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［概要］ 著作権法をめぐる視点の対峙は、デジタル・コンテンツの利用、特にインター

ネット上の利用に関する。デジタル・コンテンツの利用を促進するという方向は共通する

ものの、著作権法のパラダイムを転換させて権利集中と許諾権の制限によってこれを遂げ

ようとする視点と、著作権秩序を維持して権利者・利用者間の協議によってこれを遂げよ

うとする視点の対峙である。これらの視点は、具体的に訴訟、著作権法改正論、及び電子

書籍の検索・流通促進政策の論点として現れる。本稿は、インターネットによって現行著

作権法秩序が転換がしていないことを検証する。 
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Ⅰ 序（問題の所在） 

１ はじめに 

 最近（ここ 10 年）の著作権法をめぐる諸問題の多くは、著作物をデジタル・コンテ

ンツとして利用する場面（特にインターネット上）において生じている。判例に現れ

る具体的事案もそうであるし、立法・制度論において論じられる問題もまた然りであ

る。著作権法は、「インターネット社会」への対応問題として最も激烈に議論されてい

る法分野となっている。自由市場を前提として知的財産権共通の基本法理である利用

の独占と、情報を共有のものとして利用を許容する社会の実現という 2 つの異なる要

請が学会・実務界を 2 分させている。 

 

２ テクノロジーの発展に伴う著作者と利用者の対峙 

 発展するテクノロジーとの関係において、著作者と利用者は、厳しい緊張をはらみ

つつ対峙している1)。著作権・著作者人格権をどう機能させるかという視点において、

両者は正反対の方向を指向している。情報を自由に送信・加工・蓄積するテクノロジ

ーの発展に対し、著作者は、権利侵害が増大するという危険性を指摘し、利用者は著

作物を情報と捉えて、その利用を促進することによってテクノロジーの発展がさらに

遂げられるという。情報・著作物を社会公共財とする社会を構築することの促進に関

して対峙しているということができる。この対峙は、財産権的利用の面だけではない。

利用において人格の侵害がないように著作権法上の要請として定められている著作者

人格権の機能に関しても顕著に対峙している。著作者人格権を縮小してテクノロジー

の発展に寄与させるべきなのか、著作者人格権を機能させて著作者の著作物の創作と

活用を促進すべきなのか。 

 

３ 「ときめきメモリアル事件」最高裁判決 

 以上の対峙が顕現しつつあるときに、ゲームソフトの私的領域において使用される

改変ソフトの提供について最高裁が判断を下すこととなった。この争点については、

それまでいくつかの下級審判決があって判断が分かれるところであったが、「ときめき

メモリアル事件」最高裁 2001 年 2 月 13 日判決2)がこれに終止符を打った3)。これらの

事案は、インターネットを介したゲームソフトの利用にとどまらず、映像コンテンツ

を利用者がどこまで自由に利用できるのかという基本問題を含んでいると解されてい

たことから、日本におけるテクノロジーの発展に伴う著作者と利用者の対峙について

のはじめての最高裁判決と受け止められた。 

 最高裁は、私的領域で使用されるゲーム改変ソフトの提供を同一性保持権の侵害で

あるとした。この立場とは反対の見解が、前掲のローレンス・レッシング『クリエイ

ティブ・コモンズ デジタル時代の知的財産権』に示されている。文化の非営利的改

変、たとえばファン・フィクション（fan fiction）という現象を文化のクリエイティブ
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な改変として法で保障するべきであるという。著作物をインターネット上非営利的に

複製すること、改変することを許諾なくして可能にすることによって文化創造に資す

るという考えに基づく。改変を許容することによって利用者の利用が促進されること

自体は、誰も否定するところではないであろう。問題は、このことが著作者の創作と

著作者がインターネットその他のメディア上に自らの著作物を供給することの促進に

つながるかである。著作者による創作活動と著作物の供給が促進されなければ、イン

ターネットその他のメディアに優れた著作物が供給されないことになるし、これをベ

ースに発展する新しい文化も生まれないことになる。 

 ローレンス・レッシングのファン・フィクションの考えと、最高裁の著作物の同一

性に関する保障の対峙は、日本における次項の諸運動の契機となった。 
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Ⅱ デジタル・コンテンツの流通促進に関する諸法の提言 

１ 対峙から生じる諸提言 

 デジタル・コンテンツ利用促進協議会の提言 

 以上の激しい対峙の中で、2005 年頃から著作権法からデジタル・コンテンツとして

の著作物を切り離して別の法制によってデジタル・コンテンツ流通の促進を遂げよう

とする考えが生じた4)。その代表的な提言が、中山信弘東大名誉教授を中心とするデジ

タル・コンテンツ利用促進協議会の提言であった5)。クリエイティブ・コモンズ6)と基

本思想を同じくするこの提言は、社会的に大きな影響を与えた。 

 

２ デジタル・コンテンツ利用促進協議会の提言 

 デジタル・コンテンツ利用促進協議会の提言（趣旨）は以下のとおりである。 

デジタル・コンテンツ利用促進協議会の提言（「会長・副会長試案」）の趣旨 

● 映像・音楽のデジタル・コンテンツとして複製された著作物（コンテンツ著作物）

に関し、インターネット上の利用に適用される下記を内容とする特別法を制定す

る。 

① コンテンツ著作物に複数の権利者（著作権者、著作隣接権者7)）が存在してい

て、少数の権利者の反対によって利用の阻害が生ずることを回避するために、主

要又は多数の権利者（2/3～過半数）の意思で利用できるようにする。 

② 権利が集中したコンテンツ著作物の利用を 1 人の内閣府令で定める法定事業者

において決定できるものとする。 

③ コンテンツ著作物に関する権利情報を明確にするために、法定事業者は、対象

コンテンツ著作物の権利情報をコンテンツ ID 管理事業者に登録し、ネット上に

公示する。この登録によって著作権法上の差止請求権がネット上の利用に関し消

滅する。 

④ 法定事業者は、以下の 3 つの義務を負う。 

ⅰ 一定の内閣府令で定めるコンテンツ著作物を登録（上記③）する義務 

ⅱ コンテンツ著作物を利用した公正な対価を原権利者（①によって著作権の

行使ができなくなった権利者）に支払う義務 

ⅲ 第三者から合理的な条件でコンテンツ著作物に関する利用の申込みがあ

った場合には、利用を許諾する義務（又は不利用コンテンツ著作物につい

て第三者の利用を拒否することができないものとする。） 

⑤ コンテンツ著作物のネット上の利用を促進するために著作権等管理事業者に

相当する「コンテンツ・ライセンス事業者」を設け、第三者からの利用申込みに

応諾する義務を課す。 

⑥ 本特別法において、ネット上の利用に関するフェア・ユース規定を設ける8)。 

 著作権法上の権利がネット上の利用に関して多数決的な処理によって消滅し、報酬
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請求権化すること、その後の利用は内閣府が定める事業者によって集中的に処理され

ることに大きな特徴を有する。 

 

３ ネット上の著作物の利用とベルヌ条約 

 当然これは、ベルヌ条約上の権利保護に影響を与える（違反する）ことになるとい

う意見が出され9)、著作権権利者団体等から大きな反対運動が起こることとなった。こ

れに対して、デジタル・コンテンツ利用促進協議会は、以下の見解を示している10)。 

デジタル・コンテンツ利用促進協議会の提言がベルヌ条約に違反しないとする見解 

● 条約は、「結果の義務」を課したものであって権利者の保護の方法は各国に委ね

られていると解釈することができる。差止請求権による保護のあり方を条約上定め

ているとしても、この解釈によれば国内法によって緩やかに解し定めることができ

るのであって、結果として報酬を受けとる地位を保障することによって経済的利益

が充足されると認められる場合には、報酬請求権化することができないわけではな

く、条約に違反するものではない。 

● ベルヌ条約 9 条 2 項のスリーステップテストによっても、デジタル・コンテンツ

利用促進協議会の提言（「会長・副会長試案」）は、同条約に違反しない。 

① ベルヌ条約 9 条 2 項は、「一定の特別な場合」には、同条約上の保護を解除す

ることができると規定されている。ネット上におけるコンテンツ著作物の流通の

場面は、この特定の場合に該当する。 

② 日本のコンテンツ著作物の利用状況は、ベルヌ条約 9 条 2 項の「通常の利用」

の状況にないのであるから、デジタル・コンテンツ利用促進協議会の提言は、コ

ンテンツ著作物の「通常の利用」を阻害するものではないことになる。 

③ 提言は、コンテンツ著作物の原権利者に報酬請求権を保障することになり、か

つ利用促進によって大きな報酬を得さしめることになるから、ベルヌ条約 9 条(2)

の正当な利益を「不当に害しない」という結論になる。 

 この見解は、ネット上の著作物の利用促進のためにスリーステップテストの検証を

行なおうとするところに重要な意義があるように思われる。ネット上の著作物の利用

が特別例外的事象に該当するとは到底解し得ず、むしろ、ネット社会における一般的

利用事象というべきではなかろうか。国際的議論としてもベルヌ条約 9 条 2 項の「一

定の特別な場合」にネット上の著作物の利用が該当するという見解はない。検証の意

義は、ネット上の利用について特別な条約上の規定を創設することにあるのではなか

ろうか。 

 

４ 契約による利用促進の提言 

以上の特別法による利用促進の諸提言に対して、現行著作権法をベースに、権利処

理を契約によって行なうことによってネット上の利用をより促進させなければならな
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いという見解が示されることとなる。この見解は、文化審議会著作権分科会において

著作権等権利者団体から提出されただけでなく、研究者、弁護士、著作権等の処理を

扱うコンテンツ事業を行う企業・団体の著作権実務家から所々で発信されることにな

った。その大きな理由は、前述の著作権法上の許諾権（差止請求権）を報酬請求権化

することに対する国際条約上の問題がいずれの特別法の提言にもあることと、法によ

る強制的利用によってコンテンツ流通が促進することはなく、今以上に諸権利者がネ

ット上の利用に対して事前許諾を求めるような法状況を作ろうとして、映像・音楽産

業界における著作者、実務家によるコンテンツ制作者に対する諸契約上の拘束に繋が

りかねないというところにあった。各産業界の実態との整合性を無視して法の強制に

よって文化政策を進められるものではないという認識から生じた動きである。 

この所々の動きが糾合して、ネットワーク流通と著作権制度協議会が設立されるに

至り、特別法制度の諸提言に対抗して下記の提言を行うこととなった11)。 

 

５ ネットワーク流通と著作権制度協議会の提言 

ネットワーク流通と著作権制度協議会の提言（趣旨）は以下のとおりである（この

提言は、特別法制定の論者から特に問題とされていた放送コンテンツについてとりま

とめたものであるが、コンテンツ一般にも当てはまる提言ということができるので、

前述のデジタル・コンテンツ利用促進協議会の提言に合わせてコンテンツ著作物一般

に当てはめて整理をする。）。 

ネットワーク流通と著作権制度協議会の提言の趣旨 

● コンテンツ著作物に関する著作者及び著作隣接権者の著作権法上の諸権利をそ

のまま残し、変更を加えない。コンテンツ著作物の製作者がネット上の利用を含む

二次的利用についての権利処理を協定と契約によって行うことを前提とする。 

① コンテンツ著作物のネット上における利用の需要に対応するための前提とな

る環境としてコンテンツ著作物の製作者にその利用権限（著作権・著作隣接権・

パブリシティ権及び個別契約で定まる債権的権利の処理を含む。）を集中して、

製作者が第三者にライセンスを行うことができるものとする。 

② 製作者と諸権利者間のカテゴリー別の配分割合を団体間の協議によって形成

する。 

コンテンツ著作物をネット上で利用することを促進すべきであるということ自体は

いかなる立場の見解に立っても、同じ方向であるということができよう。この方向を

いかに促進させるかという問題提起に対して、上記の協議会提言は、従前と同様契約

で処理すればよいということに尽きる。②の製作者団体と諸権利者団体間のカテゴリ

ー別配分割合の合意形成に期待するところである。この合意形成によって①の利用権

限の製作者集中が促進されることになるからである。 

団体間権利処理の実現したものとして、2009 年 6 月、映像コンテンツの二次利用に
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係る円滑な権利処理を実現することにより、デジタル・ネットワーク上のコンテンツ

流通の促進及び実演家への適正な対価の還元を図ることを目的とする一般社団法人映

像コンテンツ権利処理機構（aRma）が設立され、具体的な事業としては、映像コンテ

ンツの二次利用に関する許諾申請の窓口業務、その他二次利用に係る手続き処理を行

うとともに、映像コンテンツに係る不明権利者の探索・通知等を行っている。 

ネットワーク流通と著作権制度協議会が提言した②の団体間協議のシステムが構築

されたことになる。この状況において、前述「2 デジタル・コンテンツ利用促進協議

会の提言」とネットワーク流通と著作権制度協議会の提言の対立は、一応の終止符が

打たれたことになる。 

 

６ 著作権契約法 

ネットワーク流通と著作権制度協議会の提言は、映像、特に放送コンテンツのネッ

ト上の利用について妥当するとしても、コンテンツ一般についてネット上の多様な利

用を促進するかは疑問なしとしない。この多様な利用を可能にすることによってネッ

ト上の新規ビジネスを拡大することができるのであるから、さらに枠を広げて契約法

理による利用の促進を打ち出すべきではないかという批判と発展的意見が存在すると

ころである。 

特にコンテンツ著作物を利用する場面において権利の大量処理が求められる場合に、

この処理がネットワーク化されたコンピュータシステムによって行われようとしてい

る。オプト・イン方式又はオプト・アウト方式による権利処理がそれである（後述 IV

の Google Books の和解案はこのあり方を示す事象として重要である。）。 

著作権法によるコンテンツの利用の規範をさらに柔軟に契約によって定めることに

よって、それぞれのコンテンツの実情に合わせた利用が促進されることから、ライセ

ンス契約の付随的取引条件としてこれを取り込む要請がある。これも不特定多数のラ

イセンシーとの間の取引として形成されなければならず、すでに実務では、シュリン

クラップ・アグリーメント方式、クリック・オン・アグリーメント方式による契約の

成立が肯定されている。 

日本の団体間協議によるソフト・ロー（協定）の形成によって著作物利用の諸条件

が定まるという実情を契約法理に取り込むことも求められている。ネットワーク流通

と著作権制度協議会が提言した製作者と諸権利者の各団体間の協議によるカテゴリー

別配分割合の合意（協定）もこの 1 つの例ということになる。団体間協定と個別著作

権契約の関係についても契約法によって取り込まれるべき事項である。 

しかし、上記の各方式による契約の成立やその他の取引条件の合意、契約からの離

脱、あるいは団体間協議・協定と契約の関係については、著作権契約として著作権法

に取り込まれているものではない。著作権法は、今やあまりにも著作権契約に対して

無防備であるというべきではなかろうか。 
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著作権等の権利の属性の変更（制限規定を含む立法的措置）によってネット上の利

用を促進するということはできず、これを遂げようとすれば、前述１、２に示した特

別法によるコンテンツ著作物についてその属性を変えるという方法論を取るか、属性

を変えず大量処理かつ実態に沿った利用を可能にする契約による方法論を取るか、で

ある。日本において、前述 2 ないし 5 及び後述 7 のとおり特別法による方法論を取ら

ないことに一応の終着を見たという状況において、著作権契約法の研究と、実務に沿

いかつ流通促進にも配慮した同法の制定が求められているのではなかろうか12)。 

 

７ 文化審議会著作権分科会における審議 

文化審議会著作権分科会において、デジタル・コンテンツのネット上における利用

の促進をテーマに審議が続けられてきた。ここにおいて、著作権法に換えてデジタル・

コンテンツの流通促進に関する特別法を許容するか、契約法理によるかの問題以外に

関連する諸問題が山積されていることが示された。 

著作権分科会は、この議論を集約して、基本問題小委員会において、報告をまとめ

ることとなった。この報告は、文化審議会著作権分科会報告書（2011 年 1 月）の第 1

部基本問題小委員会において公表されている。 

この報告には、著作権法のパラダイムを転換するような利用促進法制の導入は記載

されていない。前述の特別法による利用促進政策は、同分科会の審議の結論として採

用されないことが示されたことになる。 

著作権契約法を策定することについては、かかる意見があることを示しつつも、「い

ずれにしろ、権利者と利用者の著作権に係る契約が促進されるよう、今後、法律とソ

フト・ローとの一体的な運用を進めるに当たって必要な仕組みについて検討していく

ことが考えられる。」として、協定・契約による流通促進政策を肯定した。ただし、著

作権契約法に関する立法の審議に踏み切るところには至っていない13)。 
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Ⅲ 日本版フェア・ユース導入論 

１ 導入の要請 

次に、テクノロジーの発展に伴う著作者と利用者の対峙が生じた問題は、日本版フ

ェア・ユースの導入の議論であった。 

著作物であるデジタル・コンテンツを流通させるためには、米国版のフェア・ユー

スと同等又はこれ以上の権利制限の一般規定を導入すべきであるとする見解が散見さ

れるところであった14)。前述（Ⅱ２）のデジタル・コンテンツ利用促進協議会の提言に

おいてネット上の利用に関するフェア・ユース規定を設けるとする意見は、その強力

な見解の 1 例である15)。これらの提言は、日本がネット上のコンテンツ利用サービス産

業において米国に劣後することになってしまった原因が、日本の著作権法の権利制限

規定に関する限定列挙主義にあるというものであった。新規投資（特にベンチャー企

業によるチャレンジ）が進まないのは、この限定列挙主義によってコンテンツ著作物

の利用が限定されていることから萎縮効果が生じているからだという見解が示されて

いる。米国版又はこれ以上の権利制限の一般的規定を導入することによって、萎縮が

消滅してネット上の産業投資が促進されるという（権利制限の一般的規定の導入によ

る経済効果）。 

このような要請を受け、知的財産推進計画 2009 は、権利制限の一般規定（日本版フ

ェア・ユース規定）の導入措置を講ずることとした16)。このようなことから、文化審議

会著作権分科会は、法制問題小委員会においてこの問題を検討し、2011 年 1 月の文化

審議会著作権分科会報告書において最終的とりまとめを公表した17)。 

 

２ 著作権分科会の結論 

著作権分科会は、権利制限の一般規定の対象とすることが適当であると考えられる

利用をＡ、Ｂ、Ｃ類型に限定することとした（Ａ 著作物の付随的な利用、Ｂ 適法

利用の過程における著作物の利用、Ｃ 著作物の表現を享受しない利用18)。この内容、

立法手法における問題及び限界的事例の解釈については、種々論考が出ていることか

らここでは省略をしておく19)。）。 

その他この審議の結果として重要なことは以下の諸点である。 

● 権利制限の一般規定の導入による経済的効果は論証されているところではない

ことを明記している20)。 

● リバースエンジニアリングに関する権利制限は、すでに著作権分科会において

審議が終了していることから、一般規定によるのではなく、個別的規定を導入す

る。 

● パロディに関する権利制限は、一般規定の解釈によるものではないこととして、

個別的規定の導入を検討する。 

● Ａ、Ｂ、Ｃ類型は、包括的制限規定である米国フェア・ユースに比べれば、要
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件が限定されることになるが、この範囲を越えて包括的規定を導入しない（この

立法が完了し、その後特別の立法事実が生じない限り、米国版フェア・ユースに

類する包括的制限規定の導入は検討しない。パロディやクラウドコンピューティ

ングに関する問題は、早期に検討することがありうるが、この場合、まず個別的

制限規定によることを検討する21)。）。 
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Ⅳ Google Books 

 Google Books の経緯と著作権法上の諸問題は、種々論考が出ている22)。本項では主に、

この和解案通知から不承認決定によって日本においていかなる議論を生じさせたか、こ

れからいかなる視点が求められるかを示すこととする。 

 

１ 事案の概要 

Google Inc.（以下「Google」という。）は、大学等の図書館の蔵書をデジタル化して

検索可能にすることを企図し、複数の図書館との合意に基づき、2005 年 11 月より

“Google Book Search”（現在の Google Books）の提供を開始した。Google は、図書館

の蔵書をスキャンし、テキストデータを含むデジタルデータを作成することで、同サ

ービス上で書籍の全文検索を可能とした。検索した文字列を含む部分が抜粋（スニペ

ット）表示される仕様となっていた。 

全米作家組合は、2005 年 9 月、スキャン及びスニペット表示の各行為は著作権侵害

にあたると主張し、Google を被告として、南ニューヨーク地区連邦地方裁判所（以下

「本件裁判所」という。）にクラスアクションを提起した。大手出版社 5 社もその後、

同様に訴訟を提起し、両訴訟は 2006 年 10 月に併合された。この訴訟は、オプト・ア

ウト型クラスアクションにあたり、クラス構成員がクラスからオプト・アウト（離脱）

することによって、判決や和解の効力を避けることができる。 

被告となった Google は、上記行為はいずれも米国著作権法 107 条のフェア・ユース

にあたる旨を主張して争ったが、2008 年 10 月 28 日付和解契約書を内容とする和解の

合意（以下「旧和解案」という。）に至った。この際、米国出版社協会が新たに原告と

して参加するとともに、クラスの範囲が変更され、大要、「2009 年 1 月 5 日までに公表

された書籍等について、米国著作権法上の著作権等の権利を保有しているすべての人

物」がクラスとして認証された。ベルヌ条約 5 条 1 項等の各種条約の効力によれば、

これらの加盟・締結国の国民にも、創作の時点で当然に米国法上の著作権等が発生し

ているため、各国民は容易に、クラスに含まれうることとなる。つまり、これによっ

て、全世界というべき範囲にまでクラスが拡大されたことになる。 

本件裁判所は、2008 年 11 月、旧和解案を予備承認し、全世界への通知がなされるこ

とになった。旧和解案の内容が知れるにつれ、わが国を始めとする世界各国において、

大きな混乱が生じることとなった。 

 

２ 旧和解案の概要 

本件裁判所により認証されたクラスの構成員は、和解から離脱するための「オプト・

アウト」の手続をとらない限り、旧和解案に合意したものとみなされ、「権利保持者」

となる。 

旧和解案によれば、Google は、対象となる全書籍をスキャンし、デジタルデータを
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データベースに蔵置することができる。また、デジタル化された書籍につき、購読権

の販売、プレビューページやスニペットページの表示及びこれらへの広告の掲載その

他の商用利用をすることができる。そして、権利保持者は、これらの行為を許諾した

ものとみなされる。特に、絶版書籍については、Google は、権利保持者の反対の意思

表示なき限り、当該書籍を当然に販売することができる。 

権利保持者は、権利を有する書籍等につき、利用を制限する権利のほか、Google が

書籍等の利用により得た収入の分配を受ける権利を有する。具体的には、収入の 63%

が、Google の費用により設立される「レジストリ」に支払われ、レジストリの経費を

控除した残余が、権利保持者に分配される。 

レジストリは、著作者と出版社から構成される理事会により運営され、登記した権

利者に対し上記収支、配分を行う。 

以上のとおり、旧和解案によって Google に認められる行為は、米国著作権法 107 条

のフェア・ユースを根拠としていたデジタル化行為及びスニペット表示行為にとどま

らず、商用利用にまで及んでいる。これは、書籍の利用について Google に包括的な許

諾を与え、著者及び出版社等に対して利益を分配するという、壮大な電子書籍の流通

スキームといえる。 

 

３ 和解案の修正 

通常の民事訴訟と同様、クラスアクションにおいても和解が許されている。しかし、

この場合、クラス代表者が自己の利益を優先し、クラス構成員の利益が害される可能

性があることから、その成立のためには、裁判所の承認が必要である。 

当該決定に先立っては、多くの手続きを要する。裁判所は、和解案の影響を受けて

いる全てのクラス構成員に対する、合理的な方法による通知を命じなければならない

ほか、オプト・アウト型クラスアクションにおいては、クラス構成員に対し、和解案

からオプト・アウト（離脱）する機会を与えなければならない。クラス構成員は異議

申立てをすることができ、裁判所は、異議申立てがなされたという事実やその内容を

考慮のうえ、さらに適宜に公聴会を開催し、和解を承認するかどうかを判断する。 

本件においては、2009 年 1 月 5 日から通知の手続が開始され、多数の意見が提出さ

れたこと等を背景として、和解契約書の修正が命令された。そして、訴訟当事者は 2009

年 11 月 13 日、本件裁判所に対し新和解案を提出し、和解契約の最終承認の申立てを行

った。 

 

４ 新和解案の概要 

新和解案における最大の変更点は、クラスの範囲が実質的に大きく変更されたこと

である。すなわち、旧和解案においては、クラスの範囲は全世界に及ぶものであった

が、新和解案においては、①2009 年 1 月 5 日までに公表され米国著作権局に登録され
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た書籍（登録要件）、又は、②同日までにカナダ、イギリス、オーストラリアのいずれ

かの国において公表された書籍（出版地要件）について米国著作権法上の権利を保有

する者に限定された（以下、この範囲のクラス構成員を「本件クラス」という。）。こ

れによって、わが国のほとんどの著者及び出版社等には、和解の効力が及ばないこと

となった。 

その他の主要な変更点は、未請求作品受託者が設置されたことである。旧和解案に

おいては上記のとおり、レジストリに対する請求手続をとった書籍等についてのみ権

利行使できるものとされていたが、新和解案は、未請求作品の権利者のための独立し

た代表機関として「受託者」を設置して、権利保持者の権利を代位行使させることと

した。 

 

５ 和解承認申立の棄却 

新和解案の公表後、本件裁判所はこれを 2009 年 11 月 19 日に予備承認したが、なお

問題点は解消されたとはいえないとの立場から、公聴会を開催するなどをして、広く

意見を聴取した。 

本件裁判所は 2011 年 3 月 22 日、訴訟当事者による和解契約の最終承認の申立てを棄

却する決定を行った。 

 

６ 日本で生じた議論 

(1) 権利制限の一般的規定の導入による経済効果に関する誤解 

日本において権利制限の一般的規定を積極的に導入することを提唱していた論者

（前掲注 4)に示した「ネット法」の支持者、注 5)『会長・副会長試案』の支持者）

は、Google の米国著作権法 107 条の適用の主張から、同条がインターネットビジネ

スの投資拡大に大きく資する証左としていた。特に旧和解案の通知の段階において、

これが裁判所において予備承認されていたこともあって、全世界のベルヌ条約加盟

国の国民の書籍を Google が商用インターネット配信サービスに供しうることになる

という状況から、米国著作権法 107 条の経済効果を高く評価して、日本においても

権利制限の一般的規定の導入が必要であると主張していた。しかし、Google によっ

ても同条を適用すべしとする主張は、スキャンとスニペット表示のみに関するとこ

ろであって、同社の主張をしてもインターネット配信ビジネスが同条によって許容

されるというものではない（これはオプト・アウト型クラスアクション和解正式承

認決定による他はなかったのである。）。また、同社のスキャンとスニペット表示に

関するフェア・ユースの主張すらも裁判所の判決（クラスアクションの和解が成立

しないことになる場合には、この判決に至ることになる。）によってどうなるか不明

のところである。万一これが同条によって許容されるとする判決が出るとしても、

日本におけるスキャンと検索による出力結果の利用は、すでに著作権法 31 条 2 項の



 15 

個別的規定によって認められているのであるから（後述(3)及びⅤ１）、ナショナルア

ーカイブの必要性の視点からは、米国著作権法 107 条による以上に利用が許容され

ているということになる（スニペット表示が著作物の複製と評価できる程度に長文

を表示する場合を含まない。）。 

米国版と同等の権利制限の一般的規定を導入することによって大きな経済効果が

望めるというのは、いささか無理な主張なのではなかろうか。 

(2) 文化論 

Google Books の旧和解案によれば、ベルヌ条約加盟国の国民がクラスに取り込ま

れ、オプト・アウトの手続を取らない限り、その著作物が Google の利用に取り込ま

れる状況になった。Google の商用利用からの配分を受けるという利益を得るために

はレジストリに登録を要するということから、ほとんどの何もしないベルヌ条約加

盟国の国民は、その著作物の利用を Google があらかじめ定めたデフォルトの範囲内

において許諾したことになり、かつ配分を受けない状況が生じるということになる

のであった。この利益の Google による留保、登録者に限る配分は、経済的権利の保

障システムとして欠陥があるということになる。しかしより重要なことは、上記の

状況によって生ずる全世界的な書籍データの構築が Google によって行われれば、そ

の集中は過速度的に高まり、他国、他社をしてデータベースを構築する余地がなく

なるのではないかという認識であった。データベースの集中・寡占化はその属性と

して夙に知られているところであった。この結果 Google による書籍のデータベース

構造、利用の方法等がデファクトスタンダードとなり、各国の知的源泉とも言うべ

き書籍の集中が米国において行われ、各国は文化・科学技術のべースを喪失するの

ではないかという議論がなされた。これは著作権法上の問題以上に、国家のアイデ

ンティティ、文化論の立場から重大な危険が生じかねないところであったというこ

とになる23)。 

これに対抗するためには、Google による全世界の書籍に関する一元的データベー

スの構築を阻止して各国が自国の国民の書籍についてナショナルアーカイブを確立

して、国家のアイデンティティを守る他はない。 

(3) ナショナルアーカイブの必要性 

日本においては、ナショナルアーカイブの構築が認識されており、Google Books

問題発生以前からこの審議がなされていた。2009 年著作権法改正により、著作権法

上の整備として、国立国会図書館（以下「国会図書館」という。）におけるナショナ

ルアーカイブ（日本書籍検索制度）の構築が許容されることとなったのである。こ

の解説は、後述Ⅴで行う。 

この解説を精査すれば、著作権法上の整備は、Google が当初計画した全世界書籍

アーカイブ構想と同程度に国会図書館における同アーカイブ構想を許容するところ

なのであることが理解されよう。Google Books は、米国著作権法 107 条のフェア・
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ユースによって、さらに訴訟によってその適法性が確認されるという不確定な状況

であるのに対し、日本のナショナルアーカイブは、著作権法 31 条 2 項によって完全

に適法性が確保されているということになる。 

問題は、国会図書館にナショナルアーカイブを構築するための予算的措置が取れ

るか24)。国会図書館のナショナルアーカイブを公共サービスとして公共図書館の利用

者に提供させる方策はどうあるべきか。商用サービス（民間による書籍コンテンツ

有償送信サービス）との関係、特にナショナルアーカイブの商用利用に係る問題は、

Google Books においてクラスアクションの和解という手法を駆使して、Google と米

国著作者・出版社団体が構築しようとしたところの問題と付合するのである。日・

米同時に同様の社会的要請が生じ、各法制の違いから解決の手段が異なるというこ

とが生じている。 

(4) オプト・アウト方式・オプト・イン方式のライセンス契約のあり方 

本件裁判所は、米国著作権法 201 条(e)を引用して著作権の排他性を指摘するとと

もに、裁判所が承認した和解契約が、自主的に権利の移転に応じていない個別の権

利保持者が有する著作権法上の利益を放棄させることができる、という考えには問

題があると述べた。 

クラス代表者や Google は、同様の懸念を表明した多くの著者の主張に対し、この

ような著者たちは簡単にオプト・アウトをすることができる旨反論した。しかし本

件裁判所は、このような主張に対しては、①未請求作品の著者が同様の懸念を持っ

ていることに疑いの余地はないこと、②Google が最初に著作権者の許可を得ずに作

品の複製を行ったにも関わらず、著作権者が自分の権利を守るために自ら申し出る

責任を課されていることは、著作権法の目的と一致しないこと、③著者の多くは、

オプト・アウトの申出をしなければならないことすら知らないことを指摘している。 

このうち②は、著作権の将来的な放棄を、オプト・アウトにより解決するという

手段全般を否定するものともいえ、重要な指摘と思われる。 
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Ⅴ 日本書籍検索制度と電子書籍流通 

 

１ 国立国会図書館における所蔵資料の電子化（2009 年改正 著作権法 31 条 2 項） 

(1) 規定振りの特徴 

政令で定める公共図書館25)は、著作権法 31 条によって一定の複製等が許容されて

おり、同条 1 項 2 号は、保存のため必要がある場合の複製を認めている。2009 年の

改正（31 条 2 項）は、主体を国会図書館に限定するものではあるが、この保存のた

め複製が必要になる場合の要件をはずして、新刊本からの電子化を許容するもので

ある。 

改正著作権法 31 条 2 項は、いささか奇妙な規定振りになっている。電磁的記録と

することの目的として 2 つのものが示されている。1 つは、「図書館資料の原本を公

衆の利用に供することによるその滅失・損傷又は汚損を避けるため」であり、他は、

「当該原本に代えて公衆の利用に供するための」である。前者は図書館資料の原本

について新刊本からの電子化を許容することを示すものである。31 条 1 項 2 号は「保

存のため」であるが、31 条 2 項は、滅失等を避けるためであるから、新刊本を納本

後すぐに電子化することが許されることになる。後者は公衆の利用に供するという

目的論的解釈を許容するところに重要な意味がある。これによって国会図書館（全

館）における館内利用者（公衆）の利用（検索・閲覧）が許容され、国会図書館の

利用（31 条 1 項 1 号によるコピーサービス、国会図書館各館間送信）が許容される

ことになる。 

 

(2) 電子納本との関係 

国会図書館は、出版社に新刊本の納本を義務付けていることから（国立国会図書

館法 25 条）、著作権法 31 条 2 項によってこれらのスキャニング等をして電子的記録

とすることができることになる。納本義務は、電子的記録で納本（電子納本）する

ことを定めていない。出版社又は印刷会社は、電子的記録を保有しているのである

から、当該原本による納本と電子納本を求めることを検討すべきである。これは、

団体間協議によるか、国立国会図書館法の改正によることになる（出版社又は印刷

会社が改正法によって電子納本義務を負うことを含む。）。これによってテキストデ

ータによるアーカイブ化が促進されて全文検索が可能になる。 

 

(3) 支分権の制限規定としての意味 

著作権法 31 条 2 項は、電磁的に「記録媒体に記録することができる。」と規定さ

れているから、文理的には複製権の制限規定であって、上映権、翻案権、公衆送信

権を制限する規定振りにはなっていない。一方、同条は、前述のとおり電磁的記録

を「当該原本に代えて公衆の利用に供する」ことを目的としている。この関係をど
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う捉えるべきであろうか。同条項は国会図書館において許容される支分権の制限規

定であるから、これを越える解釈が許容されるべきではないが（他の公共図書館に

おける利用に拡大されるものではない。）、国会図書館内の利用については、文理に

拘泥すべきではなく、目的論的解釈を行なうべきである26)。同館内の公衆の利用に供

することの内容は、①館内利用者の館内 LAN による検索、②閲覧、③コピーサービ

スと④国会図書館各館間の送信である。これらを分けて考察する。 

① 検索 31 条 2 項で適法に作成された図書館資料の原本の電磁的記録に館内利用

者が館内 LAN によってアクセスすること及びこのシステムを提供すること自体は、

著作権法上の支分権的利用に係る行為ではない。また国会図書館の同一構内にお

ける LAN による送信は公衆送信に該当しないから（2 条 1 項 7 号の 2）、検索の結

果として図書館資料の一部を同一館内に送信することはこの点からも適法という

ことになる。 

館内検索システムにおいて、原本それ自体の電磁的記録の他に、複製・翻案し

た物（たとえば検索結果の提供方法としてのスニペット、サムネイル、プレビュ

ー）を記録媒体に記録するなど、47 条の 6 が許容する複製・翻案に相当する行為

も 31 条 2 項によって許容されているというべきである。「原本に代えて公衆の利

用に供するための電磁的記録」は、電子計算機によるこれらの情報処理を前提に

しているというべきだからである。 

② 閲覧 国会図書館内利用者は公衆であり、これに LAN 端末画面上の閲覧を提供

することは、上映権にかかわる（2 条 1 項 17 号、22 条の 2）。31 条 2 項は、上映

権の制限を含む規定振りにはなっていないが、「原本に代えて公衆の利用に供する

ための電磁的記録」を許容しているのであるから、館内利用者の LAN 端末画面上

の閲覧たる上映を前提にしているというべきである。この閲覧は、38 条 1 項によ

って許容されることになるというのが文化庁著作権課の見解である。 

③ コピーサービス 31 条 1 項 1 号の図書館利用者への著作物の一部分のコピーサ

ービスは、図書館が行う複製として規定されているから、利用者が②の閲覧画面

上から直接コピーを取ることが許容されるかについて消極に解さざるを得ない。

当該原本を借り出してこれからの複写の申請を行うということになる（旧来の複

写サービスと同様である。）。しかし、館内 LAN による利用者の閲覧を許容してお

いて、著作物の一部分コピーを従前の原本からの複写で行おうということでは、

あまりにも硬直的解釈のように思われる。館内利用者が閲覧画面からコピーを取

ることは不可としつつも、コピー部分の複写申請を国会図書館が適法な範囲内で

あることを確認して（このシステムが求められる。）、同館が電磁的記録からコピ

ーを取る手順を確保することによって、31 条 1 項 1 号の適用があるものとするこ

とができると考える。 

④ 各館間送信 関西館のアーカイブに東京本館の管内利用者がアクセスして検
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索・閲覧をすることは、公衆送信（2 条 1 項 7 号の 2）のうちの自動公衆送信（同

条同項 9 号の 4）に該当する27)。31 条 2 項は、公衆送信権（23 条 1 項）を制限す

る規定振りにはなっていない。これをどのように考えるべきか。 

31 条 2 項に関する立法者らの意思は、各館間送信を許容して公衆の利用に供す

るというものであった。これを前提として立法者意思を 31 条 2 項に反映させるな

らば、許容される電磁的記録は、「当該原本に代えて（国会図書館内利用者たる）

公衆の利用に供するため」に「必要と認められる限度において」利用することが

できると解することになる。この必要と認める利用には、デジタルアーカイブを

有し送信する館とこれを有せず受信する館の間における公衆送信権の制限規定を

含むということになる。 

 

２ 日本書籍検索制度の利用拡大の要請（長尾構想） 

 前述のとおり、日本におけるナショナルアーカイブ（日本書籍検索制度）は、国会

図書館において完成することになる。これは、厖大な国家予算を使って、完成するも

のである。完全なアーカイブが完成するならば、公共、民間と二重の投資をすべきで

はない。世界に、たとえば米国に 1 つアーカイブが存在するという状況は文化論的に

危険が生ずるが（前述Ⅳ６(2)）、日本国内には 1 つ存在すればよい。これを公共サービ

ス・民間商用サービスの利用に提供することができれば社会的コストは減少する。 

 公共サービスの 1 例は、公共図書館において、その利用者が、国会図書館の利用者

と同等の利用をできるようにすることである。前述（１(3)）の①検索、②閲覧、③コ

ピーサービスである。これには、国会図書館と公共図書館利用者間の自動公衆送信の

処理が前提になり、上記①ないし③の利用に関する権利処理が求められる。これらに

ついては、著作権法上権利制限規定が設けられていない。 

 民間の商用サービスであっても、国会図書館にアーカイブの利用料を支払い、かつ

著作者・出版社の許諾を得て、電子書籍の送信業務を行う場合を想定することができ

る。 

 この利用の拡大について、国会図書館長尾館長が私的な構想として公表している（長

尾構想）28)。 

 

３ 日本書籍検索制度と電子書籍流通 

 この利用の拡大は、国会図書館、著作者・出版社の団体、及び公共図書館等の協議

によって構築される。これも協議・協定という著作権契約による解決ということにな

る。所々でこの具体的方策の検討がなされ、研究が公表されている29)。 

 各研究の議論は収斂されつつあって、私見の域を出るものではないが、日本書籍検

索制度の利用拡大について以下の方向が肯定されるところである。 

日本書籍検索制度と電子書籍流通の条件 
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① 国は、2009 年度、2010 年度から国会図書館の所蔵する書籍の電磁的記録化を行

っているところ、これをさらに数年継続して日本書籍デジタルアーカイブを完成す

る。 

このアーカイブ構築にあたって、国会図書館は、近年の書籍はできるだけ画像デ

ータとともにテキストデータとして記録化する。 

 

② 書籍をテキストデータとして記録するために、関係団体の協議又は国会図書館法

の改正によって電子納本制度を導入する。 

電子納本にかかる費用は、国会図書館が負担する。 

 

③ 国会図書館は、アーカイブによって、利用者の求めに応じ同館内において検索、

閲覧、著作権法 31 条 1 項 1 号のコピーサービスを行う館内 LAN システム、及びこ

れを可能にするための本・分館間送信システムを構築する。 

 

④ 国会図書館は、アーカイブのデータを公共図書館内の利用者に自動公衆送信によ

って提供することができるとする権利制限規定を新設し、公共図書館の公共サービ

スの電子化を行う。 

公共図書館のアーカイブの利用にあたっては、デジタルネットワーク環境におけ

る公共図書館の公共サービスのあり方を検討したうえで、公共図書館が著作者・出

版社の利益を害すことがないように適正な対価を支払う。 

 

⑤ 国会図書館は、インターネット経由でアーカイブによる全文検索システムを国民

に提供し、国民が国会図書館所蔵の書籍を検索し同館にいかなる書籍があるかを知

ることができるようにする検索システムを構築する。 

国会図書館によるこの検索システムによるサービスは、閲覧、コピーサービスそ

の他コンテンツを提供するサービスを含まないものとする。 

 

⑥ ③ないし⑤のシステムの構築にあたって、障害のある人々が書籍にアクセスでき

る状況を確保する。 

 

⑦ ⑤による検索の結果を民間が行う商用サービスである電子書籍流通システムに

送信することによって、国民の要求する書籍データを受信して閲覧、複製できる電

子書籍流通システムを構築する。 

 

⑧ 国会図書館は、日本書籍デジタルアーカイブの書籍データを民間が行う商用サー
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ビスに提供できるものとする。 

 

⑨ ⑦の商用サービスとしての電子書籍流通が行われていない書籍について、国会図

書館は、⑩の権利管理事業者を介して有料公共サービスとしての電子書籍流通を行

う。 

  国会図書館は、絶版本について有償公共サービスとしての電子書籍流通を行うこ

とができるとする権利制限規定と、権利者がこれからの相当な対価を取得するか、

この利用からオプトアウトすることができるという規定を新設する。 

この公共サービスとしての電子書籍流通は、民間の商用サービスの電子書籍流通

を補完して、すべての国民がすべての国会図書館内の書籍にアクセスできる環境を

調えることを目的とする。 

 

⑩ 公共サービスとして行われる電子書籍流通の権利処理については、著作者、出版

社の団体を主たる構成員とする非営利法人の権利管理事業者（仮称）による。 

  権利管理事業者は、⑨の絶版本の有償電子書籍流通から取得する利用の対価を、

不明権利者のために決定し、取得し、管理する権限を有するものとする。 

 国会図書館を中心とする日本書籍検索制度が構築されれば、民間の商用サービスに

対する投資を軽減できることによって、中小出版社の電子書籍送信サービスも可能に

なる（すでにそれぞれのプラットフォームにおいて商用サービスを提供している出版

社とサービスプロバイダの文芸作品を中心としたいわゆる売れ筋のコンテンツの流通

には影響を与えない。）。Google が商用サービスとして世界中の書籍をデジタル化して

インターネットにおいて提供しようとした大構想は、ひとまず実現を見ないことにな

りそうであるが、ナショナルアーカイブによる集中は必ず生ずることであって、これ

を各国が構築して、各国の「情報国家主権」を確実にした後に、グローバルなネット

ワークを構築すべきなのである。今、米、日、欧が創ろうとしている書籍検索制度と

電子書籍流通システムは、産業資本主義初期の段階で各国家によって建設されたナシ

ョナルレイルウェイに相当するのである。 

 

４ 構築の手法 

日本書籍検索制度を構築する手法を選択する場合にも、デジタル・コンテンツの流通

促進に関する諸法（特別法）と同じような議論が再燃するかも知れない。しかし、こ

の議論は終止符を打ったのであるから、関係団体間の協議・協定と個別的著作権契約

によって制度を構築すべきである。この場合には、国会図書館がアーカイブ化した後

のコンテンツの権利者（著作者・出版社）に、コンピュータネットワークシステムを

介した契約の成立、利用条件の設定、契約からの離脱を保障した法的制度（ソフト・

ロー）とコンピュータシステムによる社会システムが求められる。日本も Google Books
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が直面したオプト・インとオプト・アウトによる著作権契約を考察しなければならな

いことになる30）。 
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Ⅵ 「まねき TV 事件」、「ロクラクⅡ事件」最高裁判決 

１ 視点と論点 

標題 2件の最高裁判決が、2011年 1月 18日31)と同年 1月 20日32)にそれぞれ出された。

この 2 件は、利用者（契約によってサービスの提供を受ける視聴者）にインターネッ

ト回線を通じて地上波テレビ番組を通常の視聴地域を越えて視聴可能とするサービス

において、そのサービス提供者の行為が著作権・著作隣接権を侵害するとして争われ

てきた事件の最高裁判決である。著作権を巡る基本的思想というべき 2 つの視点、す

なわち著作物の利用の独占と情報共有社会の実現が対峙する事案である。 

当初、この視聴可能とするサービスは、サービス提供者がテレビ番組（主にキー局

の番組）を受信して 1 つのサーバに蓄積しておいて、利用者がこの内の特定の番組を

その自己の端末パソコンから検索して送信の指示をしてダウンロード又はストリーミ

ングによって享受するものであった。当然これは、放送番組の著作権、放送事業者の

著作隣接権の複製権、自動公衆送信権、送信可能化権を侵害することになるため、許

容されるサービスではなかった。すべての裁判所は、このサービスの違法性を肯定す

ることになる。 

そこで、サービス提供者は、番組を 1 つのサーバに蓄積するのではなく、利用者が、

番組蓄積・送信用のパソコンとここからさらに受信して番組を手許で享受（視聴）す

るパソコンの 2 台を用意して、前者をサービス提供者に預け、利用者は、海外又は日

本の通常の視聴地域外の受信パソコンから送信用パソコンに指示を与えて、求める放

送番組の受信を行うという形のサービスに変換して行った。この種のサービスが多発

し、これに対し、東京キー局のテレビ局各社が、上記著作権・著作隣接権の侵害と考

えて、いくつかの差止等請求事件が係属することになった。この内の 2 件が最高裁で

判断されることとなったのである。したがって、放送関係者（映画製作者、音楽の著

作者、実演家、番組製作者、放送にコンテンツを提供する事業者、有線再放送事業者、

IP マルチキャスト事業者等）と放送コンテンツを自由に利用することによってインタ

ーネット事業の拡大を求める関係者（サービスプロバイダ、P to P 機器・サービスの開

発・販売社、同種サービスを LAN によって提供しようとするマンション業者及びコン

ピュータシステム提供者等）が対峙し、研究者、実務家もおおよそ 2 分して、これら

のサービスの適法性・違法性を問疑する状況が生じていた。 

2 つのパソコンによる受・送信に変換した後のサービスは、新たな論点を有すること

になった。それは概要以下の点であった。 

● 受・送信のパソコンを使用して、番組を蓄積（複製）、又は送信する者は、視聴

者であるから、視聴者が利用の主体であってサービス提供者は侵害の主体ではな

い。 

● 視聴者による複製は、私的使用のための複製（著作権法 30 条 1 項、102 条 1 項）

に該当するから著作権法上適法な行為というべきで、これをサポートするための
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サービス提供者の行為（契約によって送信用パソコンを預かり、アンテナその他

の機器によって、番組を受信する装置を提供し、同パソコンに接続すること等）

も適法である。 

● 送信用パソコンから、受信用パソコンに番組を送信する行為は、個人間の送信

であるから、自動公衆送信に該当しない（2 条 1 項 9 号の 4、7 条の 2）。送信可能

化（2 条 1 項 9 号の 5）にも該当しない。 

 サービス提供者及びこの主張に同意する者の視点には、放送番組を通常の視聴地

域を越えてインターネット送信することによって、放送事業者の経済的利益を実質的

に害することにならないのではないか、一種のタイムシフト、エリアシフトに過ぎず

放送事業者に損害は生じないというものがある。 

 これに対し、放送事業者は、自らインターネット送信をすることができないコン

テンツ（たとえば、放送に限定、又は地域を限定した許諾によって放送される映画、

スポーツ映像等である。）について、第三者によるインターネット送信を管理する（差

止めを含む。）相当な理由があるというべきである。これを欠くときには、コンテンツ

の提供を受けられない状況が生じたり、損害賠償の危険が生ずるからである。 

 著作権法の純理から言えば、著作権法上の支分権的利用がある以上、そのことに

よって実損害が生じない場合であっても、権利侵害が肯定され、これを行なうには権

利者の許諾を要するということになる。著作権法 114 条 3 項の法定損害の規定は、かか

る場合に機能するように設けられていることは、論を待つまでもない。問題は、情報

共有社会の実現という要請において放送番組のインターネットによる再送信が侵害た

りうるか否かである。上記の議論を踏まえたうえでの抗弁（権利濫用又は実質的違法

性阻却）の成否という論点になるのである。 

 

２ 「まねき TV 事件」 

 「まねき TV」の事案は、2 つのパソコンについて、実際には、ソニーの「ロケーシ

ョンフリーTV」の構成機器であるベースステーションを用いて、この Net AV 機能を利

用することによって、インターネット回線に常時接続する専用モニター又はパソコン

を有する利用者がインターネット回線を通じてテレビ放送番組を視聴可能とするもの

である。サービス提供業者（被上告人）は、ベースステーションを利用者から預かる

ことで地上波テレビ信号を受信し、転送しうる状態に置くことをサービスの内容とす

るものであった。 

 放送事業者（上告人）は、被上告人の上記の行為は、上告人の放送に係る送信可能

化権（著作隣接権）及び上告人番組の公衆送信権（著作権）を侵害すると主張した。 

 最高裁は下記論点について、以下のとおり判示した。 

①自動公衆送信装置について、 

あ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
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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（著作権法 2 条 1 項 9 号の 5）に当たる。 

②自動公衆送信の行為主体について、 

自動公衆送信の主体は、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なう者であって、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。 

 以上の 2 つの前提解釈の下で、以下のとおり判示した。 

 「各ベースステーションは、インターネットに接続することにより、入力される

情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送信する機能を有す

るものであり、本件サービスにおいては、ベースステーションがインターネットに

接続しており、ベースステーションに情報が継続的に入力されている。被上告人は、

ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続

し、当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入

力されるように設定した上、ベーステーションをその事務所に設置し、これを管理

しているというのであるから、利用者がベースステーションを所有しているとして

も、ベースステーションに本件放送の入力をしている者は被上告人であり、ベース

ステーションを用いて行われる送信の主体は被上告人であるとみるのが相当であ

る。」 

 ③送信主体を被上告人とした場合の「公衆」について 

 「そして、何人も、被上告人との関係等を問題にされることなく、被上告人と本

件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができ

るのであって、送信の主体である被上告人からみて、本件サービスの利用者は不特

定の者として公衆に当たるから、ベースステーションを用いて行われる送信は自動

公衆送信であり、したがって、ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。

そうすると、インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステー

ションに本件放送を入力する行為は、本件放送の送信可能化に当たるというべきで

ある。」 

 ④「公衆送信」 

 「本件サービスにおいて、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らかである上、･･･ベースステーションから利用者の

端末機器までの送信の主体についても被上告人であるというべきであるから、テレ

ビアンテナから利用者の端末機器に本件番組を送信することは、本件番組の公衆送

信に当たるというべきである。」 
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３ 「ロクラクⅡ事件」 

 「ロクラクⅡ事件」の事案は、インターネット通信機能を有するハードディスクレ

コーダー（「ロクラクⅡ」）の片方をサービス提供業者（被上告人）が預かり、地上波

テレビ放送番組を受信し蓄積可能な状態へ置き、放送番組の録画を可能とし、インタ

ーネットを介して、利用者の手許にあるもう一つのハードディスクレコーダーへ録画

データを転送することによって、視聴可能とするサービスを提供するものである。利

用者は、海外居住者が多いようであるが、国内居住者も同じサービスを受けることが

できる。 

 放送事業者（上告人）は、本件サービスの提供行為が上告人の放送に係る複製権（著

作隣接権）、及び上告人番組の複製権（著作権）を侵害するものと主張した。 

 最高裁によって判断されるべき論点は、複製の主体に限定されていた。最高裁は、

複製の主体の判断は、複製の対象・方法・関与の内容と程度の諸要素を考慮して判断

をするという前提に立って、本件複製の行為主体について以下のとおり判示した。 

 「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。」 

 「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。」 

 判旨は、従前からの管理支配性を行為主体性の重要な判断要素としており、放送を

受信して複製機器に対してこれを入力することの管理支配は被上告人にあることを示

している33)。 

 

４ 両判決の共通点 

 送信可能化権、自動公衆送信権、複製権の支分権該当行為の判断基準として、送信

や複製の前段階としての情報の入力に関与する行為をもって送信可能化、自動公衆送

信、複製という行為の主体としての法的評価を下している。これを「入力基準説（ア

ンテナ基準説）」と称し、理論的検討が充分でないという評論もあるようである。しか

し、この共通点は、アンテナもその装置の一つであることを示しているにすぎず、そ
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の後の過程と送信用パソコンへの入力を捉えて（この意味では利用者が所有権を有す

る送信用パソコン、ハードディスクレコーダまでを一体として自動公衆送信装置とし

ているのである。）、送信可能化、複製と認め、自動公衆送信装置から公衆送信網へ送

出する点を自動公衆送信と認めたものである。「アンテナ基準説」は、誤解を招きかね

ない整理のように思える。 

 両判決の共通点は、侵害主体論において、総合判断によって判断し得ることを示し、

かつ 2 つの事案において当然にサービス提供者の行為が侵害主体を構成することを判

示している。自動公衆送信装置の認定をすることによって判旨が導き出せるところか

ら、「まねき TV 事件」では示されていないが、「ロクラクⅡ事件」では、「社会的、経

済的側面を含めた総合判断」が示されているところである。これは、サービス提供者

の関与が社会的、経済的に見れば送信用端末を預かるという形をとったとしても自動

公衆送信装置を構成することが肯定されて、ここに複製等の支分権的利用が生じ、著

作権法 30 条 1 項の私的複製としての制限規定を回避要素として適法性を主張したり、

公衆送信の公衆性を回避しようとしたりする便法は、著作権法の価値（評価と言って

もよいであろう。）から取り得ないということを示していることになる34)。 

 この最高裁の判断は、はじめに（「Ⅰ 序」、「２ テクノロジーの発展に伴う著作者

と利用者の対峙」）に示した著作物の創作とテクノロジーの発展に伴う利用との関係に

おいて、従前の著作権秩序を肯定しようとするものである35)。 
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Ⅶ 結論 

１ パラダイムの変更とは何か 

 以上見てきたように、著作権法をめぐる視点・論点の対立は、デジタル・コンテン

ツ利用・流通促進の方法論から生じていることが判る。上記に論じた立法政策も、最

高裁判例もこれに起因する。いずれの見解に立つとしても、著作権法が遂げようとし

ている目的は、すぐれた著作物を創造しこれを社会に提供しうるようにすること及び

この利用・流通を促進させることである。しかし、この 2 つが、テクノロジー、特に

インターネット利用技術の発展によって対峙する場面が生じている。本稿は、この対

峙の場面を、最高裁の私的領域における著作者人格権に関する見解、コンテンツ流通

促進政策、フェア・ユース導入論、Google Books 問題、日本書籍検索制度の議論、及

び最高裁の放送番組送信サービスに関する見解を概観することによって示そうとした

ものである。この他にもデジタル化と利用の諸問題は山積しているように思われる36)。 

 以上論じたところから、この対峙がいかなる点から生じているかをあえて単純化し

て示せば、以下のとおりになるのではなかろうか。著作権法上の諸権利（支分権、著

作者人格権、報酬請求権等）の侵害が肯定される場合には実害（実損害あるいは差止

めを求めることによって権利者の地位を確保することができる利益）の有無にかかわ

らず著作権法上の権利行使を肯定するという見解と著作権法上の諸権利の侵害が肯定

されても実害が生じない場合には権利行使を否定するという見解の対立である。前者

をベルヌ条約秩序ということができよう。後者はインターネットがこのパラダイムを

転換させるものだと捉えるもので、「コピーレフト」と称される考えである。 

 

ベルヌ条約秩序 

実害の発生 
著作権法上の 

権利の侵害 
実害の不発生 

権利行使を 

肯定する 

 

著作者の 

創作の保護 

 

パラダイムの変換 

実害の発生 
権利行使を 

肯定する 

著作者の 

創作の保護 
著作権法上の 

権利の侵害 
実害の不発生 

権利行使を 

否定する 

 

利用の拡大に 
よるインター 
ネットビジネス 
投資の促進 
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 後者のパラダイムの変換論は、また 2 つに分けられる。1 つは、インターネットによ

って、すでにパラダイムの変換が生じたのだとして著作権法上の権利を制限する解釈

論として現れる（私的使用のための複製（著作権法 31 条 1 項）の適用、公衆概念（2

条 5 項）の解釈、権利濫用論・実質的違法性阻却論の主張等）。すでに見た「ときめき

メモリアル事件」最高裁判決（Ⅰ、３）、及び「まねき TV 事件」・「ロクラクⅡ事件」

最高裁判決（Ⅵ）は、この解釈論として生じたものである。他は、インターネットに

よる情報共有社会を実現するためにパラダイムを変換させようとする制度論（立法論

ということもできる）として現れる。すでに見たデジタル・コンテンツ流通促進法制

の提言（Ⅱ）、日本版フェア・ユース導入論（Ⅲ）、及び Google Books（Ⅳ）と日本書

籍検索制度（Ⅴ）は、この制度論ということができよう。 

 

２ パラダイムの変更は生じていない 

 解釈論と制度論は、基本思想においてまったく同じであるということができるけれ

ども、「パラダイムがすでに変換した」ということと「パラダイムを変換させよう」と

いうことは全く異なることである。少なくとも 3 つの最高裁判決において、「パラダイ

ムがすでに変換した」という見解は認められていないのである。これは、この間の 10

年に生じたパラダイムを変換させようとする制度論にもいささか関わってくるであろ

う。デジタル・コンテンツ促進法を著作権法の特別法として制定しようとする提言や

インターネットビジネスを誘発させるための日本版フェア・ユース規定を導入しよう

という提言を承認するようなパラダイムの転換は日本社会において生じていないとい

うべきである。パラダイム変換論者がその論拠としていた米国における Google Books

に関するクラスアクション和解の承認が棄却とされたことは、米国においても著作権

法のパラダイムの変換が肯定されるものでないことを顕著に示しているのである。こ

れは、訴訟の場で求められた判断ではあるが、解釈論としての性質と将来の社会をど

う創るかという制度論の両面を具えているように思われる。ベルヌ条約秩序によって、

インターネットによる情報共有社会を構築して行かなければならないことに帰結する。 

 

３ 著作権契約法制定の提言 

 対立しているばかりでは、2 つの著作権法の目的を 1 つにまとめることができない。

権利者団体と利用者団体の協議・協定と個別的契約によってこれを遂げることが求め

られる。多様な著作権契約を促進することによって、硬直的に権利保護と利用の促進

を一線で画すること（前掲図「パラダイムの変更」）を避けることができるようになる。

図示すれば下記のようにイメージすることができるであろう。両団体を調整する協議

会の創設と個別具体的な法律関係の形成に寄与する著作権契約法の制定を提言したい。 
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著作権契約法による権利保護と利用促進の調整 

実害の発生 
権利行使を 

肯定する 

著作者の 

創作の保護 
著作権法上の 

権利の侵害 
実害の不発生 

権利行使を 

肯定する 

 
利用の拡大に 
よるインター 
ネットビジネス 
投資の促進 

 

 

 

 協議は、主に権利者団体と利用者団体によって行ない協定としたうえで、この協定

に沿って権利者と利用者が個別契約を締結して行くことになる。協議が調わない場合

も想定される。これをできるだけ解消するするためには、著作権法上の著作権紛争解

決あっせん制度（著作権法第 6 章 105 条～111 条）を改正して将来の協定・契約につい

てもあっせん委員会が関与できるようにすることが考えられる。このあっせん機関は、

恒常的機関として文化庁に置くことが想定される。 

 

協議 
調整 
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1)  スタンフォード大学ロースクール、ローレンス・レッシング（Lawrence Lessing）教授は、テクノロジ

ーの発展に伴い、特にインターネット上におけるデジタル・コンテンツとして利用される著作物につき、

著作者と利用者の関係において、厳しい緊張関係があることを指摘する。ローレンス・レッシング（土

屋大洋訳）『クリエイティブ・コモンズ デジタル時代の知的財産権』（NTT 出版、2005 年）9～30 頁「自

由な文化に向けて」。 
2)  最判 2001・2・13 民集 55 巻 1 号 87 頁、判時 1740 号 78 頁、判タ 1054 号 99 頁。 
3)  最高裁判決に至る下級審の判例並びにその後の判例及び評論については、松田政行『同一性保持権の

研究』（有斐閣、2006 年）155 頁「第 2 ゲーム改変ソフトと同一性保持権」にまとめてある。 
4)  小塚荘一郎の「デジタル・コンテンツ法」の提言について、「デジタル・コンテンツの保護流通につい

て」知財フォーラム（2006 年）Vol.65、2 頁、Vol.67、2 頁、Vol.68、10 頁。「著作権法離れ 新制度作れ」

日本経済新聞（2007 年）。財団法人知的財産研究所編『デジタル・コンテンツ法のパラダイム』（雄松堂

出版、2008 年）。「デジタル・コンテンツの流通を促進する法制」法とコンピュータ 26 巻（法とコンピ

ュータ学会、2008 年）91 頁。 
デジタル・コンテンツ法有識者フォーラムの「ネット法」の提言について、「ネット法の構想」（2008

年 3 月）http://www.digitalcontent-forum.com/、同補足説明（2008 年 7 月）。「ネット法」の中心的提言者は、

本文のデジタル・コンテンツ利用促進協議会の提言者と重複するところから、「ネット法」は、本文「会

長・副会長試案」に引き継がれかつ修正されたものと考えられる。 
社団法人日本経済団体連合会の複線型著作権法制の提言について、同連合会「デジタル・ネットワー

ク時代に対応する複線型著作権法制のあり方」（2009 年 1 月 20 日）。 
5)  デジタル・コンテンツ利用促進協議会（会長 中山信弘）他 3 名「デジタル・コンテンツ利用促進協議

会『会長・副会長試案』」（2009 年 1 月 9 日）http://www.dcupc.org/。 
6)  ウェブ上で行われている活動又はこれを実施する団体で、あらかじめ利用される状況に合わせていく

つかのライセンス（パブリックドメインやオープンコンテント）を提示しておいて、著作者がこのライ

センスをコンテンツとともに提供（登録）することによって著作物の創作、流通、検索の便宜をはかり、

利用（改変を含む）の促進をはかる（創設者ローレンス・レッシング（前掲注 1)）、日本代表者 2009 年

中山信弘）。無権限者が登録してライセンスを付与する場合にもウェブ上流通することになりかねないと

いう問題がある。 
7)  コンテンツ著作物に関するその他の権利、たとえば肖像権、パブリシティ権、商標権、意匠権等には

言及がない。前掲注 4)「ネット法」の提言では、これらの権利を含んでネット上の利用につき処理され

る権利とされていた。 
8)  著作者人格権の制限については言及がないが、前掲注 4)「ネット法」の提言では、フェア・ユースの

規定化によって著作者人格権に関する適切な対応が可能になるとされていたことから、「会長・副会長試

案」の著作者人格権に関する制限も同様ではないかと推測される。 
9)  前掲注 4)「ネット法」に関するものではあるが、ベルヌ条約に違反するという見解として、上原伸一

「コンテンツ流通促進に関する法的構成と国際条約の関係について」特許ニュース No.12443（2009 年 2
月） 

10)  前掲注 4)「ネット法」に関するものではあるが、ベルヌ条約に違反しないとする見解として、相澤英

孝他 2 名「デジタル・コンテンツの流通促進のための法制度の整備と国際条約上の規律－ネット法（仮

称）と国際条約との関係を中心に」L&T 41 号（2008 年）45 頁。尚、中山教授は文化審議会著作権分科

会その他においても、国際条約上の保護要件を緩やかに解して「結果の義務」の履行が肯定されるなら

ば国内法による保護要件を自由に定めることができるとする見解を示されている。今後の著作権法改正

等における条約との関係における立法のあり方として傾聴に価する見解である。 
11)  ネットワーク流通と著作権制度協議会（会長 齊藤博：元著作権法学会会長、文化審議会著作権分科会

会長）コンテンツ流通促進方策に関する分科会（分科会座長 齋藤浩貴）「コンテンツ流通促進方策に関

する提言」（2009 年 4 月 24 日）ndcf.jp/documents/ndcf_teigen002.pdf。 
12)  著作権情報センター・著作権研究所（所長 阿部浩二）は、この著作権契約法の必要性を認識して、立

法資料となるべき「現行著作権契約法コード」を公表している（2010 年 3 月）。著作権法、民事法によ

る契約法理及び現存する著作権契約実務から肯定される法理を抽出して、これを条文化して示したもの

である。 
13)  文化審議会著作権分科会報告書（2011 年 1 月）18 頁。 
14)  前掲注 4)の立法の提言は、フェア・ユース規定の導入を含むものが多い。デジタル・コンテンツ法有

識者フォーラム「ネット法の構想」は、ネット上のフェア・ユースを提言していた。 
15)  前掲注 5)デジタル・コンテンツ利用促進協議会「会長・副会長試案」。 
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16)  2009 年 6 月 24 日知的財産戦略本部決定。なお知的財産推進計画 2010 において日本版フェア・ユース

規定の決定がなされ「導入するための必要な措置を早急に講ずる。」とされていた。 
17)  前掲注 13)報告書 26 頁。 
18)  前掲注 13)報告書 46 頁。 
19)  早稲田祐美子「著作権の包括的制限規定の可能性」自由と正義 162 巻 7 号（日本弁護士連合会、2011

年 7 月）●●頁。 
20)  前掲注 13)報告書 38 頁。 
21)  前掲注 13)報告書 61 頁。 
22)  Google Books に関する現在（和解案不承認決定）までのすべての経緯と解説として以下のものがある。 
  旧和解案の解説として、 

① 松田政行＝増田雅史「Google Books Search クラスアクション和解の実務的検討（上）」及び「同

（下）」NBL905 号（2009 年 5 月）7 頁、906 号（2009 年 6 月）88 頁。 
  和解案の修正に至る経過の解説として、 

② 松田＝増田「Google Books 問題の最新動向および新和解案に関する解説（上）」NBL918 号（2009
年 12 月）38 頁。 

  新和解案の変更点に関する解説として、 
③ 松田＝増田「同（下）」NBL921 号（2010 年 1 月）50 頁。 

  和解案の不承認決定に関する解説として、 
④ 松田＝増田「Google Books 和解案の不承認決定に関する解説」NBL953 号（2011 年 5 月）46 頁。 

  著作権法上の諸問題について以下のものがある。 
⑤ 山田健太「グーグル電子図書と日本の著作権法」自由と正義 162 巻 7 号（日本弁護士連合会、2011

年 7 月）●●頁。 
23)  前掲注 22)②「解説（上）」96 頁、「おわり」に Google Books の重大性が示されている。 
24)  国会図書館は、すでに国費によって所蔵書籍のデジタル化を行っている（2009、2010 年度予算 127 億

円で約 70 万冊の入力を行った。）。 
25)  著作権法施行令 1 条の 3。概要は、国・地方自治体の図書館、大学の図書館である。 
26)  文化庁の見解と目的論的解釈について、松田政行「著作権法の実務」『平成 21 年改正著作権法の実務

解説（インターネットにおけるコンテンツの利用と著作権）』（経済産業調査会 2010 年）465 頁、特に 487
頁注 3、4 に文化庁見解が示されている。文化庁長官官房著作権課「著作権の一部を改正する法律（平成

21 年改正）について」コピライト 49 巻 585 号（2010 年）21 頁、池村聡『平成 21 年改正著作権法解説』

（勁草書房、2010 年）20 頁。 
27)  受信館において館内利用者が端末から発信館である関西館のアーカイブにアクセスして検索、閲覧を

するシステムを考察の対象としなければならない。これは「公衆に対し、直接受信させる」ものとなり、

受信館の館内利用者用端末が少数（1 台）であっても館内利用者は不特定であって公衆（2 条 5 項）であ

り、かつ各館は、同一構内に該当しないから、関西館からの送信は公衆送信に該当することになる（2
条 1 項 7 の 2）。 

  以上の見解は、判例・通説というべきである。来店する顧客が不特定多数の者であれば、各回の演奏

及び上映を直接聞き見る当該顧客が一人であっても公衆性を失うものではないという判例が形成されて

いる。カラオケ個室事件東京高判 1999.7.13 判時 1696 号 137 頁。同旨、社交ダンス教室事件名古屋高判

2004.3.4 判時 1870 号 123 頁。半田＝松田著作権法コンメンタール第 1 巻 362 頁。自動公衆送信の公衆に

ついて同旨、注 31)最判 2011.1.18。 
28)  31 条 2 項の導入の趣旨が、国会図書館内利用に関する制限規定としての限定された機能に止まるもの

ではないことは誰の目にも明らかであろう。著作者、出版社の利益を守り、その意思によって、さらに

電磁的記録となった書籍の利用を発展させようとする考えが生じている。その一つの提案として国会図

書館長尾真館長の構想がある。電磁的記録を国会図書館（すべての館を含む）と公共図書館に送信して、

検索・閲覧・コピーサービスの拡大を計る構想である。電子的記録の商用サービスとして国民に提供す

る（有料）という考えもある。この構想を実現するためには、著作者、出版社による権利処理等が求め

られる。 
29)  総務省「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」報告の公表

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_02000034.html。 
  「経済産業省平成 21 年度コンテンツ取引環境整備事業（デジタルコンテンツ取引に関するビジネスモ

デル構築事業）報告書」http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2010fy01/E001134.pdf。 
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」設置（2010 年 11 月）。 

  2009 年 11 月、日本書籍検索制度提言協議会設立。構成は、社団法人日本文藝家協会理事長・坂上弘、

副理事長・三田誠広、社団法人日本書籍出版協会理事長・小峰紀雄、副理事長・金原優、弁護士・松田
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政行、弁護士・齋藤浩貴（森・濱田松本法律事務所所属）、国会図書館館長・長尾真（相談役）。 

30) 前掲注 29)文化庁の検討会議において、絶版書籍に関する電子流通を許容する制限規定を設け、これに

対するオプト・アウトを許容するという方法が検討されている。 
31)  最判（第三小）2011.1.18 判時 2103 号 124 頁。 
  控訴審判決破棄、差戻し。 
32)  最判（第一小）2011.1.20 判時 2103 号 128 頁。 
  控訴審判決破棄、差戻し。 
33)  法廷意見は、放送番組入力をもって管理支配性を肯定したことになる。管理支配性とこれから利益を

得ること（得利性）の 2 つの要素は、いわゆる「カラオケ法理」として多くの判例において示されてき

たところであるが、これに対し金築誠志判事は補足意見において、2 要素が必ずしも必要なものではな

く、物理的、自然的に観察するのではなく、社会的、経済的側面をも含めた総合的観察を行わなければ

ならないことを示している（原判決は総合的視点を欠いている。）。また、「カラオケ法理」は、この総合

判断の多くの場合重要な要素を示したにすぎないものであって、固定的な要件を持つ独自の法理と考え

るべきでないことを示している。 
34)  最高裁が、管理支配性を社会的、経済的側面を含めて総合判断するというところには、本文Ⅵ１で示

した単一サーバに放送番組を蓄積して自動公衆送信をした当初のサービス提供者による侵害形態と、「ま

ねき TV」、「ロクラクⅡ」による侵害形態が放送事業者の損害の点で同じであって、サービス提供者の業

務目的もまた同一であることが考察の要因としてあったのではなかろうか。 
  また、各放送事業者は、可能な限りにおいて放送番組のインターネット送信サービスを拡大しており、

この障害であった実演家との権利処理問題についても両団体間協議・協定（前述Ⅱ５の一般社団法人映

像コンテンツ権利処理機構（aRma）設立による民放連・NHK との協議・協定）によって解決するに至

ったこと、そのことによって各種サービス提供者の業務の目的（海外居住者による日本番組の視聴の確

保）が消滅しつつあることも考察の要因としたのであろう。 
  最高裁は、インターネット社会における日本の社会的・経済的状況を踏まえていると言いうるのか、

仮にこの状況があるとしてさらにインターネット社会の強化に進むべきであったと言いうるのか、とい

う議論が残るかも知れない。しかし、かかる状況の存在は、著作権法のパラダイムを転換するために必

要な状況であることを含めて、消極に解されたというべきである。 
35)  最高裁のこの基本的立場は、10 年前の「ときめきメモリアル事件」（前掲注 2））から今般の「まねき

TV 事件」、「ロクラクⅡ事件」に共通なのかも知れない。この立場を批判するであろうデジタル・コンテ

ンツ利用促進協議会等は、だからこそ、立法が必要だという提言につながることになるであろうか。し

かし、最高裁は、立法によらなければ現行法の固定的解釈を変更できないとういう苦渋の判断をしたの

ではない。立法を促す論旨もない。著作権秩序のパラダイムの変換を求め立法によるべきという訴訟外

の提言は自由に行えばよい。問題は日本だけなぜパラダイムの変換が求められるのかを論証しなければ

ならないのではなかろうか。 
36)  その 1 例として、近時の裁判例として大きなものは、「私的録画補償金請求事件」東京地判 2010.12.27
である。本件では、著作権法に定めた補償金制度に基づく請求がいかなる法的性質を有するかを決めな

ければならない。この底流には、本稿で見た著作権法の 2 つの潮流の対立がある。これこそ最高裁判所

の判断するところによるべき事案である。 


