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11 日本の著作権制限規定の特日本の著作権制限規定の特1. 1. 日本の著作権制限規定の特日本の著作権制限規定の特
徴徴



著作権 条 条• 著作権法30条～50条
⇒ 個別の制限規定による対処

• 著作権を制限する一般的条項を欠く
本版 導 が検討中日本版フェア・ユースの導入が検討中

• 日本の著作権法で多少なりとも般的な制
限規定
① 私的複製 条① 私的複製 30条
② 引用 32条1項



• cf アメリカ合衆国のフェア・ユースの法理cf  アメリカ合衆国のフ ア スの法理

• アメリカ合衆国著作権法107条
＝ 考慮要素を列挙(限定列挙ではない)＝ 考慮要素を列挙(限定列挙ではない)

① 利用 目的と性質• ① 利用の目的と性質

• ② 利用された著作物の性質

• ③ 利用された著作物全体に占める
利用された部分の量と実質的な価値利用された部分の量と実質的な価値

• ④ 利用された著作物の潜在的な市場や
価値に与える利用の影響価値に与える利用の影響



22 一般的な法理による補完に関一般的な法理による補完に関2. 2. 般的な法理による補完に関般的な法理による補完に関
する裁判例の動向する裁判例の動向



11)) 著作物性著作物性

創作性

著作権法2条1項1号

要件①「思想又は感情の創作的な表現」

⇒ (主観的に)他と異なれば十分とされる⇒ (主観的に)他と異なれば十分とされる
幼児の描いた絵画でも著作物として保護される

むしろ 問題となるのはアイディアと表現の区別むしろ、問題となるのはアイディアと表現の区別



イデ と表現 区別アイディアと表現の区別

後発者の創作活動の自由を保護するために、

アイディアは保護せず 創作的表現のみを保護するアイディアは保護せず、創作的表現のみを保護する

⇒ そのアイディアを表現する選択肢が限られている場合、
著作物性が否定される著作物性が否定される

東京地判平成7.12.18知裁集27巻4号787頁［ラストメッセージin最終
号］



東京地判平成13.1.23判時1756号139頁[ふぃーるどわーく多摩]

「国立駅 ＪＲ中央線の駅。谷保天神、本宿町へ行くバスが出る。東
京駅から快速四三分、各駅停車五〇分。新宿駅から快速三〇分、京駅から快速四 分、各駅停車 〇分。新宿駅から快速 〇分、
各駅停車三一分。三鷹駅から快速・各駅停車一三分。立川駅から
快速・各駅停車二分。特別快速は停まらない。」
⇒ 著作物性否定⇒ 著作物性否定

「鶴川駅 小田急小田原線の駅。小野路の小島資料館へ向かうバ
が出る 心 バ 停は 改札を出た左手 先 と だけぽスが出る。肝心のバス停は、改札を出た左手の先にひとつだけぽ

つんとある。改札から右へ進んだバスターミナルは無関係なので注
意しよう。新宿より準急三二分、各駅停車四一分。特急は通過する意 よう。新宿より準急 分、各駅停車 分。特急 通過する
ので新百合が丘で準急か各駅停車に乗換え。」
⇒ 著作物性肯定 (ただし、「新宿より」以下の部分を除く) 
← これは勇み足←   これは勇み足



文化 範囲文化の範囲

要件②「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」

「日常的な会話 は著作物たりうるか?「日常的な会話」は著作物たりうるか?

東京地判平成9.12.22 判時1637号66頁 [PC-VAN OLT名誉毀損] [ ]

－ID不正使用疑惑に関し、渦中の本人と過去に交わしたパソコン

通信の会話を抜粋して電子掲示板に掲示した行為が 著作権侵害通信の会話を抜粋して電子掲示板に掲示した行為が、著作権侵害
に該当するか否かということが争われたという事案で、日常会話と
異ならず、文芸，学術の範囲に属しないとして著作物性を否定－

⇒ 主流ではない



東京地判平成10.10.29知裁集30巻4号813頁[SMAP大研究]
東京高判平成11.5.26平成10(ネ)5223[同2審]( ) [ ]
－ｲﾝﾀｳﾞｭｰの応答に著作物性を認めた－

東京地判平成14.4.15判時1792号129頁[世界極上ホテル術]
東京高判平成14 10 29平成14(ネ)2887他[同2審]東京高判平成14.10.29平成14(ネ)2887他[同2審]
－電子掲示板「ホテルジャンキーズ」への投稿につき著作物性を肯
定



著作物性に関する二つの潮流著作物性に関する二つの潮流
と最近の変革

二つの潮流 (論理必然的ではない)

difficult to copyright easy to infringedifficult to copyright, easy to infringe
自然権論に多い

easy to copyright, difficult to infringe
インセンティヴ論に多い?

伝統的に裁判例は後者

しかし、一部にdifficult to copyright, difficult to infringeへ
の転換の動きがある



easy to copyright, difficult to infringey py g , g

東京地判平成13.5.30判時1752号141頁[交通安全スローガン]

「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」について創作性を肯定
しつつ、類似性を否定

cf. 東京高判平成13.10.30判時1773号127頁[交通安全スローガン
二審] かりに創作性があるとしても「ママの胸より チャイルドシー審] 創 あ 胸
ト」とは類似しないと判断



difficult to copyright, difficult to infringeに転換?

東京地判平成16.3.24判時1857号108頁[ライントピックス]
－オンライン上のニュースの見出しに依拠した見出しが被告サイトオンライン上のニュ スの見出しに依拠した見出しが被告サイト
に掲載されたという事案で創作性を否定－
ex.「マナー知らず大学教授，マナー本海賊版作り販売」

「Ａ Ｂさん 赤倉温泉でアツアツの足湯体験」「Ａ・Ｂさん，赤倉温泉でアツアツの足湯体験」

cf.知財高判平成17.10.6平成17(ワ)10049[ライントピックス2審]
同じく著作物性を否定しつつ、一般不法行為該当性を肯定

知財高判平成20.7.17判時2011号137頁[ライブドア傍聴記]
－長文の傍聴記について創作性を否定－



写真の取扱い

東京地判 成 知裁集 巻 号 頁［版 事典］東京地判平成10.11.30知裁集30巻4号956頁［版画事典］
－著作物性否定－
知財高判平成18.3.29平成17(ネ)10094[スメルゲット2審] 知財高判平成 平成 (ネ) [ ゲッ 審]
－著作物性肯定。著作作物性の判断に際し、どのような撮影技法が
用いられたかという写真自体からは分からないことの斟酌を否定－

陰影,露光等,撮影の仕方に創作性を認める ⇒ easy to copyright,   
被写体の共通性はアイディア、侵害にならない ⇒ difficult to infringe

Ｅｘ．東京地判平成11.12.15判時1699号145頁[みずみずしいすいか] 
－類似性否定－類 否定

しかし、東京高判平成13.6.25判時1765号96頁[同二審] －類似性肯
定
いずれにせよ 構図までもがデッドコピーされれば侵害にいずれにせよ、構図までもがデッドコピ されれば侵害に
東京地判平成20.3.13平成19(ワ)1126[八坂神社祇園祭ポスター]



22)) 類似性類似性

類似性＝創作的表現の共通性

最判平成13 6 28民集55巻4号837頁［江差追分］最判平成13.6.28民集55巻4号837頁［江差追分］

両著作物の共通部分が，アイディアに過ぎない場合か，創作的な
表現ではない場合には 創作的な表現を利用したわけではないか表現ではない場合には，創作的な表現を利用したわけではないか
ら，著作権侵害とはならない旨を明らかにした

∴ 共通部分がアイディアに止まる ⇒ 非侵害
共通部分が権利者が創作したところではない ⇒ 非侵害



表現の選択の自由度と保護範囲は相関する表現 選択 自由度 保護範囲 相関する
∵ アイディアの独占を否定するため

大阪地判昭和54 9 25判タ397号152頁［発光ダイオード論文］大阪地判昭和54.9.25判タ397号152頁［発光ダイオード論文］
理系の論文 侵害否定

注意 学説 先後は著作権侵害には影響しな が原則注意) 学説の先後は著作権侵害には影響しないのが原則
⇒ 学界での淘汰に委ねるべき

もっとも名誉棄損はありうる誉棄損 あ う

東京地判昭和55.6.23最新著作権関係判例集Ⅲ28頁［エース列
伝］ 伝記 侵害否定伝］ 伝記 侵害否定

ただし、ここまで似る必要がないという場合には侵害となる

東京地判昭和 無体集 巻 号 頁［ 照権］東京地判昭和53.6.21無体集10巻1号287頁［日照権］
法律の解説書 侵害肯定



文章以外の著作物の類似性文章以外 著作物 類似性

東京地判平成11.10.27判時1701号152 頁 [雪月花]
書の特殊性を利用して類似性を否定書の特殊性を利用して類似性を否定

ただし，射程は限定される

東京地判平成6.4.25判時1509号130頁［日本の城の基礎知識］
絵画の類似性の肯定例絵 類 肯定

⇒ 絵画や写真は、書と異なり、構図自体に著作物性が認められ
やすいやすい

∴ 構図が看て取れる限り、類似性は肯定される



3. 3. 個別の制限規定による対処個別の制限規定による対処



11)) 屋外の美術の自由利用屋外の美術の自由利用

著作権法46条

美術の著作物でその原作品が 公衆に開放されているか公衆の美術の著作物でその原作品が、公衆に開放されているか公衆の
見やすい屋外の場所に恒常的に設置されているもの，

または，
建築の著作物は建築の著作物は,

著作権者の許諾を要することなく，利用することができる

原作品の恒常的設置 or  建築の著作物 に限定

もっとも 東京地判平成13 7 25 判時1758号1376頁 [はたらくじどうもっとも、東京地判平成13.7.25 判時1758号1376頁 [はたらくじどう
しゃ] －市バスに描かれた絵が著作者に無断で絵に利用された
事例で恒常的に設置されているものに描かれているとした事例－
⇒ 写り込みに対処するための拡張解釈⇒ 写り込みに対処するための拡張解釈



22)) 時事の事件の報道時事の事件の報道

著作権法41条

写真，映画，放送その他の方法によって時事の事件を報道する場
合には，

当該事件を構成する著作物（ex.名画盗難事件を報道する際の名
画 著作権侵害事件の報道の際の被侵害著作物と侵害著作物）画，著作権侵害事件の報道の際の被侵害著作物と侵害著作物）,

当該事件の過程において見聞される著作物（ex.訪日した大統領

が展覧会を観覧したことを報道する際の絵画 パレ ドのあ たこが展覧会を観覧したことを報道する際の絵画，パレードのあったこ
とを報道する際の音楽やキャラクター）

の複製，利用には，著作権者の許諾を要しない



大阪地判平成5.3.23判時1464号139頁［山口組五代目継承式］大阪地判平成 判時 号 頁［山 組 代目継承式］

平成元年7月20日に行われた山口組5代目組長継承式の模様を
撮影したビデオ（全体で1時間27分）を 平成元年10月4日に大阪撮影したビデオ（全体で1時間27分）を，平成元年10月4日に大阪

府警警察本部が山口組系の暴力団の一斉摘発を行った当日にそ
の報道とともにテレビのニュース番組で放送したという行為（関連

放送時間 分間中 分十数秒にわた 放映 ただしニュースの放送時間7分間中，4分十数秒にわたって放映，ただし

ビデオ放映中も音声でキャスターらのコメントを被せている）につ
いて，時事の事件として報道するに伴った利用であると認めて，41， 事 事件 報 す あ 認 ，
条該当性を肯定

⇒ やや無理な拡張解釈⇒ やや無理な拡張解釈



東京地判平成10.2.20知裁集30巻1号33頁［バーンズ・コレクショ東京地判平成 知裁集 巻 号 頁［ ン クシ
ン］）

－展覧会が開催されることを報じる記事中で出品予定の絵画を掲
載することは41条に該当するが その後 前売り券の販売開始を載することは41条に該当するが，その後，前売り券の販売開始を

告げ，販売場所等を記載した告知文中に絵画を掲載することは，
主催者からの挨拶文，宣伝記事でしかなく，時事の事件の報道に
は当たらな とするは当たらないとする－

東京地判平成13.11.8平成12(ワ)2023[いちげんさん]東京 ( ) [ ]
－映画のなかの女優のヌードシーンを掲載する週刊誌の写真記
事につき、読者の性的好奇心を刺激して購買意欲をかきたてる意
図で記述されており 本件映画においてＡがヌードになっていると図で記述されており、本件映画においてＡがヌードになっていると
いうことは時事の事件の報道に該当しないと帰結－



4. 4. 引用法理の動向引用法理の動向



11)) 引用引用

著作権法32条1項

公表された著作物は、引用して利用することができる。

この場合において、その引用は、

公正な慣行に合致するものであり、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、

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

注意) 公表された著作物であることが必要
出所明示が必要
著作者人格権(ex.同一性保持権等)を侵害してはならない



22)) 伝統的な引用法理伝統的な引用法理

最判昭和55 3 28 民集34巻3 号244 頁［パ デ 第1 次上告審]最判昭和55.3.28 民集34巻3 号244 頁［パロディ第1 次上告審]
登山写真家の撮影した写真がパロディに用いられた事例

「引用とは，紹介，参照，論評その他の目的で自己の著作物中に
他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが
相当であるから 右引用にあたるというためには 引用を含む著作相当であるから，右引用にあたるというためには，引用を含む著作
物の表現形式上，引用して利用する側の著作物と，引用されて利
用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ，かつ，
右両著作物の間に前者が主 後者が従の関係があると認められる右両著作物の間に前者が主，後者が従の関係があると認められる
場合でなければならないというべき」

二要件を確立
① 明瞭区別性 ＋ ② 附従性

⇒ 後の裁判例が追随⇒ 後の裁判例が追随
ex. 東京高判昭和60.10.17無体集17巻3 号462 頁［レオナール・フジ
タ絵画複製2 審］



33)) 新たな解釈論の登場新たな解釈論の登場

二要件からの訣別
パロディ最判の射程を限定
＝ 旧著作権法上の「節録引用」に関する判決に過ぎない＝ 旧著作権法上の「節録引用」に関する判決に過ぎない

現行著作権法の要件構造に着目
「公正な慣行に合致するもの あり「公正な慣行に合致するものであり」
「引用の目的上, 正当な範囲内で行われるものでなければならな

い」

総合衡量を提唱
目的 効果 採録方法 利用の態様目的, 効果, 採録方法, 利用の態様
被引用側著作物全体に占める被引用部分の割合,
被引用著作物の著作権者に与える経済的影響等



33)) 近時の裁判例の動向近時の裁判例の動向

二要件に拘泥せず32条1 項の文言に従う裁判例

東京地判平成13 6 13 判時1757号138 頁[ 絶対音感]東京地判平成13.6.13 判時1757号138 頁[ 絶対音感]
東京高判平成14.4.11 平成13(ネ)3677[同2 審]

東京地判平成 判時 号 頁 創価学会写真ビラ東京地判平成15.2.26 判時1826号117 頁[ 創価学会写真ビラ]
東京高判平成16.11.29平成15(ネ)1464[同2 審]

二要件に言及するだけで，やはり32条1 項の文言に従う裁判例

東京地判平成16 5 31 判タ1175号265 頁[XO 醤男と杏仁女]東京地判平成16.5.31 判タ1175号265 頁[XO 醤男と杏仁女]

⇒ 肝要なことは、目的の正当性(＝必要性)とその範囲内(＝必要
な範囲内)かどうかな範囲内)かどうか



逆方向の裁判例＝5要件説逆方向 裁判例 要件説

東京地判平成19.4.12平成18(ワ)15024[創価学会写真ウェブ掲載]
肖像写真を切り取り 「西洋かぶれのできそこない」等の揶揄－肖像写真を切り取り、「西洋かぶれのできそこない」等の揶揄

を加えた事例で引用該当性を否定し、著作権侵害を肯定－

① 明瞭区別性① 明瞭区別性
② 附従性

の2要件に加えて、

③ 健全な社会通念に従った相当性③ 健全な社会通念に従った相当性
④ 必要性・必然性
⑤ 一部採録ないし縮小表示

の3要件を加えた5要件論を展開



55 結びに代えて結びに代えて5.5.結びに代えて結びに代えて
－ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ－ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCOECOEの紹介－の紹介－



11)) 裁判例の傾向のまとめ裁判例の傾向のまとめ

裁判例の二つの傾向

① あくまでも著作権法の条文の構造を 前提にして① あくまでも著作権法の条文の構造を 前提にして、

著作権が制限されるのは例外的な場合に限られるとするアプロー
チ

侵害が否定されるのは例外的⇒ 侵害が否定されるのは例外的

② 著作物の利用の自由の確保に重点を置くアプローチ②

⇒ 様々な手段を駆使して侵害を否定することを試みる

注意）とはいえ・・・・
②の立場でも解釈論としての限界はあり、

くら なら許されると 般に考えられ る範囲全 にこのくらいなら許されると一般に考えられている範囲全てのについ
て侵害が否定されるわけではない



22)) 適切な役割分担を求めて適切な役割分担を求めて

著作権法の制限規定のﾊﾞｲｱｽ
実際の社会規範と条文の規定の齟齬は何故おこるか?

政治過程には、

組織化しやすい利益が反映されやすい (企業等 少数に集約）組織化しやすい利益が反映されやすい (企業等、少数に集約）,
組織化しにくい利益は反映されにくい(利用者等、多数の者に拡散)

民主的決定には，厚生の観点から見てもバイアスがかかりがち。

くわえて，厚生とは別に自由を確保する必要性もあるくわえて，厚生とは別に自由を確保する必要性もある

知的財産法制度論の鍵：市場・立法・行政・司法の役割分担知的財産法制度論の鍵：市場・立法・行政・司法の役割分担

ﾛﾋﾞｲﾝｸﾞ耐性の強い司法による風穴を活用すべき



ご静聴ご静聴ご静聴ご静聴

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました。


