・8 判時 2115・102

第４回 クラウド･コンピューティングを巡る著作権法上の諸課題

いうふうに思います。様々な不作為要素の中でハッシュ
値照合や、音声フィンガープリントツールや、権利者の
削除ツールのような著作権侵害回避のための技術的措
置の導入を真面目に検討していない、という事実が含ま
れています。
実はニフティにもビデオ投稿サービスというのがありま
したが、今年の 6 月に止めています。JASRAC の包括許
諾は貰っていたわけですけれども、技術的措置につい
ては到底導入できませんでした。技術的措置を導入する
ほどの収益規模になれなかったんです。
技術的措置の投資に耐えかねてビデオ投稿ビジネス
から撤退したと言えれば、本日のテーマとしては大変わ
かりやすくなるのですけれども、残念ながらそこまでの話
ではありません。JASRAC の包括許諾上、技術的措置を
高度なものを導入するという条件にはなっていません。と
ころが、技術的措置の導入を検討するどころか、ビデオ
投稿サービスの広告ビジネス等の収益モデルが成り立
たないのです。各国一、二社しか成り立たないのではな
いか、というのがビデオ投稿のビジネス的な現状だと思
っております。
(2) Viacom v. YouTube 事件
丸橋： 一方、Viacom 対 YouTube 事件（07 Civ. 2103
(LLS)(S.D.N.Y, 2010/08/10)）では、技術的措置について
は、周辺の争点にしか過ぎません。DMCAでは、DMCA
の要求するスタンダードを満たした技術的措置の導入25
が免責の条件となっています。しかし、現時点で DMCA
スタンダードを満たす技術的措置というのはなく、その点
は全然問題になっていません。侵害ビデオを複数回投
稿するユーザーの解約に関するポリシーがきちんと実施
されたかどうか26という点が争点になっていたのですが、
権利者が手動で削除した場合は回数をカウントしていた
一方で、Audible Magic のフィンガープリントを利用した
Claim Your Content というシステムについては、導入後 6
カ月間カウントしなかったことにつき Viacom 側はポリシ
ー違反だという主張をしたのです。しかし、YouTube が、
当該システムが技術的に適切であるかどうかを確認する
のに 6 カ月間を要したのは合理的だというのが裁判所の
判断でした。
(3) ＡＣＴＡ
丸橋： ACTA の草案段階ではアメリカ提案でプロバイダ
の責任制限に関する技術的措置の導入要件も多分入っ
ていたんじゃないかと思われる節があります。2010 年 4
月の公開草案レベルでは技術的措置の部分は消えてい
たけれども、ポリシーの採用･実施というのが免責要件と
して残っており、ただし積極的探知を条件としてはならな
いというセットで条文がありました。最終的にはプロバイ
25
26

DMCA512 条(i)(1)(B)。
DMCA512 条(i)(1)(A)。

ダの責任制限の条項そのものが削除になって、僅かにフ
ットノート 13 に残っているだけになっています。
ただし、ビジネスコミュニティの中での著作権侵害対策
に関する協力促進条項があり、それがプロバイダと権利
者側の中で話し合って合理的な技術的措置を導入でき
るような仕組みを政府が後押しすべし、という趣旨は残っ
ているのではないかと思います。
５．アップロード時の送信側プロバイダでのデータ照
合？
丸橋： 本日は、ビデオ投稿サービス等のサイト側での
データ照合技術を中心に見てきたのですが、最後にネッ
トワークでのデータ照合の法的・技術的可能性について
申し上げておきます。
DNS ブロッキングだとか、IP ブロッキングあるいは
URL フィルタリングというような言葉が張先生からも紹介
されましたけれども、ブロッキングというのは基本的には
データがそこにあるのを単に見えないようにするだけの
措置です。DMCA ではアクセスプロバイダの免責条件
の一つとしても国外サイトのブロッキング27がありますが、
ブロッキングは、（全世界ベースの）著作権侵害について
は根本の解決にはならないんです。
根本解決しようとすると、一人一人が侵害データを送
信するときにそのデータを照合して削除するというのが
権利侵害発生より一番手前での措置になるわけですけ
れども、これは少なくとも日本でそういう措置を義務付け
るのは無理と考えます。
送信時点での通信内容の探知は通信の秘密の侵害に
なりますので、それを侵害する手法を日本で義務付ける
のは電気通信事業法上も憲法上も無理なのです。以前、
あるアクセスプロバイダが P2P 通信による帯域制限をしよ
うとした際に、著作権侵害が横行しているとされている
Winny のユーザーだけを狙い撃ちして完全ブロックしよ
うとしたところ、総務省が待ったをかけた事件がありました。
Winnyによる通信であることを判別して、全てのWinnyに
よる通信を遮断するのは、通信の秘密の侵害であり、違
法性阻却事由が無い、という判断があったのです。
そもそもアクセスプロバイダがユーザーの送信するデ
ータを照合するシステムを導入し、一致したデータの送
信を遮断するのは技術、コスト的にも難しいです。
６．まとめ
丸橋： ビデオ投稿等 CGM サービスの場合、アップロー
ド時のデータ照合は技術的には実用化がされています
が、コスト問題があって完璧なものを導入できるのはトッ
プシェア、各国 1～2 社ぐらいしかないと思われます。
データ照合システム導入を義務づけ、その上で責任
制限をすべし、というアイデアについては、条理上、その
27

DMCA 512 条(j)(1)(B)。
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ような作為義務は無いし、そうすべき立法事実が無いと
考えます。民間による自主的な取組みを促進するという
可能性はあり得ますが、CGM サービスは、それほどお
金が儲かるビジネスではないので、照合システムを権利
者が用意して格安で CGM サービス事業者に開放するも
のでなければ成り立たないと思っています。以上です。
駒田： ありがとうございました。最後に田村先生。
Ⅳ ISP 責任論をめぐる法と政策（田村）
田村： それでは残された短い時間の中でうまくまとめて
みたいと思います。
１. 問題の所在
田村： 著作権侵害に係るプロバイダの責任については、
送信可能化権の設置（1997 年）、プロバイダ責任法の制
定（2001 年）などの立法の展開があったとともに、カラオ
ケ法理の展開 （ファイルローグ事件）28、総合衡量論へ
の転換 （ロクラク最判29・まねきＴＶ最判30）、不作為構成
（罪に濡れた二人２ちゃんねる事件）31、プロ責法の「発信
者」（ＴＶブレイク事件）32に関する判例法理の進展もあり
ました。
このように多岐に亘る条文や法理の解釈において議
論が錯綜する中、問題の所在は、立法化前の 1990 年代
に（特に米国で）盛んに議論されていたそもそもの基本
であるはずの政策論に立ち帰るべきではないかというこ
とです。すなわち、インターネットにおけるプロバイダの
役割を考慮に入れた上で、いかなる手段で著作権の実
効的な救済を図るべきかという議論が必要なのではない
でしょうか。その際、解釈論でいくべきなのか、立法論で
いくべきなのかという議論もしなければなりません。
そのために、そもそもプロバイダ責任制限法が成立さ
れた経緯、あるいはそのときに参考にしたアメリカの
DMCA の制定経緯に遡るというのは一つの有効な策で
しょう。また、奥邨先生や張先生からご紹介があったアメ
リカの裁判例、特にプロバイダの監視義務に関する裁判
例は、何故そのように規定されているのかということを理
解することに繋がるとともに、次の立法論をどのようにす
べきかということにも繋がるのだろうと思っております。そ
のようなわけで、私は少し歴史の話をさせていただこうと
思います。
２. DMCA・プロバイダ責任法に至る背景とその特徴
田村： プロバイダの責任論として、著作権を侵害するサ
28

前掲（注 18）東京地判平 15・12・17〈ファイルローグⅡ〉、前掲（注 2）東京
高判平 17・3・31〈同 2 審〉
29
前掲（注 4）最判平 23・1・20〈ロクラクⅡ〉
30
最判平 23・1・18 民集 65・1・121〈まねき TV〉
31
東京高判平 17・3・3 判時 1893・126〈罪に濡れた二人「ファンブック」２ち
ゃんねる掲載〉
32
前掲（注10）東京地判平21・11・13 判時2076・93〈ＴＶブレイク〉、前掲（注
10）知財高判平 22・9・8〈同 2 審〉
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イトがインターネット上で公開されている場合、当該サイト
のサーバを管理しているプロバイダがどのような責任を
負うのかということが問題となります。1990 年代のアメリカ
における議論では、当時、BBS に関する事件が多かった
ために、プロバイダといっても BBS を念頭に、BBS に著
作権を侵害する投稿がなされた場合、BBS の管理者が
どのような責任を負うかについて議論がなされていまし
た。
アメリカでは、直接侵害者とされると、故意、過失を問
わず損害賠償、あるいは差止めの責任を負います。当初、
アメリカでは、抽象論として、プロバイダがそのような直接
侵害者であり、故意、過失を問わない厳格責任を負うと
する裁判例が登場しました33。そして一旦はその方向で
の立法が模索されることになります。34
しかし、その後、大変有名なネットコム事件により、厳
格責任を否定する転換がなされました。35
また、多くの学説の反対や、ネット関連業者によるロビ
イングを受けた結果、1998 年の DMCA（Digital Millenium
Copyright Act）では、プロバイダは寄与侵害（contributory
infringement）か、代位責任（vicarious liability）の下で責任を
負うに止まることが明らかにされました。すなわち、厳格
責任を否定し、ネグリジェンスの法理に基づく過失責任
に相当する法理の下で責任を負うに止まるということをま
ず明らかにしたのです。
さらに非常に重要なことに、著作権者に対して実効的
な救済策を確保するとともに、プロバイダに対してセーフ
ハーバ（免責）を与えるための notice and take-down という
手続を導入しました。つまり侵害の通知に従って削除し
ている分には、プロバイダは基本的に侵害責任を問われ
ず、またそのようにしておくことによって著作権者の方も
救済されるという、中庸策が採用されたわけです。
(1) 厳格責任説の論拠
田村： 当初裁判例で有力になり、1995 年の最初のホワ
イトペーパーで採用された厳格責任説の論拠は、多種
多様な BBS 等の取扱いについて最適な結果をもたらす
ためには、立法者や裁判所ではなく、むしろ、BBS 等の
運営者自身に自らの計算で安全な予防策を講じることを
強制すべきであるというものでした。ゆえに、過失責任
（negligence liability）ではなく、厳格責任を課すことにより、
費用便益分析をなす主体を裁判所から BBS の運営者に
移転させるべきであるとしたのです。
要するに、厳格責任を課しておくと、BBS の運営者は、
33

Playboy Enterprises, Inc. v. Frena, 839 F. Supp. 1552 (M.D. Fla. 1993); Sega
Entrprises Ltd. v. Maphia, 857 F. Supp. 679 (N.D. Cal. 1994)

34

INFORMATION INFRASTRUCTURE TASK FORCE (hereinafter IITF),
INTELLECTUAL PROPERTY AND THE NATIONAL INFORMATION
INFRASTRUCTURE : THE REPORT OF THE WORKING GROUP ON
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (1995)

35

Religious Tech. Center v. Netcom On-line Comm., 907 F. Supp. 1361(N.D.
Cal. 1995)
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支払能力のある侵害者を補足するか（例えば、大規模型
の BBS）、あるいはアップロードされる素材をスクリーニン
グするなど（例えば、小規模型の BBS）、最も有利な予防
策を選択してくれるでしょう。このような形でゲートキーパ
ーである BBS なりプロバイダなりに責任を課しておいた
方が、スクリーニング技術が発達したり、あるいは保険制
度などを利用した簡便な解決策が実際市場で開発され
たりします。すなわち、これにより侵害行為による損失が
BBS の利用者に分散され、外部費用が内部化されること
になるのではないかというのが、厳格責任説の論拠でし
た。36
(2) 厳格責任説の思想的背景
田村： また、厳格責任説の思想的背景には、サイバー
スペースを取り巻く環境の変遷は極めて速く、立法による
解決には限界がある反面、Coase の定理が成り立つ世
界では、どのように権原を配分しようとも、当事者の交渉、
取引を通じて効率性の観点からみて最適な資源配分が
達成されるのだから、法の介入は当事者の取引を容易に
するようなものでなければならない。そうだとすると、権利
の範囲は明確なものとすべきであるという考えがありまし
た37。これが、当初のプロバイダに対する厳格責任説の
採用に繋がったのです。
(3) 厳格責任否定説の論拠
田村： しかしながら、結果的に学説が反対し、98 年の
DMCA に至りました。厳格責任否定説の論拠は、まず、
Coase の定理が成立するためには、取引費用がゼロであ
る必要があることです。次に、最も大事なこととして、フィ
ルタリング技術をいくら発達させても､権利処理がなされ
ているか否かということをメカニカルに判断することは困
難であるということです。少なくとも当時は困難であり、今
では何とかできるかもしれませんが、かなりのコストが掛
かると思います。いずれにせよ、完全な把握は困難で
す。
そこで、権利処理がなされていない著作物を特定する
のに適しているのは、実はプロバイダではなく、自分が
何を許諾しておらず、何を探すべきかわかっている著作
権者の方であるという議論が、非常に有力になったわけ
です。
さらに、インターネットによる情報の流通は産業や文化
の発展を促す基盤となることから、広範な範囲で外部効
果が生じていて、諸々の権利を工夫したとしても、これを
完全に取引で内部化することは困難であるために、プロ
バイダ等に対する厳格責任は社会的に損失をもたらす
可能性が高い（プロバイダが過度に撤退する）、ということ
I. Trotter Hardy, The Proper Legal Regime for “Cyberspace”, 55 U. PITT.
L. REV. 993, 1042-1044 (1994)
37
Frank H. Easterbrook, Cyberspace and the Law of the Horse, 1996 U. CHI.
LEGAL. F. 207, 209-210

も指摘されました。
(4) インターネットのメディアとしての特質論と著
作権の趣旨
田村： プロバイダの責任論に関しては、責任が強過ぎる
と、情報の発信のメディアを分散化させるというインター
ネットの特質である多元性が損なわれるという議論もなさ
れました。
すなわち、これまでは、非常に大きな投資をしないとメ
ディアになれませんでしたが、インターネットの登場によ
り、みんながメディアになることができるという民主主義的
な特質が生まれました。それにもかかわらず、厳格責任
を課すと、BBS 等に対する萎縮効果となり、たとえば、趣
味で無料で BBS を開放するような個人のシステム・オペ
レータのなり手が居なくなりかねません。
厳格責任説に言わせれば、そのような BBS が侵害を
防がず、賠償も困難であるとすれば、権利者に被害をも
たらすだけであるから、消滅すべきであるということにな
るかもしれませんが、著作権者の救済に不足が生じても
なおインターネットの特質の発揮の方を優先すべきであ
るという判断は成り立ち得ます。特に、著作権が文化の
発展のために与えられたならば、その究極の目的の達
成のために道を譲らなければならない場合があるでしょ
う。38
３. DMCA･プロパイダ責任法の立場
(1) ＤＭＣＡ
田村： 採用された DMCA（Digital Millennium Copyright Act
＝1998 年改正著作権法）については、奥邨先生のご紹
介がありましたから省略しますが、特徴を申し上げますと、
まず日本のプロバイダ責任法との違いとして、DMCA が
著作権法に特化した立法だということが挙げられます。こ
のことにより、制度的によりきめ細かな措置が採ることが
できます。
そして、著作権者に対する実効的な救済と、プロバイ
ダに対する過大な責任の防止を、基本的には notice and
take-down の手続に集約させたということが特徴です。そ
こでは、侵害ファイルや、侵害されているフェイズを特定
するまでの責任を著作権者に課し、いったん侵害ファイ
ル等が特定されれば、速やかな削除等をプロバイダに
要請するという解決策がとられています。
(2) プロパイダ責任法
（i）特徴
田村： DMCA と比べたときの日本のプロバイダ責任法
の一つの特徴は、著作権侵害に限らず名誉毀損その他
不法行為全般に関する免責になっているということです。

36

38

Niva Elkin-Koren, Copyright Law and Social Dialogue on the Information
Superhighway: The Case Against Copyright Liability of Bulletin Board
Operators, 13 CARDOZO ARTS & ENT L. J., 345, 406-407 (1995)
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プロバイダ責任法は、総務省の管轄です。日本の場合、
縦割り行政ですから、著作権に特化した法律を総務省に
入れることができない事情があるかもしれません。
また、損害賠償請求に関する免責に止まるという特徴
があります（著作権侵害を理由とする不当利得返還請求
に関しても、類推適用できるでしょう）。すなわち、差止請
求に関しては規定せず、個別の請求権を禁止する法(例
えば、著作権法)の条文や解釈に委ねています。従って、
DMCA の核となっている notice and take-down に対応す
る簡便な権利の救済策とセーフハーバ（免責）は設けら
れていません。
（ii）プロバイダ責任法の notice and un-notice and
take-down
田村： もちろん、ご存じのように、3条2項によりun-notice
and take-down と言えるような手続は規定されています。
すなわち、権利者から適式のクレイムがあった場合にプ
ロバイダ等が送信防止措置を講じたとしても、権利侵害
があったと信じるに足りる相当な理由があったときか、も
しくは所定の手続を踏んでいれば（情報発信者に対して
照会し、7 日以内に不同意の申し出を受け取らなかった
場合）、情報発信者に対して免責されるとするものです。
け れ ども 、こ れは プロ バ イ ダが 自発的に 削除等
（take-down）を行ったときに、情報発信者（被疑侵害者）と
の関係で、契約や約款で定めていなくとも免責する規定
でしかなく、著作権者との関係でプロバイダに対する実
効的な救済策を認めるものでも、所定の手続を履践すれ
ば著作権者との関係でもプロバイダに侵害の責任を免責
する規定でもありません。
（iii）プロバイダ責任法の損害賠償責任に対する免
責規定
田村： 他方で、プロバイダ責任法には、損害賠償責任
に対する免責規定が明確に定められています（3 条1 項）。
そこでは、技術的に送信を防止する措置を講じることが
可能な場合であって、かつ、権利が侵害されていること
を知っていたか、問題の情報の流通を知っていた場合で
あって、さらに権利侵害を知ることができた相当の理由が
ある場合でなければ、損害賠償の責任を負わないと定め
られています。非常に重要なことは、技術的な防止措置
が可能な場合であり、そして侵害している情報の流通を
知っていてなければいけないので、知らなければ知らな
いことに怠慢があっても、責任を負わないのが原則で
す。
従って、通常の民法の不法行為の過失責任をかなり緩
めており、3 条 1 項の本文により、プロバイダは侵害行為
の調査義務を負わないことになります。すなわち、侵害
行為の特定の責任は権利者にあることになります。この
意味では DMCA の notice and take-down とよく似た解決
を採られています。しかし、プロバイダ等が当該権利を侵
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害した情報の「発信者」である場合は、この限りでない（3
条 1 項但書）という但書の「発信者」の解釈次第では、こ
の本文の趣旨が潜脱される可能性が残されています。
(3) 残された課題
田村： プロバイダ責任制限法によって決められていな
い残された課題としては、差止請求をどのように規律する
のかという問題があります。法理として認めるのか認めな
いのか、認めた場合にどのような処理をするのかという点
です。そして、損害賠償請求については、「発信者」概念
による責任の厳格化をどこまで推進するかが残された課
題になっています。
４. 各論
田村： そこで各論として、差止請求や、侵害主体論を議
論する必要が生じます。
(1) 差止請求
田村： 差止請求に関する論点として、侵害主体論、すな
わち、いかなる要件の下でプロバイダを著作権侵害の主
体と評価するかという問題があります。侵害主体論は損
害賠償にも影響しますが、損害賠償請求については、仮
に侵害主体と評価されなくとも、違法行為がある限りは、
教唆･幇助行為者として共同不法行為（民法 719 条）とな
る可能性があります。よって、侵害主体論の主戦場は、差
止請求の議論になるはずです。
［侵害主体論に関する三つの立場＋隠れた論点］
侵害主体論に関しては、①カラオケ法理⇒総合衡量
法理、②不作為構成、③サーバ基準説という、およそ三
つの立場があります。
（i）カラオケ法理⇒総合衡量法理
田村： 一つはカラオケ法理であります。現在では総合
衡量型に変化しています。
複製に関して総合衡量法理を打ち出したのがロクラク
事件最高裁判決39です。サービス提供者が、その管理、
支配下において放送を受信して複製機器に対して放送
番組等に係る情報を入力するという、複製の実現におけ
る枢要な行為をしており、当該行為がなければサービス
の利用者が録画の指示をしても放送番組等の複製をす
ることはおよそ不可能であるという場合には、サービス提
供者を複製の主体というに十分であって、原判決のよう
に、単に複製を容易にするための環境等を整備している
に止まるとみることは相当ではないことを理由に原判決
を取り消し、本件サービスにおける親機ロクラクの管理状
況等を認定するために事件を原審に差戻しました。
そして、公衆送信に関して総合衡量を示したのがまね
き事件最高裁判決40です。転送サービスを実現する装置
39
40

前掲（注 4）最判平 23・1・20〈ロクラクⅡ〉
前掲（注 29）最判平 23・1・18〈まねきＴＶ〉
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であるベースステーションがユーザー一人に対して物理
的に一対一で対応しているとしても、これを自ら管理する
テレビアンテナに接続し放送を継続的に入力されるよう
に設定した上、これを自己の事務所に設置し管理してい
るのは被告サービス提供者であるから被告が送信主体
であると見るべきであり、さらに、何人も業者と契約して本
件サービスをなし得る以上、本件サービスの利用者は被
告からみて不特定の者として公衆に該当するから、ベー
スステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信で
あるということを理由に、送信可能化と公衆送信権侵害を
肯定し、原判決を破棄し、事件を原審に差戻しました。
しかし、これら二つとも事例判決であり、テレビアンテ
ナを立てて継続的にテレビ放送を受信している行為、す
なわち、テレビ放送をインターネット環境で入力している
行為が前提になっています。自分でアンテナを立ててい
ない、つまりインターネットのサービスプロバイダや BBS
のようにユーザーからの投稿を受け付けているだけの環
境設備の場合には、継続的入力の要件を欠くため、適用
し難い法理になっています。
そのような意味では、ロクラク事件、及びまねきＴＶ事
件最高裁判決は、サービスプロバイダに関して、沈黙を
保っていると理解すべきです。
（ii）不作為構成
田村： 過去には、不作為構成で処理した判決として有
名な、「罪に濡れた二人２ちゃんねる事件」41がありました。
被侵害著作物が BBS に掲載されているときに、それを放
置した途端に侵害者になるわけではないけれども、その
不作為が甚だしくなってきた場合には、作為と同一視し
ようという法理です。
（iii）サーバ基準説
田村： 1990 年の当初は、私などを中心に多くの方が、
サーバ基準説を採っていました。損害賠償は別として、
差止めは認める方が権利者の救済になることから、ファ
イルがアップロードされているサーバを管理している以
上、すなわちホスティング・プロバイダである限りは、ただ
ちに送信可能化・公衆送信の主体とみて、差止めを肯定
する見解です42。私は今でもこの説をとっています。
ここで衡量すべき重要な要素は、有体物の出版と異な
り、インターネットにおいて差止請求に服せしめるのは、
プロバイダにさほど過大な責任を課すことにならない可
能性があるということです。
つまり侵害著作物がわかった場合には、特定さえなさ
れれば、ファイルの削除は一挙手一投足でできるはずな

のです。むしろ過大な責任は損害賠償(＋不当利得)の
方です。
差止請求に関しては、奥邨先生のいわれる「一網打尽
効果」、あるいはアメリカでの議論にいうゲートキーパー
としてのプロバイダの役割に注目すると、侵害の元を絶
つ必要から、著作権者の実効的救済を図るために、最終
的にはどこかで差止請求を認めるべきであり、この価値
判断を動かすのは難しいのではないかと思います。
（iv）侵害ファイルを特定する責任の所在
田村： しかし、問題は、いかなる説をとるにせよ、侵害フ
ァイルを特定する責任を著作権者に負担させるのか、プ
ロバイダに負担させるのかという問題です。
実は DMCAはこの問題について明確な規定を置いて
いるわけです。すなわち、差止命令は、素材の蓄積やア
クセスの拒絶、侵害を遂行している特定のクライアントや
アカウント保持者に対するアクセスのアカウントの停止、
あるいは、オンライン上の特定の位置に所在する著作権
のある素材に関するものであって、権利の救済のための
実効性に比してサービスプロバイダに最小限の負担とな
るもの以上のものを求められることはありません（512 条
(j)(1)(A)・(2)）。ゆえに、プロバイダはファイルの特定の責
任を負わないことになります。
これに対し、プロバイダ責任法は、あくまでも損害賠償
の方の規定でしかなく、「権利を侵害した情報の不特定
の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的
に可能な場合」（プロバイダ責任法 3 条 1 項本文）に損害
賠償責任の発生を限定しているということになります。
よって、著作権者に特定してもらうことになりますが、裁
判例では、ファイルローグ事件43や、ＴＶブレイク事件44に
おいて、差止めの主文が著作物で特定されており、侵害
者がファイルの特定を負担することになっています。もっ
とも、いずれも侵害誘発型サイトの事例であったというこ
とに注意しなければなりません。今後は、これらの事件の
射程が問題になってくるでしょう。
(2) 損害賠償請求
田村： 次に損害賠償請求です。プロバイダ責任法は、
権利侵害か、問題の情報の流通を知っている場合でな
ければ損害賠償責任を負わない（3 条1 項本文）としてお
り、プロバイダ等に侵害の有無の調査を負担させない構
造になっています。もっとも、プロバイダ等が「発信者」に
該当する場合には本文の免責の適用はありません（3 条
1 項但書）。
従って、問題はプロバイダ 3 条 1 項但書の「発信者」の
解釈になります。

41

前掲（注30）東京高判平17・3・3〈罪に濡れた二人「ファンブック」２ちゃん
ねる掲載〉（抽象論としては、責任否定例である東京地判平 16・3・11 判時
1893・131〈同 1 審〉も同じ枠組み）
42
田村善之「インターネット上の著作権侵害行為の成否と責任主体」同編
『情報・秩序・ネットワーク』（1999 年）北海道大学図書刊行会

43

前掲（注 18）東京地判平 15・12・17〈ファイルローグⅠ・Ⅱ〉、前掲（注 2）
東京高判平 17・3・31〈同 2 審〉
44
前掲（注 10）東京地判平 21・11・13〈ＴＶブレイク〉、前掲（注 10）知財高判
平 22・9・8〈同 2 審〉
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ＴＶブレイク事件判決45は、著作権の侵害主体論と同
様の法理をもって、カラオケ法理あるいは総合法理とほ
ぼ同じような要件の下、発信者に該当するとして、3 条 1
項本文の免責の適用を受けないと判断しました。
このように侵害主体論と同様の法理でプロバイダ責任
法 3 条 1 項但書の「発信者」と解する場合には、結局、差
止請求が認められる場合には、常に損害賠償請求の（プ
ロバイダ責任法上の）免責が認められないことになり兼ね
なません（民法 709 条の故意過失要件は別途必要）。
しかも、現在流行している侵害主体論である総合衡量
法理は、侵害著作物の存在に対する認識を必ずしも必
要としないため、侵害著作物の流通を知らなくても侵害
の責任を負担することになります。結果的にプロバイダ
は、侵害の有無の調査義務を負担することになります。
しかしこのような解釈には難点があるのではないでしょ
うか。
（i）解釈上の難点その 1
田村： まず、プロバイダ責任法には発信者の定義規定
があります。46
物理的に入力した者を「発信者」とする定義規定をわ
ざわざ置いているのですから、規範的な侵害主体論によ
る「発信者」概念と適合しないのではないか、と思われま
す。47
（ii）解釈上の難点その 2
田村： また、差止請求は著作権法等、差止請求権を規
律する法の解釈に譲りつつ、損害賠償請求に関しては、
権利侵害か問題の情報の流通を知らない限り免責とする
ことで、侵害の調査の負担からプロバイダ等を解放した
にもかかわらず、それが差止請求の解釈によって全く適
用できなくなるのは、プロバイダ責任法の構造にも適合
しません。
従って、法の integrity という観点からは、かかる「発信
者」概念は解釈論の域を超えているのではないかと考え
ます。
立法論としては、特に侵害誘発型に関し、侵害の有無

の調査義務を著作権者からプロバイダ等に移行するとい
う選択はあり得ますが、それは正面から立法論として議
論するべきでしょう。
５．結語
田村： プロバイダ責任をめぐる真の争点は、およそ次の
二つの選択肢に集約されるのではないでしょうか。
選択肢 A：著作権者に実効的な救済手段を確保する
ため、プロバイダに対する差止請求は認めるが、侵害行
為の調査義務からプロバイダを免れしめ、侵害行為の特
定は著作権者の負担とする。
選択肢 B：著作権者の保護をさらに十全なものとする
ために、侵害を誘発する一定のプロバイダ等に関しては、
侵害行為の特定を著作権者ではなくプロバイダに課すこ
とが必要と考える。
さらに、あり得ない選択肢と思われますが、
選択肢 C：著作権者の救済を完全なものとするために、
全てのプロバイダに関して調査義務を課す
という選択肢も考えられます。これは現行法とは真っ向
から対立します。
あるいは、
選択肢ゼロ：全く差止請求権を認めない
という、やや非現実的な選択肢をオミットすると、選択
肢 AB のどちらを解釈論として採用するかが問題となりま
す。
大変迷うところです。誘発型のときには、プロバイダ責
任法の免責の利益を享受させないという選択肢 B も十分
あり得るものであり、現在の裁判例は選択肢 B に向かい
つつあります。しかしながら、プロバイダ責任法 3 条 1 項
の舵取りとして調査義務を著作権者に課しているという構
造からは、選択肢 A が解釈論として適合的であると考え
ます。
また、裁判所は、どのようなフィルタリング技術やプロ
テクション技術が相応しいかを考える場として適していな
いと思われますので、選択肢B は立法論として議論すべ
きと考えます。48
駒田： どうもありがとうございました。（拍手）

45

前掲（注 10）東京地判平 21・11・13〈ＴＶブレイク〉、前掲（注 10）知財高判
平 22・9・8〈同 2 審〉
同控訴審の説示は、「控訴人会社は、ユーザーによる著作権を侵害す
る動画ファイルの複製又は公衆送信を誘引、招来、拡大させ、かつ、これ
により利得を得る者であり、ユーザーの投稿により提供されたコンテンツ
である『動画』を不特定多数の視聴に供していることからすると、著作権侵
害を生じさせた主体、すなわち当の本人というべき者であるのみならず、
発信者性の判断においては、ユーザーの投稿により提供された情報（動
画）を、『電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記憶媒体又
は当該特定電気通信設備の送信装置』に該当する本件サーバに、『記録
又は入力した』ものと評価することができるものである。したがって、控訴
人会社は、『発信者』に該当するというべきである 」というものであった。
46
プロバイダ責任法2 条4 号は、「発信者」を「特定電気通信役務提供者の
用いる特定電気通信設備の記録媒体（当該記録媒体に記録された情報が
不特定の者に送信されるものに限る。）に情報を記録し、又は当該特定電
気通信設備の送信装置（当該送信装置に入力された情報が不特定の者
に送信されるものに限る。）に情報を入力した者をいう」と規定している。
47
佐藤豊［判批］パテント 63 巻 7 号 70 頁（2010 年）
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Ⅳ 討論
駒田： 時間が押している中で、短く魔法のようにまとめ
ていただいてありがとうございます。
では、大変押しておりますが、パネルディスカッション
のようなものをしてみたいと思います。本日は会場使用
時間に限界はないらしいんですけれども、ご臨席の方々
のご予定もおありでしょうから、できるだけ短く。
ちょっと張先生にお聞きしたいんですけれども、イギリ
スの Of com レビューというのをご紹介いただいたんです
48

「法の integrity」ロナルド・ドゥウォーキン（小林公訳）『法の帝国』未來社
1995
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けれども、そこではブロッキングに関しては実効性はな
いよという結論が示されたということですね。
この報告書が念頭に置いている侵害者というのは、プ
ロフェッショナル・インフリンジャーというか、何かすごく技
術に詳しくて回避することに非常に熱心な人を念頭に置
いているのでしょうか、それともオーディナリー・インフリ
ンジャーといいますか、普通に YouTube とかにファイル
をアップしている人のことを念頭に置いているのでしょう
か、その辺はどうなんでしょう。
張： Ofcom のレビューでやっているのは ISP 側にとって
ブロッキングが実行できるかどうかの話なので、ユーザ
ーの話よりは本当に ISP 側にとっての技術的な実行可能
性をレビューしているということだったんです。
駒田： そうすると、インフリンジャーが誰であろうと、その
侵害物のアップロードを網羅的に排除することはできな
いという趣旨なんですか？
張： レビューで想定しているのは、P2P ファイル共有に
おける個人のアップローダではなくて、侵害物が載って
いるパイレーツベイのような侵害誘発的なサイトに人々
がアクセスできないようにするというサイトブロッキングで
あると思われます。
駒田： ということは、ホスティングされるファイルのフィル
タリングとは違う話ですね。わかりました。
それから、先ほど来、丸橋先生から憲法上の議論をし
ていただいて、通信の秘密にも触れておられましたが、
ことコンテンツをチェックする場合にそういうニュアンスが
生まれてくることは余りないように思うのですが、そういう
ものでもないんでしょうか？
Ｅメールなどをチェックするとすれば、通信の秘密や
プライバシーの問題に繋がりやすいようにも思いますが。
しかし、Ｅメールにしても、すでにスパムメールについて
フィルタリング技術というのが導入されているんではなか
ろうかと。それは、どういう風に考えたらいいのでしょうか。
欧州司法裁判所でも、個人データは保護すべきだからと
いって、ブロッキングやフィルタリングの技術の導入に消
極的な判決が先月出されたわけですけれども、それを言
ってしまったら、スパム・フィルタリングなどは一体どういう
位置づけになるのか、ちょっとお聞きしたいんですけれ
ども。
丸橋： スパムのフィルタリング、受信者側メールボックス
レベルでのフィルタリングを正当化すべきか、という問題
ですね。まず、スパムを嫌がる人の統計的な割合が 9 割
ぐらいあるでしょう。しかし、スパムメールとは言っても通
信の秘密の保護を受けるので、中身を見るには受信者
の同意が必要ですが、約款等による受信者の包括同意
のみでは足りず、受け取りたい人がいたらオプトアウトで
きるようにしておくこと、そして申込み時点で注意喚起す
る等の事前説明をしておくこと、それらの条件を守ってい
れば受信者の真の同意があると解せるので通信の秘密
の問題は無い、というのが今のスパムのメールボックスで

のフィルタリングを正当化する考え方49になっています。
それから、大量通信という意味でのスパムについては、
これは通信の中身じゃなくてネットワークのインフラ保護
という観点で OP25B 等メール送受信を制限する技術的
手段があるんですけれども、それらの技術的措置をプロ
バイダがみんなで協力して実施しており、こちらは、ネッ
トワークインフラを正常に保つための正当業務行為として
違法性阻却されるという解釈になっています。
駒田： はい、わかりました。そうすると業者がなりすまし
のような形でやっているときは、中身をチェックするのは
許される、みたいな感じですか。
丸橋： いいえ。なりすましかどうかというのは技術的に判
定できる部分だけで見て、例えば、プロバイダのメール
サーバを使用せず、自営のメールサーバを利用したメー
ル送信の場合は、なりすまし等の SPAM メールであるこ
とが多いからそれが技術的に判別できれば、送信側で
ブロックしてしまうこと、また送信側が偽装していない正
当なメールサーバであればその旨の印を付けたりするこ
とまではいいでしょうという考え方です。
受信側メールサーバでは、送信元が偽装していない
旨等の技術的判定の印がなければ、それ以外をフィルタ
ーするのはいいんではないかと、そういうような考え方で
す。
駒田： 私、一時期ものすごくスパムメールが届くようにな
ったんですけれども、急に減りまして。それはなりすまし
のメールをはじくようになったからなんですか。
丸橋： それはあると思いますし、お使いのプロバイダの
学習型フィルタリングプログラムが有効に働いている可
能性が十分あります（迷惑メールボックスがあるサービス
であれば、フィルターされた結果が参照できます）。
駒田： はい、ありがとうございます。田村先生にちょっと
お伺いしたいんですけれども、今でもサーバ管理者は
直ちに差止責任を負うという学説を維持しておられるとお
っしゃっていましたが、侵害ファイルを特定する責任の方
は権利者にあると。そうすると、権利者の方でうまく特定
できない場合でも、サーバを管理していればやはり差止
責任を負うことになるんでしょうか。
田村： その問題は差止めの主文の問題であり、差止め
の特定の仕方の適正さという別の論点で論じたいと思っ
ています。請求が漠然としているものである場合、それに
従う義務の有無はプロ責法の類推解釈の問題になるかも
しれませんが、そうは考えないということです。
異論もあるかもしれませんが、結論としては、調査義務
は現段階の解釈では著作権者に課するという基本は変
わりません。その論点を実体法の要件ではなく、特定の
責任の所在として論じる方が、私としては説明しやすか
49

電気通信事業者が行う電子メールのフィルタリングと電気通信事業法第
4 条（通信の秘密の保護）の関係について
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286922/www.soumu.go.jp/main_sosiki/jo
ho_tsusin/d_syohi/060123_1.html
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ったということです。
例えば、侵害行為を放置した場合は、不作為が作為に
変わるという要件において、権利者がどの程度特定して
通知をしたのかや、特定のファイル等であるとわかって
いたかどうかで、判断することになると思います。ですか
ら法理としては、不作為構成でいこうが総合衡量でいこう
が、あまり気にしていません。結論として、現在の解釈論
としては著作権者の方に調査義務を負担させた方がよく、
誘発型のプロバイダ等をどうするかは立法論で論じるべ
きであると思っています。
駒田： ちゃんと理解できたかどうかわかりませんけれど
も、先生のご見解ですと、著作権者の側できちんと特定
ができていないとそもそも著作権侵害といえないわけで
はなくて、差止請求が認容してもらえないということにな
ると。
田村： そのようになります。
駒田： わかりました。そうすると権利者が侵害コンテンツ
をうまく特定できないと差止めが認められないわけです
から、発信者概念をむしろ広げてあげて、せめて損害賠
償は認めてあげようという、何というかそういうモメントが
働きませんでしょうか。
田村： 自分としては、働かないと思います。「発信者」は
プロバイダ責任法の中での定義に従って厳格に解釈す
るべきと考えます。
駒田： はい。
田村： 私はあまり「侵害」というレッテルにこだわりがあり
ません。請求が認められて初めて意味があります。例え
ば、不正競争防止法にも、不正競争違反行為に該当して
も、適用除外としてセーフになる場合があります。でも、
それは請求権が発生しないという見方をしているだけで
す。そのようなことで、あまりレッテル張りというものを気に
していません。
もしこれがおかしいということであれば、他の法理に乗
ります。一応主張した以上、自分ではしごを外すのはよく
ないと思っています。
駒田： はい、発信者の定義規定はかなり即物的な規定
ですので拡張解釈はないようにすべきだとおっしゃって
いただきました。その意味では、公衆送信の方でも送信
可能化の定義でかなり即物的な規定があるんですが、今
の裁判実務というのは、あれはどうかという気がします
ね。
田村： 奥邨先生の方のお話にありましたように、今一番
危ないのは 30 条 1 項 1 号ではないかと思います。公衆
向けで提供した装置となると、クラウドのサイトが軒並み
全部違法になるからです。
そのような意味では、まねき TV 事件最高裁判決の公
衆の解釈に私は反対です。しかし最高裁ですから、30 条
1 項 1 号に該当しないようにするための解釈を公衆では
ないところでしなくてはならないという点が難しいでしょ
う。
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駒田： もう一度丸橋先生にお聞きしたいんですけれども、
お話を聞いていて完璧にフィルタリングする技術というの
は当然ないんですが、それなりに何かこう、ISP の方で何
らかの技術を導入しようとされているようですね。そういう
理解でよろしいですか。
丸橋： ビデオ投稿サイトのようなウェブ上の CGM サー
ビスと、インターネットアクセス（接続）サービスとでは、事
情が全く違っているということなんです。CGM サービス
の方でそういうフィンガープリントとか導入するのは技術
的にはできるし、MD5 ハッシュ照合技術のような簡単な
仕組みはデコメの投稿サイトのような扱うデータ量が少な
いサービスでは導入しやすいと思います。
何を投稿対象とする CGM かによって導入する選択肢
はいろいろ違ってくるし、ビジネスの規模によって本格的
なオーディオ・ビデオフィンガープリントを導入できるか
どうかというのが決まってしまいます。
駒田： そうするとそのCGMという括りでは一般的には何
も言えなくて、投稿対象やビジネスの規模に応じて導入
可能なものは変わってくると。そうすると、標準技術が何
であるかというのは、CGM のプロバイダにとって予見可
能であるということはちょっと言い難いっていう感じです
かね。
丸橋： 言い難いでしょうね。例えば YouTube のオーディ
オ・ビデオフィンガープリントシステムがデファクトスタン
ダードですかって言ったら、きょうはあまり紹介しません
でしたけれども、Audible Magic が意見書（アミカス）まで
出して不満だっていうようなことを言ってたりしますし。
駒田： Audible Magic がアミカスで言われたことっていう
のは、どういうことですか。うちの技術を使えっていうこと
ですか？ちょっとよくわからない。
丸橋： YouTube が当初導入していた AudibleMagic を
ベースとしたフィンガープリント自動照合システムによる
侵害判定を repeat infringer ポリシーに基づくアカウント
削除認定にカウントしなかったのは合理的だと裁判所が
言ったことに対して、今の技術だったらきちんとした信頼
性があるんだ、というのをわざわざ YouTube の控訴審で
アミカスまで提出して主張しています。
駒田： もう一回田村先生にお聞きしたいんですけれども、
よろしいでしょうか。田村先生のおっしゃるとおりで、ある
コンテンツが許諾を受けたものかそうでないのかとか、そ
もそも制限規定の適用を受けるのかそうじゃないのかと
か、いくら技術を発達させてもそれはメカニカルには判
断できないです。
でも他方で、こういう何かハッシュ技術とか照合技術を
使って、事前にアップロードを阻止しようとする動きがあ
る。これは田村先生にとっては、何かこうよろしくない事
態というか、そういうご意見なんでしょうか。
田村： そのようには思っていません。より簡易に、より安
価に、侵害ファイルや、そもそも著作物が利用されている
かどうかを特定することができ、かつ、様々な仕組みを使
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って権利処理しているものと、していないものが見極めら
れるようになったとしても、大事なのは単なる形式ではな
く、著作権者やプロバイダに過大な責任を課さずに著作
権の実効性を図るポイントです。
そのポイントは時代、社会、技術的環境に応じてずれ
てくると思います。
駒田： そうですね。
田村： 本日の丸橋さんのお話を聞く限りでは、もし今導
入してしまうと、トップのメガサイトくらいしか対応できなく
なります。それは競争化としては望ましくありませんから、
より安価になってきたときにポイントがずれてくるのだと
思います。
そのようにずらすために技術を開発するのはもちろん
望ましいことだと思います。
駒田： はい、なるほど。田村先生が言われる厳格責任と
いうのは、もうコンテンツがアップされているだけで責任
が生じるということなので、何らかの技術を実施していな
ければ責任が問われるというのも、ある意味過失責任の
範囲内なんですね。
田村： そうですね。
駒田： はい、わかりました。そういう理想的な技術が今の
ところないということですね。
それでもう一回張先生にお聞きしたいんですけれども、
欧州司法裁判所はeBay事件の判決の中で、侵害予防の
ための差止めというのも権利者に認められるべきで、そ
れは実効的で均衡が取れたものであり、抑止的なもので
なければいけないと、こういう風に言いました。
ですが、張先生のご報告を聞いていると、そういう侵害
予防のための技術的手段はないということなりそうです
ね。存在しないのに欧州司法裁判所がこんなことを言っ
ているという感じで。
張： ないというわけではなくて、この実効性のある措置
が取れると判断して、実際にアクセスプロバイダ関連で
は著作権が勝ってブロッキング命令が出ているんです。
DNS ブロッキングや IP ブロッキングをしてもらっているん
ですけれども、後から見ると DNS とか ISP のブロッキング
というのは、実は迂回できるものであったということです。
権利者としては訴訟に勝ってブロッキングできたので
実効性があると一旦思ったんですけれども、技術的にブ
ロッキングを迂回できるのならば、結局は思った通りの完
璧な救済にはならないのではないかということです。
もちろんブロッキング命令が出たということによる広報
的・教育的な効果があると考えればある程度の実効性は
もちろんあると思うんですけれども、今後の侵害までを防

ぐ予防的な実効性はないのではないかと考えています。
駒田： もうちょっと詰めて考えたいんですけれども。
その予防的な実効性はないという風におっしゃったんで
すけれども、ある程度は効果があるとはいえないもので
しょうか。つまり Audible Magic が持っているようなデータ
ベースを使って、こういうコンテンツがアップされるのを
防ぐ、みたいな技術というのは。確かに熱心に迂回しよう
と思えば迂回できるのかもしれないですが。そういう技術
の導入は、実効的な措置とは全く言えないということにな
るのでしょうか。
張： そちらは多分ホスティング・プロバイダとアクセスプ
ロバイダと、ちょっと違いが出てくると思いまして、ホステ
ィングの場合に例えばフィルタリングですとか、すぐに削
除するというような対応である程度実効性のある措置が
採れると思うんですけれども、このスカーレット事件はア
クセスを遮断するというアクセスプロバイダに対するもの
であって、そこに対して一般的な監視義務を負うようなフ
ィルタリングはさせられないと判断したので、そういう意味
では権利者側としてはホスティング・プロバイダ上に置い
て特定されているコンテンツに対する実効性のある措置
ということからさらに一歩進んで、そもそもアクセスの段階
で切断した方がより根本的に止められるという意味で考
えると、このアクセスプロバイダのレベルでの実効性とい
うのは、多分ホスティング・プロバイダのレベルの実効性
とちょっと意味が変わってくるのではないかということを先
ほどの報告では申し上げていました。
駒田： どうもありがとうございます。
もう時間も押しておりますので、あとはフロアにおられる
先生方から何か質問なりを受け付けたいと思うんですけ
れども。例えば今日せっかくいらしていただいている楠
先生に何かコメントいただければと思うんですけれども、
いかがでしょうか。
楠： コメントと言うほどではないんですけれども、元々日
本でブロッキングが導入されたのってやはりイギリス等の
エミュレーションとして始まっている面もあると思うので、
欧州の判例が今後日本にどういう影響があるのかという
のは、きっちり注意深く見ていく必要があるかなという風
に今日はとても勉強になりました。ありがとうございます。
駒田： 他の方いかがでしょうか。奥邨先生、何かご意見
ありますでしょうか。奥邨先生は激しく頭を振っておられ
る。他の先生いかがでしょうか。大丈夫ですかね。
では時間も押しておりますので本日はこれで終了した
いと思います。先生方に拍手をよろしくお願いいたしま
す。（拍手）
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