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1．AI イラスト生成サービスのベータ版のリリースと全面機能停止〔堺 有光子〕

2．内閣官房「フリーランスに係る取引適性化のための法制度の方向性」に対する

パブリック・コメントの募集実施〔古市 啓〕 

3．文化観光推進法に基づく 3件の拠点計画が新たに認定〔城戸 賢仁〕 

4．高松地裁、いわゆる香川県ゲーム条例について合憲判決〔緒方 航〕

――――――――――  Column  ―――――――――― 

“文化芸術の中にある法を訪ねて (2)” 

「ボアソナードの鐘」〔奥田 隆文〕 

MHM Culture & Arts Journal では、今月も、文化芸術活動に関連する様々なリーガル

ニュース、裁判例、コラム等を皆さまのもとにお届けします。文化芸術活動に関心や接

点を有する皆さまの気付きやアイデアの端緒・きっかけとなれば幸いに存じます。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ Lawyer’s Pick  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1．AIイラスト生成サービスのベータ版のリリースと全面機能停止

本年 8 月、AI イラスト生成サービス（利用者が、ある特定の著作者のイラストを

複数枚 AI に学習させることで、AI が当該著作者の個性の反映されたイラストを生成

するサービス）を公開した運営会社が、ベータ版をリリースした翌日に、不正利用を

防ぐ仕組みが不十分であることを理由に、全機能を停止しました。 

その後、今月 14日には、当該運営会社により、著作権を保持していないイラスト

を著作権者の許諾なくアップロードする行為等の不正利用対策を強化したベータ版

2.0の 10月中の公開を目指す旨が発表されています。ベータ版 2.0がどのような仕様

となるか、そしてそれにより AI イラスト生成サービスの課題が解消されて利用が進

展することとなるかが注目されます。 

森・濱田松本法律事務所 文化芸術 PG 
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もう一歩進んで AIソフトウェアを利用したサービスと著作権法 

近時、AI ソフトウェアを利用したサービスの増加は顕著といえますが、そもそ

もコンテンツを自動生成する AIソフトウェアにより生成された AI創作物と著作権

法とはどのような関係があるのでしょうか。 

まず、AIソフトウェアの生成・開発に必要な著作物の利用行為（「多数の著作物

その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る

情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うこと」）については、著作権法 30条

の 4 第 2 号により、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」を除き、必

要と認められる限度において許されています。すなわち、いわゆる「AIに情報を食

べさせる」行為は、著作権法上、原則として認められているものです。 

次に、冒頭の事案のような AI イラスト生成サービスを利用して、実際にイラス

トが生成された場合、当該イラストの著作者は誰になるのでしょうか。この点、ま

ず、AIを利用した生成物の著作物性について、コンピュータ・システムを利用して

創作したコンピュータ創作物に係る従来の議論が参考になります。日本では、従来、

コンピュータ創作物について、①人間による「創作意図」と②創作過程において具

体的な結果を得るための「創作的寄与」があれば、人間が、コンピュータを道具と

して創作したものとして、著作物性が肯定されるとされていました（1993 年 11月

文化庁「著作権審議会第 9小委員会（コンピュータ創作物関係）報告書」）。そして、

同報告書では、著作物性の認められたコンピュータ創作物の著作者は、当該創作物

の作成に創作的に寄与した者であるとして、コンピュータ・システムの使用者であ

ると考えられるとされています。 

AI イラスト生成サービスを利用して生成されるイラストについても、同報告書

における議論を参照すれば、まず、著作物性は、①当該サービスの利用者が「創作

意図」をもって、②具体的な出力結果（イラスト）を生成させるための「創作的寄

与」を行っていれば、認められることとなります。そして、この点について議論さ

れた「新たな情報財検討委員会報告書（2017 年 3 月、知的財産戦略本部 検証・

評価・規格委員会 新たな情報財検討委員会）」においては、②の「創作的寄与」

について、サービス利用者によるパラメータの設定行為だけでは「創作的寄与」に

該当しない旨の指摘が記載されていますが、当時は、AI 創作物の著作物性と「創作

的寄与」の関係については、「具体的な事例が多くない状況で」「具体的な方向性を

決めることは難しい」として、引き続き検討するものとされました。冒頭の事案に

おいては、AI サービス利用者として想定されているイラストレーターの描いた 30

枚程度のイラストを基に、当該サービスを利用して、当該イラストレーターの絵の

個性を反映したイラストが生成されるとされているようです。このような AI サー

ビスの利用者の行為について、「創作的寄与」が認められるか否かは、当該行為に

創意工夫が認められるか否かを個別具体的に判断していくこととならざるを得ま

せんが、サービス利用者が自らの創作意図に基づき著作物数十枚を選択した上で、

それを AI に学習させて AI 創作物を生成させるという場合であれば、当該 AI 創作
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物の生成について、「創作的寄与」があったものと認められる余地もあるように思

われます。その場合には、生成された AI 創作物の著作者は、当該サービスの利用

者であるといえるでしょう。 

但し、当該サービスの利用者が AI 創作物の著作者であるという考え方に立った

場合でも、自分の書いたイラストを AI に学習させて自分のイラストに類似した AI

創造物を生成するのではなく、例えば、仮に、当該サービスの利用者が第三者のイ

ラストを無断で AIに学習させて当該第三者のイラストと類似した AI創作物を生成

したような場合には、生成された AI 創作物と当該第三者のイラストの類似性の程

度にもよりますが、当該第三者との関係では、著作権者の複製権（著作権法 21条）

又は翻案権（著作権法 27 条）を侵害するものにもなり得ると考えられます。この

ような場合には、翻ってみれば、「創作的寄与」があったとは認められず、AI 創作

物の著作者ではないという判断になるかもしれません（なお、AI創作物が第三者の

イラストの複製物にすぎない場合には、そもそも当該サービスの利用者がその著作

者となることはあり得ません。）。 

なお、別の考え方として、AI サービスを利用した結果として当該サービス利用

者が著作権者から侵害を訴えられるというリスクが生じることは避けるべきであ

るという発想もあり得ると思われます。このような発想の下では、サービス運営事

業者の関与の度合いやサービスの仕組みにもよりますが、サービス運営事業者が当

該サービス生成時に不当な著作権侵害を許容しないシステムを構築可能である点

を考慮して、AI サービスにより生成された AI 創作物の著作者はサービス運営事業

者とみるべきとの考え方もあり得ます。 

AI 創作物と著作権法に関しては、本レターで検討した論点のほか、AI 学習済み

モデルから出力された創作物による著作権侵害の成否（AI創作物の創作過程におけ

る依拠性の捉え方）等、様々な論点が残っています。2016年 4月に公表された「次

世代知財システム検討委員会報告書」においても、AIサービスの詳細な創作過程は

解明困難であることから、AI創作物が特定の著作物に「依拠」して生成されたこと

を立証することにハードルがあり得る（すなわち、AI創作物による著作権侵害の立

証は困難である）旨議論されています。今後、AIソフトウェアを利用したサービス

は益々増加するものと思われますが、当該サービスに利用される AI 学習モデルの

作成者、学習用データの著作者、当該サービスの利用者のそれぞれに対し、適切な

権利行使を認めつつ、過大な注意義務等を課すことのないようなバランスのとれた

立法・解釈が望まれます。 

（堺 有光子） 

 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17693.html
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2．内閣官房「フリーランスに係る取引適性化のための法制度の方向性」

に対するパブリック・コメントの募集実施 

 

内閣官房・新しい資本主義実現本部事務局は、「フリーランスに係る取引適正化の

ための法制度の方向性」と題する文書1（以下「本パブコメ対象文書」といいます。）

に関して、2022 年 9月 13日から同月 27日までの間、パブリック・コメントの募集

を実施しました2。もともと 2022年 6月に閣議決定された「新しい資本主義のグラン

ドデザイン及び実行計画」3において「フリーランスは、下請代金支払遅延等防止法

といった旧来の中小企業法制では対象とならない方が多く、相談体制の充実を図ると

ともに、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出する。」4と示

されており、本パブコメ対象文書は、フリーランス5との取引適性化に関する新しい

法制度の方向性を定めるものとなります。 

本パブコメ対象文書によれば、フリーランスとの取引適性化、及び個人がフリーラ

ンスとして安定的に働くことができる環境整備を目的として、新しい法制度の下で、

事業者がフリーランスに業務委託する際の遵守事項として以下の事項を定めるもの

としています。 

 

フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性 

項目 概要 

業務委託の開始・

終了に関する義務 

① 業務委託の際の、所定事項（業務委託内容・報酬額・契約期間・終

了事由・中途解除費用等）を記載した書面の交付等 

② 一定期間以上の継続契約の中途解約・不更新の際の 30 日前までの

事前予告、及びフリーランスからの求めに応じた契約終了理由の明

示 

業務委託の募集に

関する義務 

① 募集の際の的確表示（正確・最新で虚偽・誤解の生じない表示） 

② 募集に応じた者への条件明示、募集内容と契約内容が異なる場合の

説明義務 

報酬の支払に関す

る義務 
・ 役務等の提供を受けた日から 60日以内の報酬支払義務 

フリーランスと取

引を行う事業者の

禁止行為 

・ 下記 a から e までの行為の禁止と、f・g の行為によるフリーランス

の利益の不当な侵害の禁止 

a. フリーランスに帰責事由のない受領拒否 

b. フリーランスに帰責事由のない報酬減額 

 
1 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000241038 
2 当該パブリック・コメントについては、https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAM

E=PCMMSTDETAIL&id=060830508&Mode=0をご参照ください。 
3 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdf 
4 現行の下請代金支払遅延等防止法（いわゆる「下請法」を指します。）では、発注をする事業者の資本

金が 1,000万円以下の場合には適用がないものとされている（下請法 2条 8項参照）。 
5 フリーランスとは、本パブコメ対象文書によれば、「他人を使用する事業者の業務委託の相手方である

事業者で、他人を使用していない者」とされている。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000241038
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060830508&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060830508&Mode=0
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2022.pdf
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c. フリーランスに帰責事由のない返品 

d. 通常相場に比べて著しく低い報酬額の不当な設定 

e. 事業者指定の物の購入・役務の利用の正当事由のない強制 

f. 事業者のために金銭・役務等の経済上の利益を提供させること 

g. フリーランスに帰責事由のない給付内容変更・やり直し 

就業環境の整備と

して事業者が取り

組むべき事項 

① ハラスメント対策のための必要な体制整備その他の必要な措置実施 

② 出産・育児・介護との両立への配慮（就業条件の交渉・内容等への

必要な配慮） 

 

本パブコメ対象文書のパブリック・コメントの募集期間は終了していますが、報道

によれば、2022 年秋の臨時国会に新法案を提出することを目指しているとのことで

す。国内に 462 万人（2020 年時点）6いると言われるフリーランス（及びそれと取引

をする事業者）にも大きな影響を与えることから、パブリック・コメントの成案が注

目されます。 

（古市 啓） 

 

 

3．文化観光推進法に基づく 3件の拠点計画が新たに認定 

 

2020年 5月 1日に施行された「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化

観光の推進に関する法律」（以下「法」といいます。）は、文化観光拠点施設を中核と

した地域における文化観光を推進するため、主務大臣が定める基本方針に基づく拠点

計画及び地域計画の認定や、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置

（法 8条～10条・16条・17 条）7及び国・地方公共団体の援助等（法 18条～21条） 8

について規定しています。そして、文化庁は、毎年度、法に基づく支援事業を実施し、

補助金の交付を行っています。 

法の施行後、令和 3 年度までに 41 件の計画9が認定を受けていましたが、令和 4

年 9月 6日、「栃木県立博物館文化観光拠点計画」、「大本山永平寺拠点計画」及び「大

阪市立美術館 文化観光拠点計画 2022—2026」が新たに認定を受けました1011。 

 
6 内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」（2020年 5月） 

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/report.pdf） 
7 例えば、共通乗車船券（＝2 以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証

票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービス

の提供を受けることができるもの）の発行について記載された計画が認定された場合には、あらかじめ、

共通乗車船券を発行する旨を国土交通大臣に届け出ることができ、当該届出を行った場合には、鉄道法

等に基づく届出が免除されます（法 8条）。 
8 例えば、国、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機

構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を

文化観光拠点施設において公開の用に供するため出品するよう当該文化観光拠点施設の設置者から求め

があった場合には、これに協力するよう努めなければなりません（法 19条）。 
9 例えば、「大原美術館を中核とした倉敷美観地区の文化・観光推進拠点計画」等。 
10 https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93759901.html 
11 これにより、法に基づく認定を受けている計画は、計 44件（うち拠点計画 28件、地域計画 16件）

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/14294.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/report.pdf
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93759901.html
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近時、文化庁は、令和 3 年 11 月 15 日に「文化庁文化観光 note」を開設する等、

文化観光の推進を図っており、文化観光の推進が、日本各地の文化の継承に繋がるこ

とが期待されます12。 

（城戸 賢仁） 

 

 

4．高松地裁、いわゆる香川県ゲーム条例について合憲判決 

 

高松地裁は、2022 年 8 月 30 日、香川県議会が制定した香川県ネット・ゲーム依

存症対策条例（以下「本件条例」といいます。）が憲法等に違反するとして争われた

事件について、本件条例は憲法に違反しない旨の判決を下しました。 

高松地裁は、本件条例の立法目的の正当性及び目的と手段との間の実質的関連性に

ついて、①「インターネットないしオンラインゲームの過度の使用により、その健康

上・社会生活上生じる様々な弊害・支障、取り分け青少年において生じる生育上の危

険性につき、これを予防すべき社会的要請については、一定の根拠に基づき認めるこ

とができる」ことや、本件条例が、あくまでも「1日当たりの利用時間の上限の目安

を示し、目安を参考に自ら話し合いの上で定めたルールを遵守させるよう努めるとい

う努力を求めるものにすぎず、もとより時間制限というものではないと解される」こ

とを指摘して、本件条例において採用された手段が、ゲームの依存症等に関する医学

的な知見・諸見解に沿うものであるとして立法目的の正当性を肯定し、②「本件条例

で採用された保護者に子との話し合いを持つよう定めた立法の手段は、ネットゲーム

依存症の状態に陥らないよう予防するためとの立法目的との間に実質的に関連性を

有するものといえる」として目的と手段との間の実質的関連性についても肯定しまし

た。その他、原告の憲法違反の主張は多岐にわたりますが、いずれについても理由が

ないとして、原告の請求を棄却しました。 

本件は報道等でも広く知られた事件であり、インターネット、オンラインゲーム、

スマートフォンといった現代の生活に不可欠とも言い得るツールについて、（特に若

年者に対して）そのもたらし得る悪影響や、それに対して国・地方公共団体がどの程

度介入すべきかなど社会的には一定の問題提起を孕むものではありますが、本件条例

があくまでもこれらの利用時間について強制的な制限等を定めるものではなく、利用

時間の抑制に関する一定の努力目標を示すものに過ぎないことを踏まえると、憲法論

としては穏当な結論と思われます。 

（緒方 航） 

 

 
となりました。 
12 https://cultural-tourism-gov.note.jp/ 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95239.html
https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17526.html
https://cultural-tourism-gov.note.jp/
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  Column  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

“文化芸術の中にある法を訪ねて (2)” 

「ボアソナードの鐘」 

 

ＪＲ山手線の目白駅の前を通り、江戸川橋方面に向かって、目白や関口の高台を

走る目白通りの界隈は、街歩きにお奨めのポイントです。周辺には大学などの文教

施設に加えて、緑の多い閑静な住宅街が拡がっており、四季折々に装いを異にする

街路樹や付近の建物を眺めながらの散策は心が癒されますし、台地南方の坂下に流

れる神田川に沿って細長く続いている江戸川公園は都内でも有数の桜の名所と

なっています。 

この目白通りが江戸川橋方面に向かって坂を下り始める少し手前には、南側にホ

テル椿山荘の広大な敷地が拡がり、通りを挟んだ北側には教会の大聖堂がそびえて

います。現在ホテルになっている土地は、伊藤博文と並ぶ明治の元勲として権勢を

振い、総理大臣や枢密院議長などを歴任した山縣有朋が、1878 年（明治 11 年）に

取得して邸宅と庭園を整備し、付近に群生していた椿に因んで椿山荘と名付けまし

た。関口台地の起伏を生かした庭園は変化に富み、また、遠く早稲田方面まで一望

できる見事なロケイションにあり、当時から名園の呼び声も高く、山縣の存命中に

は、政財界の重鎮が集う重要な会議も度々開かれたと伝えられています。 

椿山荘の向かいに建つ大聖堂は、正式には東京カテドラル関口教会聖マリア大聖

堂といい、昭和の日本を代表する建築家であり、文化勲章も受賞した丹下健三の設

計によるものです。前の東京オリンピックが開催された 1964 年（昭和 39 年）に完

成したこの大聖堂を上空から眺めると、頂部が十字架を形作るように設計されてお

り、内部には荘厳な雰囲気の祈りの空間が拡がっています。 

ところで、この教会の敷地には、「ジョセフィーヌの鐘」と呼ばれる釣鐘がひっ

そりと置かれています。ご承知のとおり、江戸時代の日本はキリスト教の信仰が禁

止されていましたので、信者にとっては長い長い苦難の時代が続きました。その信

仰がようやく許されるようになって間もない 1877 年（明治 10 年）、二つの鐘がフ

ランスから海を渡ってきました。それぞれ「アドレード・ジョセフィーヌ」と「ジャ

ンヌ・ルイーズ」と名付けられたこの鐘を取り寄せたのが、日本の近代法の父と呼

ばれ、明治政府の法律顧問として日本の法制度の近代化に多大の功績を遺したギュ

スターヴ・エミール・ボアソナードとその妻であるアンリエット夫人です。当初は

どちらの鐘も築地の教会に寄贈されたようですが、1920 年（大正 9 年）に「ジョセ

フィーヌ」の方だけが関口の教会に移され、今日に至っています。 

ボアソナードは、明治政府の懇請を受け、将来を約束されたパリ大学での教育研

究生活を中断してフランスを離れ、来日してから足掛け 23 年にもわたり日本の法

制度の整備に心血を注ぎます。その業績はまさに日本の近代法の父の名にふさわし
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いものでしたし、その集大成となるはずのボアソナード民法とも称される民法典は

1893 年（明治 26 年）の施行を待つばかりという段階に進んでいました。ところが、

この施行間近の時期になって、後に民法典論争と呼ばれることになる国民的な大論

争が巻き起こります。そして、日本古来の家父長制的家族制度を醇風美俗として賞

賛し、近代的家族法原理の導入に異を唱える穂積八束の「民法出デテ忠孝亡ブ」と

いう有名な論文が発表されるに至って、施行延期論が一挙に勢いを増すことになり

ました。その後、明治政府はそれまでの方針を転換し、ボアソナードが手掛けた民

法典の施行も棚上げになり、さらに 1898 年（明治 31 年）には、ドイツ法系に範を

求めた民法が施行される事態になりました。この方針転換を政府部内で推進した中

心人物の一人が前述した山縣有朋です。これにより当時の日本が目指す国のかたち

もドイツ（プロイセン）型の立憲君主国ということになりましたが、もしボアソナー

ドの意見を取り入れた近代的な法制度の導入が実現していれば、その後の日本の歩

みはまた違うものになった可能性もあるように思われます。 

ボアソナードは、1895 年（明治 28 年）、失意のうちに日本を離れてフランスに帰

国し、1910 年（明治 43 年）、85 年の生涯を終えました。一方，山縣は「ジョセフィー

ヌ」が関口教会に移されて 2 年後の 1922 年（大正 11年）に亡くなりました。ボア

ソナードがフランスから取り寄せたこの鐘は、目白通りを越えて椿山荘の庭にどの

ような響きを届けていたのかと思いを巡らせてみますと、歴史の偶然とはいえ真に

興趣の尽きないものを感じさせられます。 

（奥田 隆文） 

 

 

【編集後記】 

 AIサービスと著作権法との関係（Lawyer’s Pick 1）やフリーランスに係る取引の適正

化（同 2）は、今後も議論・動向を注視していく必要がある重要なトピックですので、

適時に情報をアップデートさせていただく予定です。続報をご期待ください。 

 椿山荘の庭園は、これから冬にかけて、その名の由来となった椿が見頃となります。

日本の民法と深い関係を有するボアソナードと山縣有朋との不思議な縁に思いを馳せ

て散策すると、また違った風景も見えてくるかもしれません。 

 森・濱田松本法律事務所文化芸術 PGでは、皆さまのご意見等をお待ちしております。

CULTURE & ARTS BULLETIN / MHM Culture & Arts Journalへの掲載内容へのご質問

のほか、誌面への感想、取り上げてもらいたいテーマ等のご要望も大歓迎です。今後

ともよろしくお願いいたします。 

（編集担当：小田 大輔、城戸 賢仁） 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17413.html
https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/587.html
https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95239.html

