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はじ めに

１　情報産業の現状

デジタル化・ネットワーク化の進展は著し

く，既に情報システムと社会関係を大幅に変

えてきているが，その変化はアメリカを中心

として益々スピードを速めていると言ってよ

い。コンピューターの処理能力，匐憶容量が

極大化し，回線のブロードバンド化が進行し
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II　 知的財産をめぐる新しい潮流

で|青報処理のコストが極小化しており，その

上に展開される技術革新，その商業化（ビジネ

スモデルの開発）がものすごい勢いで進行して

いる。その最先端を行くのはアメリカであり，

マイクロソフトのOS 支配から，アップルの端

末(iPhone,  iPad など），グーグルの検索技術

を基礎とした展開，などが熾烈な覇権争いを

している。

このような技術の進展により，新聞，テレ

ビなどのマスメディアや，音楽，映画，出版，

広告その他の情報関連産業は旧来のビジネス

モデルの変容を迫られているし，金融，物流，

その他あらゆる産業分野，社会関係に大きな

変動をもたらしている1）。

２　法的対応

このような技術革新とビジネスモデルの展

開は，社会に大きな便益を与えるものである

が，同時に様々な問題も生じさせている2)。殊

に情報産業においては旧来のビジネスモデル

に死活的と言ってよい大きな影響を与えつつ

あるし，その他の業界でも様々な問題や軋轢

を生んでいる3)。特に，新聞やテレビといった

マスメディアは広告料収入に依存するビジネ

スモデルであるが，広告がグーグルを中心と

したインターネットによるものにシフトして

いるので，広告料収入が激減している4)。わが
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国でもテレビ局がインターネットを介した伝

送ビジネスに厳しい対応をしているのは，旧

来のビジネスモデル自体への影響を恐れるか

らであろう5)。

ともかく，わが国としても技術革新そのも

のはもちろん，その上に立ったビジネスモデ

ルも大いに展開しなければならないが，その

ためには法的システムが適切に対応できてい

なければならない6)。基本的な構えとしては，

先例がないことから消極的な対応をしない( 新

しい事態であるから先例も類例さえもないことが

多い)，欠点ばかりでなく社会に与える便益 も

十分に評価しそれを生かせるような仕組みを

考える，既得権益 というだけで保護すること

はしない，といったことが必要であろう。

法的対応を要する場面は多々あるが，本稿

では，著作権法をめぐりどのような対応が望

ましいかにつき，フェアユースの議論を中心

として論ずる。

］［　著 作権 をめ ぐ る状況

１　フェアユースの意義

フェアユースに関する法律論について，筆

者は2009 年末に上梓した『著作権論』7)で詳

述したので，本稿ではそれ以降半年間の検討

を踏まえ，特にネットワーク環境を念頭にお

いた意見を述べたい。

とはいえ，本稿だけでも本問題を理解して

いただけるよう，以下議論を整理しておく。

①　著作権法は，著作物を創作した者に対

し，その創作された著作物の利用を一定期間

一定の態様で独占する権利を付与する。その

独占できる利用態様は，著作権法21 条以下に

複製権，上映権などの支分権として規定され

１） 本稿 の準 備として，次の ような本を読 んだ。本稿 中で，引用 は以 下付し た番号に よる。

①池田信夫「電波利権」（新潮新書, 2006 年）， ②梅田望 夫 『ウェブ進 化論一一一本当の大変 化はこれから始まる』（ちくま新書，

2006 年），③梅田望夫 ＝平 野啓一郎 『ウェプ人 間論』（新潮新書，2006 年），④週刊ダイヤモンド「テレビ局崩壊」(2007 年６月

２日号）， ⑤歌田明弘 『ネ ット はテレ ビを どう呑 みこむのか ？』（アスキー新書, 2007 年），⑥西田 宗千佳 『グラウト・コンピュ

ーティング』（朝 日新書, 2009 年），⑦西垣通 『ネットとリア ルのあいだ一 生きるための情報学』（ちくまプリマ一新書, 2009

年），⑧ グリス・アンダ ーソン （小 林弘人 監修・解説 ／高橋則明訳）『フリー－ 〈無 料〉からお金を生 みだ す新戦 略』（ＮＨＫ

出版, 2009 年）， ⑨週刊東洋経済 「新聞 ・テレビ断末魔」（2010 年 ２月20 日号），⑩週刊ダ イヤモンド「FREE の正体」（2010

年３月13 日号），図 角川歴彦（片方善治監修）『グラウト時代 と〈クール革命〉』（角川 ＯＮＥ テーマ21,  2010 年），⑩岡嶋裕史

「ア ップ ル，グーグル，マイクロソフト ー一 一グラウト，携帯端末戰 争のゆくえ」（光文社 新書, 2010 年）， ⑩WEDGE  fネットが

つくるリアル に商機 あり」(2010 年 ５月号），（H）週間アスキー増刊 『別冊アスキーGoogle 完全本』（アスキー・メディアワーク

ス, 2010 年）， ⑩週刊ダイ ヤモ ンド 「アップル丸 かじ り」(2010 年 ５月15 日号），⑩ ケン・ オーレ ッタ（土方奈美訳）『ダー ク

ル秘録- 一一完全 なる破壊 』（文藝 春秋 ，2010 年）。

２） プライバシー，名誉棄損 ，児童保護， ネット 犯罪 と呼 ばれるものな どo

3 ） 例えば，ケンコーコムの医薬品ネット販 売の権利確 認等請求事件(http://blog.kenko.  com/pr/files/20100330Kenko.

com_judgement.pdf) 。事件で はない が， ソーシ ャル・レ ンディングな ども新し い業 態として面白い。貸金業法 と金融商品取

フ　　 引法 などとの関 係が問題 となったとのことである （ｈttｐ://ｗｅdｇｅ,ismedia.jp/articles/-/869?page=2) 。森田果 「ソーシャル・

デ　　 レン ディン グの機 能maneo の事 例を題材にＪ ＧＥＭＣ ジ ャーナル３号(2010 年）50 頁。ネットオークションに関する古物

堕　　 営業法の改正 など。

し

た
著
EE

の
ヨ

４） 前掲注1 ）⑩16 頁以下。広告 の課 金もクリ ックに応じ た ものであ って，広告効果の把握の上 で優位性 かおる。

５） 前掲注1 ）①46 頁 による と，特 に地 方民放はキ ー局 から番組の供給だけで なく，ネット 料 といわ れる金 までもらえる。

さら に，番組 の間に地方のス ポット 広告も入れら れるとい うビジネスモ デルであったが，インタ ーネット がらみで中央の放送

が見ら れるようになれば，こ のモ デルは崩れるこ とになる。

６） 契約による対応 も勿 論重 要であり，研 究を要する のは当然 である。しかし， 当事者 間の合意が成立 する場面は限られて

いる ので，著 作権法等のデフ ォルト リレール もまた当 然必要である。 さらに，契約はフ ォーマ ット を用意し た者の利益 に流 れ

が ちであ るし ，取引費用 もかかる とい った問題点 もある。

７） 椙山敬士 『著 作権論』（日本評論社，2009 年 ）。同書 で取 り上げていない 次の文献 なども参照されたい。フェアユース研

究会 『著 作権・フェアユ ースの最新 動向一 法改正 への提言』（第一法規, 2010 年), Barton Beebe （城所岩生訳）「米国著 作

権法 フェ アユース判決(1978  - 2005年 ）の実証的研究（1）（2）」知 的財産法政策学研 究21 号 （2008 年）n7 頁 ，22 号(2009 年）

163 頁, Neil Netanel ‘Making Sense of Fair Use' h 仕ｐ://lawmedia.  lclark.edu/LawMedia/SilverlightPlayer/Default.

aspx?Peid=elll96741fda4b2e8ea6e51e9731056b
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ている。

②　しかし，著作物 は基本的に他者に伝達

されてその意義を全うするものであり，その

社会との関係によっては，支分権に該当する

行為であっても著作権が制限される必要があ

る。わが法でいえば，家庭内利用，引用など

30 条以下にこのような制限規定を置いている。

これは，許される利用形態を個別的に規定す

るものであるから，個別的制限規定と呼ばれ

る。個別的制限規定が設けられる政策的根拠

は様々である8）。

③　許される利用を立法する形式としては，

（個別的制限規定の他に）一般的制限規定を設

けることがある。典型的には米国著作権法の

107 条9）のような規定であり，これをフェアユ

ースの規定という。同様な規定として，例え

ば（一般性は低いが）英国法のフェアディーリ

ングの規定がありその範囲の広狭は規定の文

言次第である。

④　囗本法においても，一般的フェアユー

スの規定を導入すべきか否かの議論がなされ

ており，文化審議会著作権分科会において検

討中である10)。

２　インターネット関連

①　 アメリカにおいては，現行法(1976 年

法）でフェアユースの規定が設けられたが，こ

れはそれ以前の判例法を集約したものとされ

ている。したがって，アメリカにおいては，

インターネット以前の環境下においても既に

このルールが用いられていたことになるが，

グーグルの画像サムネイルの事件などでも適

用されている11）。グーグル・ブック・サーチ

事件においてもフェアユースになるかどうか

が焦点となっている12）。

②　デジタル化・ネットワーク化に関連し

８） 筆者 は， ①利用され る場（所） または領域の調整，② 情報アクセス上 のハンディキャップを補うこと，③公的社会過 程

の運用上 の必要，④知の再生，蓄 積，向上，⑤ その他 ，に分けて みた。 椙山・前掲注7)80 頁。

９） 米国著作権 法107 条

106 条及び106A 条の規 定にかかわらず，批評，解 説，ニュース報 道，授業（教 室において使用するための多数の複製を含む），

研究又 は調査等を目的 とする著 作物 の公正使用 （複製物又 はレコ ード への複製その他同条 に明記 する手段 による使用 を含 む）

は著作権 侵害とならない。特定 の場 合に著作物 の使用 が公正使用 とな るかどうかを判定す る場合 には，考 慮すべき要素 とし て

以下 を含 むものとする。

① 使用の目的及び性格 （使用 が商業 性を有す るかどうか又は非営利 の教 育を目的 とするか どうかの別 を含 む｡）

②著 作物の性質

③著作 物全体との関連 におい て，使 用された部分 の量 及び実質性

④著作物 の潜在的市場又は価値 に対する使用の影響

作品 が未 公表である という事実 は，上 記全要素 を考慮し た上認定さ れる限 り，それ自体で公正使用 の認定 を妨げる もので はな

い。

10） 本稿執筆時 （2010 年６月） において，文化審 議会著作権分科会法制 問題小委員会「権利制限の一般規定に関 する中間ま

とめ」 が出 ており，そこで提案 されている条項は相当狭 い規定ぶりで あって個 別規定にすぎない と言えよう。従来事実上許容　　 フ

されてい た軽微な「侵害類型」 をカバーする ものであ る。 この提案は，い わゆるコンプライアン ス重視 ということで会社 にお　　 デ

いて もばかばかし い自己規制 をする向 きもあった ので， これを解消す る一助 とし て無意味ではない だろう。し かし，一般規定　　 ユ

を導入し たということにはな らない と言うべきで あっ て， 知的財産戦略本部 の「著作権法におけ る権利者 の利益を不当 に害し　　
Å

ない と認 められる一 定の範囲内で公正 な利用を包括的 に許 容し得る権利制 限の一 般規定（日本版フェ アユース規定）の導入 に　　 を

向け，ペ ルヌ条約等の規定を踏 まえ，規定振 り等 について検 討を行 い, 2009 年度 中に結論 を得て，早急 に措置を講ずる」（知的　
忠

財産推進計 画2009,  3 頁） とする要請 に答えた もの とは到底言えないだ ろう。 本稿では，以下この中間 まとめの案を前提 とし　　 と

ないで議論 を進める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し

11) Perfect 10, Inc.  y. Google,  Inc., 487 F. 3d 701 （91゙  Ciｒ. 2007）｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
怠

工2） グー グル・ブ ック・ サーチに つき，本特 集福井健 策 ＝北澤 尚登 論文 （76 頁以 下），またhttｐ://ｗｗｗ.bｕｎｋａ.ｇｏ.jｐ/　
荐

chosakuken/chousakenkyu.html, 財団 法人 デジタ ルコンテンツ協会「コ ンテンツに係る知的創造サイクルの好循環に資する　 権

法的環境整 備に関 する調査研究」(2010 年）な ど参 照。 公衆に とってグ ーグル・ブック・サーチのような ものができれば大変 に　 法

有難いこ とであるし ，ロングテ ールに属する本の著者 にとっても結構なこ とで あろう。ただ，手続 に問題 なし とはし なかった　
宸

し（パメ ラ・サムエ ルソン教授 は激し い反対運動 を展開している。httｐ://ｗｗｗ.laｗ.berkeley,edｕ/php-programs/faculty/　 潮

facultyProfile.php?facID=346) 情報 の独 占について も配慮 されねばならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流
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て，新しいビジネスモデルが問題となった裁

判例が既にわが国でも相当数生じている。例

えば，ファイルローグ事件，まねきＴＶ事件，

ロクラクII事件などである13）。通常の著作権

侵害事件 は，特定の著作物に関する著作権を

もとに特定の者の行為を問題とするものであ

り，おおむね創作性と保護範囲（類似性）が争

点である。しかし，上記のファイルローグ事

件等の事案では，個別的な著作物が問題とな

るのではなく，被告側の行為一般について侵

害の有無が問われるものである。言ってみれ

ば，被告側のビジネスモデルそのものの是非

が問題 となるのである。このようなビジネス

モデルは，通常，ユーザー等に一定の便益を

もたらすものであり，また多くの場合ユーザ

ーの行為には侵害といえるものと非侵害とい

えるものが混在する。したがって，ユーザー

という他人の行為に関連して運営者の責任が

問われる事態 となるから「間接侵害」的類型

と言われる。新しいビジネスモデルは，旧来

のビジネスモデルの存続をおびやかす面があ

るから，問題 は深刻化する。この類型の問題

は，アメリカのソニー判決14）のように。 －

ザーの行為のうち一定のもの（同事件ではタイ

ムシフト）がフェアユースに該当するか否かが

検討されたのち，関与者（ＶＴＲを製造販売した

ソニー）の行為が特許法の間接侵害の規定に準

じて判断されている。関与者の行為そのもの

がフェアユースになるか否かを問う場合もあ

りえよう。

３
オープンソースとクリエイティブ･

コモンズ

デジタル化・ネットワーク化に伴う潮流と

して，オープンソースとクリエイティブ・コ

モンズにも注目しておくべきだろう。これら

は，ネットワークを介して多数の個人が無償

で参加して著作物を作成し，向上させ，一般

の自由な利用に委ねるというものである。人

類の新しい協働の関係として極めて興味深い

ものである15)。

まず，リナックスOS は，もともとりーナ

ス・トーバルズという一個人が創作したもの

であるが, GPL というオープンソースの対象

とされている16)。オープンソースは，著作権

を留保しつつ公衆の自由な利用に供するとい

13） ファイルロー グ事件 （東京高判 平成17 ・3 ・31 〔平成16 年（ネ）第405 号〕）， まね きＴＶ 事件 （知財高決平 成18 ・12・

22 ･〔平成18 年（ラ）第10009 号〕），ロクラク11事件（知財高判平 成21 ・1 ・27 〔平成20 年（ネ）第10055 号〕）。 その他の関連事件

について は，椙 山・前 掲注7 ）36頁 の注２にサ イテーション等を示し た。まねき ＴＶ，ロ クラクII事件 はいずれも知財高裁で放

送局側が敗 れ，現在最 高裁に係属して いる。 両判決 とも維持 されるべきだ と筆者 は考えるが，理由 として は， まねきＴＶ 判決

の判旨 はやや こし く， ロクラクII判決 の骨太 の論理の方 が分 かりやすい。平 たく言えば，ユーザ ーが単独で できるこ とを手助

けして も問題 ない， という ものであ る。 技術 進歩への理解 も評 価できるし，いわゆるカラオケ法理 （クラブキャッツアイ事件・

最判昭和63 ・3 ・15 民 集42 巻 ３号199 頁）の桎梏 を断つの も有意義 なこ とであ る。い わゆるカラオケ法理 は，インターネット

環境での適用 では利益 要件 も軽視ないし 無視 されてい るし， 管理要件 も緩 めようとすれ ば相当緩 められるものであるから 「間

接侵害」形態 の要件 論 としてう まく機能 せず，結果 とし て新技術の有益性 を窒息させるおそれがあ る。 なお ，不存在確認訴訟

という形態で，しかも１審 で確 定した ＭＹＵＴＡ 判決 （東京地判平成19 ・5 ・25 判時1979 号100 頁） は，ホスティング, ASP,

SaaS やグラウト といっ たビ ジネス形態 にそのまま適用され ると， 社会にかな りの不 自由をもたらすこ とにな る。 少なくとも，

入口 と出口 とが同一 に維持され るなら，他人 の利用機会 をもたらさない 「複製」 を違法視すべきではない と考える。「〈座談会〉

知的財産の動向 と将来一 中 山信弘 先生に聞く」 知財管理60 巻 ５号(2010 年) 714 頁の中山教授の発言も「例えば自分 の音楽

を どこ かへ預 けておいて，後か ら自分 の携帯電話で聞 くとか， そうい うことが本当に権利者の不利益 になっているのか疑問 で

す。大局的 に見て，音楽 を使う なと制 限するよ りも， むし ろ音楽 とい うものをみんなが楽しむ とい う社会 的な流れを作った 方

が，音楽愛好者 も増 え，権利者 にとって有利で はないかと考えてい ます」 とされてい る。

14） Ｓｏｎｙ Corp. of Am. v.  Universal City Studios, Inc.,  464 U.S.  417  (1984). MGM Studios, v.  Grokster,  Ltd. 545

U.S.  913  (2005) も参照されたい。

15） アメリカ のプ リティーウーマン判決(Cambell  v. Acuff-Rose Music Inc.,  510 us 569 (1994),  114 S. Ct. 1164) で

は「馬鹿以 外，金のため にで はなく書いた者 はい ない」 というサ ムエ ル・ジョンソン伝 を引いて いるが，オープンソ ース のプ

ロ グラムや ウィキペディ アを馬鹿 が書いてい るわけではないだろう。逆 に馬鹿が書いていた とし ても，結果は社会に とって大

変有難い ことである。
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うものであるが，その条件は様々なものがあ

る。ネットワーク関連で今もっとも注目を集

めているグーグルは，サーバーのOS としてリ

ナックスを用いているし，自社のアンドロイ

ドという携帯端末用OS をオープンソースで他

に提供している。

また，ウィキペディアは多くの百科事典ビ

ジネスを破壊しつつあるが，利用については

クリエイティブ ・コモン ズのCC-BY-SA

3.0（表示・継承ライセン ス戸 ）とGNU Free

Documentation License を採用している。ク

リエイティブ・コモンズは，著作権者に著作

権を留保しつつ自由な流通を促進するライセ

ンスである。著作権者の意向を尊重しつつラ

イセンス条件を単純化していて分かりやすい。

これらは，知の生成・普及の形態 として全

く新しいものであり，デジタル化・ネットワ

ーク化を前提として成立しているが，個人の

社会への貢献を促し集積させるというもので，

たとえ従来の一定の産業分野を侵食したとし

ても，文句のつけようがないものであろう。

II フェアユースの意味するところ

フェアユースの議論に戻る。

１　フレキシブル･ルール

フェアユースは，著作権と様々な社会的利

益との間のバランスを取ろうとする制度であ

るが，判断基準が一般的・抽象的である点に

特徴がある。 そのため，「公正」といえるかど

うかが個別規定より不明確になる。このこと

は，予測可能性が低くなるという欠点を持つ

が，柔軟な対応ができるという点で長所とも

なる。フェアユースに当たるかどうかは，各

個人，会社の担当部署，弁護士，裁判官，批

評する学者や社会，がそれぞれの場面で判断

し，様々な社会過程を経てその内容が形成さ

れていくことになる18）。

特に社会の変化が激しい時代にはフレキシ

ブルな規定は適切な判断を導くのに有利であ

る。すなわち，法律は一定のルールを言語で

固定化することにより紛争解決の判断基準を

提供する役目を持つが，社会変動が急速で固

定的ルールではうまく対応できないような場

合は，柔軟なルールが効用を発揮することに

なるのである。

デジタル化・ネットワーク化かフルスピー

ドで進展するさなかで，新しいインフラに対

する社会の対応が定まらない時に当たっては，

ある程度の試行錯誤を覚悟しつつ柔軟に対処

していくのが最適だと思われる。フェアユー

スはそのための柔軟なルールだということが

できる。

前述のように，アメリカにおいてフェアユ

ースの規定は従前から設けられており，デジ

タル化・ネットワーク化の状況下でも有効に

機能していると認められるが，アメリカの最

16 ） オープンソースについて の新し い報告 として，吉田正夫 「オープンソースソフトウェア(OSS) の利用 と著作権 リスク」

コピライト589 号 （2010 年）２頁を参照 されたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －

なお，ＧＰＬ を管理 するＦＳＦ で は， 自社サ ーバ ーにソフトウェ アを入れサービスのみ提供 する場合 （グラウトもそうである）

について, Affero General Public License ver.3 を作 っているが， リナックスは通常のGNU General Public License であ

るから，ソース開示 の義務 はない。 ＧＰＬ は難解 で，そのた めに利 用が妨げられてい る面があるし， 少なくとも取引 費用がかさ

むことにな るので， 自由な利用という本来 の趣旨に即し てい ないように思 われる。

17） この ＢＹ-SA とい うライセンスは，「原作者の クレ ジット（氏名，作品 タイトルとＵＲＬ）を表示し， 改変し た場合 には

元の作品と同じ ｃｃライセ ンス に のライセンス） で公 開す るこ とを守 れば，営利目的での二次利 用も許 可され るライセンス」

とされてい る。www.creativecommons.jp

18） 中山信弘［著作権法 と規制緩和］西 村利郎先生追悼論 文集『グローバリゼーションの中の日本法 』（商事法務 ，2008 年）

397 頁 は，「フェ アユースの規定は，事前審査 から事後審査へ，官 から民へ，あ るい は行 政から司 法へ という現在 の時 流には適

合的 と考 えられる。 フェアユースとい う一 般条項を置 くとい うことは，自己 の行 為がフェアユースに該当 するか否か･という点

を，各人が自己 の責 任において判断し て行 動し，訴訟 を勝 ち抜いてフェ アの概 念を確 立し て ゆく，というこ とを意味し ている」

としてい る。
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高裁の特許に関する判例を見ても，判例法を

含め全体としてフレキシブル・ルールを志向

しているように思われる19)。

当然のことながら，フェアユースの規定を

設けることは，実質的に違法な行為を正当化

するものではない。著作権以外の価値との相

克を踏まえて，公正な利用のみ合法とするも

のである。その公正という基準をフレキシブ

ルに規定する，ということにすぎないのであ

る。

また，フレキシブルと言っても，判例の蓄

榿や，個別類型についてサブルールを世論形

成していくことで，予測可能性を高めること

は当然必要なことである20)。

２　裁判所の役割

フェアユースの規定を設けるということは，

その限りで，行政より司法へ，ということで

もある。勿論，司法といってもその是非は運

用に依存するということであるが，原理的に

言っても司法の方がふさわしい点があると思

われる。

たとえば，池田信夫 『電波利権』によると，

「問題の本質は経営陣が退陣しても何も変らな

いし，民放も同じである。政治部出身の『波

-

取り記者』が出世し，電波利権を守ることが

最大の経営目標になっているから，インター

ネットなど新しいメディアへの投資も消極的

で，むしろ妨害する。その一方で，役所に命

令されればデジタル放送のようなリターンの

見込めない投資を忠実にやる。そこにあるの

は，『ジャーナリズム』から想像されるイメー

ジとはかけ離れた業界体質である。むしろ土

建業界のような『官公需』に依存した業界と，

体質はよく似ている」21）ということである。

このような実態にあるとすれば，司法の方

が（少なくとも個別事例の判断者として）より適

切であると思われる22）。憲法上，裁判官は独

立しており（76 条３項），身分が保障され（78

条），裁判の対審及び判 決は公開される（82

条）ので，公平かつ透明性の高い判断を期待で

きる素地があるといえよう23）。また，利権よ

りは権利のシステムの方が一般に好ましいだ

ろう。

３　運用の適正

フェアユースの規定を設けたとしても，自

動的に最適解が導かれるものではない。裁判

所は世清にうとい，といった批判もありうる

だろう。フェアユースの制度は，裁判所で公

19) Festo Corp. v.  Sholtetsu Kinzoku Kogyo Kabushlki Co.,  535 U.S. 722  (2002).  CAFC は， 出願中に補正が された

場合 は例 外なく出願経過禁反言 が働き，補正さ れた要素 と均等な一切 のクレームに対 する「完全 な障害」(complete ｂａｒ） と

なるとし たが，最高裁 は，禁 反言が適用され る場 合でも「柔軟な障害」(flexible baｒ）で ある（すなわち，均等排除 の推 定を

覆し うる場合があ る） と解 すべきである とした。eBay Inc. v.  Mercexchange,  L.L.C.  547 U.S.388  (2006),  126 S.Ct, 1837.

CAFC は，特許侵害 が認められたら例外的 な状況のない限 り恒 久的差止命令 を出 すのが一 般原則である としたが， 最高裁は，

差止命 令を出すか否 かは地方裁 判所の衡平法上 の裁量(equitable discretion) に繝す ると判示し た。KSR Int'l Co. v.  Tele-

flex, Inc., 550 U.S.398 （2007 ）.ＣＡＦＣ は， 複数の先行技術 の組 み合わせに より進歩性 を否 定するには教示 一示唆 一動機付け

(TSM テスト） が必要であ るとし て， これが認め られない本件におい て進歩 陛を肯定したが，最高裁 は, CAFC に よるTSM

テストの適用 は硬直 的であるから採用で きず,’拡張的で フレ キシブルな適用 をすべきだと判断した。

これ らの判例 は特 許権者に有利 なもの と不利な もの があり，単純にプロパ テント か否か， というこ とで はない。し かし，い

ずれ も硬直し たルールではな く，柔軟 なルールに よるべきだとしてい る点で共通 性がある と思わ れる。

なお， ヨーロ ッパの学者がモ デル著作権 法 として提唱し ているヨ ーロ ッパ著 作権コード（欧州版リフ ォーム論と言 えよう）

httｐ://ｗｗｗ.copyrightcode. ｅｕ/の前文では，「急速 な技術進 歩は将 来の著 作物の利 用・使用の方法を予測 不能にしているので，

一定 のフレ キシビリテ ィを もった権 利と制限の システムが必要であ る」 と記載し ている。

20） フェ アユース研 究会・前掲注7)143 頁以 下参照。

21） 前掲注1 ）①89 頁。

22） 田村教授 が「スタンダード はいったい どうい う意 味なのか という その具体 化は，少なく とも日本では，ロビイングの攻

撃 に対す る耐性が相対 的に強い司 法に委 ねることができ ます」 と述 べられるの も同 旨だ ろう。 田村善之「デ ジタ ル化時 代の著

作権 制度一 著作権 をめぐる法 と政策」知的 財産法政策学研究23 号 （2009 年）15 頁。
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開原則の下で「公正」を実現していく過程で

ある。関係当事者や司法関係者が十全な訴訟

活動を行ってこそ24) 9裁判の質も向上すると

いうことになる。

フェアユースの規定を設けなくとも裁判所

は法解釈により適切な判断をしてきた，とい

う例もないではないが25) 「̂規定がない」とい

うだけで判断をしていない例が今で も続いて

いる26）。裁判所 としては，規定がない以上考

慮すべきではない，という立場も当然ありう

るので一概に批判 はできない。しかし，規定

ができて当事者が主張すれば，問題を検討す

ることは裁判所の当然の義務となる。

フェアユースの規定ができたとしても，実

際のところ，裁判所は従来の裁判例 も踏まえ

て「公正」を求めていくだろうから，裁判の

結果が劇的に変わるということはない と想定

される。例えば，アメリカのプリティーウー

マン事件のような訴訟が日本の裁判所に起こ

されたとして，仮にフェアユースの規定があ

った としても，多 くの裁判官は被告の行為を

合法 とはしないように思われる27）。筆者個人

としては，フェアユースの規定を設けた上，

裁判所においても十分に時代背景に配慮した

積極的な判断がなされることを期待している

のであるが。

ｍ 結 び

１　 グリス・アンダーソン『フリー』は，

23） 従来型の個別事 件に対する司法 の役割 に加え，次 のような制度を検 討するこ とを提案したい。①米国著作権法801 条の

よう な著 作権ロ イヤルティ ジャッジの制度を設 ける。 これ は，ロイ ヤルティの設定 に裁判官 が関与 するという もので ある。 ②

デ ジタ ル化 ・ネットワ ーク化 の進行 に伴い，い わゆるネットワー ク効 果等により，独占禁止法 の役割 が益々 重要な ものとなっ

て くるだろう （本特集 白石忠志論文 〔69 頁以下〕 参照）。従 来，公正取引委員 会は知的 財産法にう とく，また裁判所 は必 ずしも

独占禁止 法と知的財産法の相克 について敏感で はなかった と思われ る。 審判 制度が廃止 され，東 京地 裁が排除措置命令 等の抗

告訴訟 の専属管轄 裁判所 となって， 専門性の確保 が図られるこ とになれば，これ を機に抗告訴訟 が知的財産がら みの事 案であ

れ ば知的 財産専 門部の裁判官 と協調 する よう な仕組 みをつ くるこ とが好まし いだろう。 また，公 正取 引委員会におい ても，知

的財産関 係について十分な対応 ができる人員，体制 を整える必要 がある。③思いつ きであ るが，権利 再生や権利破産 の制 度は

考 えられないだろうか。通常 の破産 や民事再生 の手続 は，財産状態 の破 綻を原因 としてい る。し かし ，著作権関係で はある著

作権 ないし 著作者に関連して 財産 上の破綻に至 っていなく とも，権利処 理上多 数者の権利や利 害が錯綜して著作物利 用ができ

ない といった権 利関係の破綻状 態がまま生じてい る。（紛争 あっせん制度 はあるものの）これらの事 態を大ナタで解決する司 法

的な処理 も検討されてよいのではないか（特許 に関して もパテントプールや標準化をめぐる紛争な ど多 数者間の紛争がありうる）。

24） アメリカ では， 個人やベンチ ャーが訴訟対応で きるように，電子フロ ンティア財団（ＥＦＦ）などのＮＧＯ も活躍してい

る。日本 でも，同様な仕組 みができない ものだ ろうか。

25） 例えば雪月花事件 （東京地判 平成11 ・10 ・27 判時1701 号157 頁 ）やバス車体絵画事件 （東京地判平成13 ・7 ・25 判時

1758 号137 頁）。

26） 鑑定書添 付写真 の事件（東京地判平成22 ・5 ・19〔平 成20 年（ワ）第31609 号〕）で，判 旨は「また，フェア・ユースの

法理 については，我が国の現行著 作権法に は，同法 理を定めた規定 はなく，米 国におけ る同法 理を我 が国において直接 適用す

べ き必 然性も認められ ない から，同法理を適用 するこ とはできないというべきである」 としてお り，にべもない。httｐ://ｗｗｗ.

courts.go.jp/hanrei/pdf/20100527164234.pdf

27） アメ リカ の最 高裁は ９人の裁判官 の全 員一致でフ ェアユースを認 めた。パロ ディーに関する文化 観がかなり違うことが

根底 にあるだろう。こ の度， マッドアマノ判決 （最判 昭和55 ・3 ・28 民 集34 巻 ３号244 頁）後の美術手帖 「パロディー再考」

(1980 年６月号） を読 んでみた。写真家の藤原 新也氏は 「パロ ディー というの は，今では特 異な分野で もなく，現代人 の思考形

態 そのものでもある わけで， ことに若い世代 にとって，クロス オーヴァーやパロ ディー,･モンタージュ的思考 はすで に日常化

して いるんです。そういう ことでは，アマノ氏 の仕事 は，現代人 の思考形態を象徴化してい るわけで，それ を白川氏 は，文化

の荒廃 から守るな どといっ てますが，そ んなタワゴトは，馬鹿 も休 み休み言え とい った感じですね」 と述べている。野坂昭如，

井上 ひさし，南伸坊氏 らの評価 も筆者に はす んなり納得で きる。日 本の著作権法学者の多くの文 化観が30 年を経てもあまり変

わっていないように思 われ ることは，不思議で ある。

序 ながら，こんな文章 もよく味わって みるに値 する と思 われ る。「さ らに言 うならば，文学の営為をあまりにも個人 に属する

ものとし て受け とめがちな現代 の私たちに とって， 説経節 におい ては，伝統 と創造 が互い に排 斥し合うので はな く， それぞれ

を必要 なもの として緊密に結 びつけつつ， その語 り物 が民衆の共有 財産とし て育 まれ， すぐれた創造として達成さ れたという

ことは，一つの衝 撃ともなり，反省の手がかりに もなるであろうと考 える」（荒 木繁 ＝山本吉左右編注 『説経 節』〔平凡社, 1973

年〕 の編 者まえがき）。
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マイクロソフトのリナックス対応について，

エリザベス・キューフラー・ロスの「悲嘆の

五段階」説を用いて説明をしている28）。すな

わち，否認一怒り一取引―抑鬱一受容という

５段階である。また，同著ではビル・ゲイツ

が中国のコピー状況につき，「でも，いつの日

か払ってくれるようになるでしょう。だから，

どうせ盗むのならば，わが社の製品を盗んで

ほしい。彼らがわが社の製品に夢中になって

いれば，次の10 年間で私たちはお金を集める

方法を考えだせるはずです」 と述べたのを引

用し，その現実的対応について一定の評価を

している29）。

2　 旧来の技術インフラ，ビジネスモデル

及びそれに立脚した法制度を当然の所与とし

て固定化して考えることは事の判断を誤りや

すい。そもそも著作権制度は高々300 年の歴史

しかなく，印刷術という複製技術（時空の制約

を克服して作品へのアクセスを増大させるもの）

の発展によるものである。しかももともとは，

著作者ではなく複製・頒布業者の特権として

成立したものを著作者と家族の不遇を理由に

著作権という構制をとっただけであり，この

権利は契約により容易に複製・頒布業者に取

り戻されたのである。要は，印刷術 という技

術革新により生み出された利益をどう分配す

るかということである。筆者は創作者の文化

への貢献を大いに評価するものである30）。ま

た，製造・流通業者も情報へのアクセスを容

易にするために大切であると考えているが，

これらの業種については，技術革新により情

報流通の仕組みが変われば，それに応じて役

者ないし役割が変わるのは当然である。そし

て，デジタル化・ネットワーク化の進展によ

り新たに生まれたアクセス増大の成果をどう

分配するかというだけのことであ,る。

３　好むと好まざるとに関わらず技術革新

は進行するであろうし，社会に対して大きな

影響を与えていくだろう。旧来の技術に適し

た商工業のモデルは必ずし も新しい技術 に適

合するものではない。「昨日の華々しい事業は，

今日の衰退事業。未知のイノベーションに恐

怖しても，先に進む道しか企業には残されて

いない｡」「自らの顧客を敵に回したくなけれ

ば，また新たな選択肢や利便性へのニーズを

否定したくないのであれば，古いメディアは

新たな波に乗 る方法を見いだすしかない］31）。

古いメディアに属している会社でも，先見性

があれば，積極的に次の展開をめざすだろ

う32）。

4　 アメリカにおいても，日本と同様な問

題をかかえているが，技術革新，それへの投

資，商業化，法的対応などが，相当ダイナミ

ックに展開されている。産業革命におけるイ

ギリスの役割を，情報革命ではアメリカが率

先遂行していると言ってよい。また，科学は

28） 前掲注1 ）⑧142 頁以下 。

29） 前掲注1 ）⑧136 頁以下 。

30） 前掲注1 ）⑧310 頁 は，「フリ ーによって得 た評 判や注目を， どのように金銭に変 えるかを創 造的に考えなければならな

い」 としている。 この観点 から，ひとつ敷衍し てみる。

自らの作品が国語 の教科書に掲載さ れ， また準拠した参考書 で取り上げら れることは，言語作品の著作者 とし ては誉高いこ

とであるし，生徒 に対 してフリ ーでい わば強制的に自作 を読 ませるこ とがで きることは，元来願って もない ことではないだろ

うか（実際 はフリーというより，教科 書での利用 につい ても著作権法33 条により補償金 が支払 われる）。 著作者は教科書に掲

載さ れることにより多くの若者 にアクセスされ，評判や 注目を集 めら れるのであるから， それをうまく利 用するのが賢 さとい

うものだろう。に もかか わら ず， あらゆる露出 につき金銭を要求 することは感心できないし， そのような態度により評 判を落

とし， その書籍の購入を控 える層があるこ とを盧 ってみるべきであ る。

31） 前掲 注I ）⑩424,  487 頁 。同様の指摘 は注1 ）の書物にほぼ共通し て見られる。

32） 前掲 注1 ）⑩の角川グループの取組 も一例である （ただ同書60 頁 で，アメリカ のフェアユースを評価しているのである

が，フェアユ ースがオプト アウトであ るかのような表現 は少 なくと もミスリ ーディングである。確か にグーグル・ブック・サ

ーチの和解案で はオプト アウト式が提案 され， また訴訟 の前 提としてはフェ アユースの規定が重要であ ったが，フェ アユー ス

自体が オプト アウト だという ことで はない のである）。

40
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永久革命の過程であるから，技術進歩の固定

化を望んでも詮のないことである。わが国が，

トータルな仕組みとして適切な対応を怠れば，

アメリカとの格差はますます開いて埋めよう

もないような事態になるのは目に見えており，

現にそうなりつつあると言ってよい。その中

で，フェアユースの立法などは対応として最

低限必要なことがらだと思われる。その上で，

現実的かつ果敢に次の時代を築いていかねば

ならない。

〔追記〕 本稿をなすに当たって，石新智規，市

川和重，上沼紫野，内田礼, Charzan Jeffery

Char, 平澤高美，山地克郎，山本純，吉田正

夫の各氏に資料や情報の提供をいただいた。あ

つくお礼申し上げる。

なお，冒頭に引いた文章につき，引用要件を

満たすため出所表示をしておく。

わが国著作権法学の到達点

中山信弘　著

渋 澤龍彦 『快楽 図書 館 』（学 習 研究 社, 2006

年 〔初 出 は1967 年〕) 130 頁。

オルテガ・イ ・ガセー（寺田 和夫 訳）『大 衆の

反 逆 』（中 央公 論社, 1930 年 ）。　 。

（す ぎや ま・ けいじ ）

＠好評＊発売中＠

Ａ５判上製カバー付

564 頁

･4,410 円

978-4-641-14382-1

ビジネスの世界はもちろん，音楽を聴く・インタ ーネットを利用するなど，現代人の日常生

活の隅々にまで関 わる著作権法。本書は，生きた時代背景を常に意識し た，著作権法の体系

的解説書である。この分野の碩学がも のす，すべての人々待望の書，満を持して登場！

笙 序 章 著作権法Ｏ意義

な　第１章　著作物
晨

丶ｙ

第２章　著作権の主体

第３章　著作権の内容

第４章　取引の対象 としての著作権

第５章　著作権の発生・消滅と保護期間

第６章　著作者人格権

第７章　著作隣接 権

第８章　侵害と救 済

有斐閣 鱇 な器具1に 瓢駕訌鸚昌 嚮雷隍け乱白/
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