
第 5版はしがき

ここに本書第 5版を上梓する。
まず、令和 2 年改正（政省令を含む）に対応させたものである。今回の改正

内容は「リーチサイト」対策をはじめ ICT（情報通信技術）関連のものが多く、
比較的大がかりなものとなっている。次に、リツイート事件最高裁判決など最
新判例も補充した。やはり ICT関連の比重が増加している。
もはや著作権法にとって、普及を遂げた ICT は無視できない存在である。

ところが、重なる改正や新判例によって、著作権法の領域はますます混迷を深
めており、知的財産法の専門家にも、ICT の専門家にも、容易に理解できな
い状態となっている。そのため今回は ICT関連を再整理した項目を新設した。
しかし、本書のコンセプトは、第 5版でも不変である。内容は二重の意味で

“二重化”されている。
第 1に、第 1章から第 6章までは、いわゆる理論書として作られている。こ

れは著者が神戸大学法科大学院で講座を担当していた際に作成した執筆物をベ
ースに本書が執筆されたことに基づいている。これに対し、第 7章及び第 8章
は実務書であり、契約実務と訴訟実務に対応できるよう、かなり踏み込んだ内
容について言及している。当時の大学院生の多くは、いまや法曹三者として第
一線で活躍しておられることを思うと、深い感慨を覚えるものである。
第 2に、各章は簡略な本文と詳細な注から成り立っている。初学者は本文だ

けを読めば、基本書として全体像を把握することができる。より詳しく知りた
い場合には、興味がある項目の注を読解することによって、著作権の理論と実
務について最先端の状況を網羅的に理解することが可能になるはずである。
いずれも判例理論を中心に整理した。他方で、読者の理解を助けるために図

表を多用したことも初版と同様である。
とはいえ、これらの点が成功しているかどうかについては、今回の改訂も読

者の評価を待つほかない。
今回も株式会社民事法研究会の田口信義社長、そして改訂をご担当いただい

た同社の都郷博英氏に重ねてお世話になった。この場を借りて両氏をはじめ関
係者の皆さまに対し心よりお礼申し上げたい。

2020年11月
岡村 久道
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新訂版はしがき

初版以降、改正が行われる一方で、多くの重要な新判例が相次いだので、そ
れを反映させた新訂版を、ここに上梓する。内容の点では、既存部分も含めて、
すべての部分について細かく手を入れている。
本書のコンセプトは初版と変わらない。すなわち、内容は二重の意味で“二

重化”されている。
第 1に、第 1章から第 6章までは、いわゆる理論書として作られている。こ

れに対し、第 7章及び第 8章は実務書であり、契約実務と訴訟実務に対応でき
るよう、かなり踏み込んだ内容について言及している。
第 2に、各章は簡略な本文と詳細な注から成り立っている。初学者は本文だ

けを読めば、基本書として全体像を把握することができる。より詳しく知りた
い場合には、興味がある項目の注を読解することによって、著作権の理論と実
務について最先端の状況を網羅的に理解することが可能になるはずである。
いずれも判例理論を中心に整理した。他方で、読者の理解を助けるために図

表を多用したことも初版と同様である。
とはいえ、これらの点が成功しているかどうかについては、読者の評価を待

つほかない。
実は本書の改訂は元々予定していなかったが、株式会社民事法研究会の田口

信義社長からお声掛けをいただいた。多くの読者から改訂のご要望を受けてい
たこともあって、新訂版を出版する運びとなった。ご担当いただいた同社の山
田政弘氏には多大なご苦労をお掛けした。こうした経緯をご快諾いただいた元
の出版社を含め、この場を借りて関係者に対し深くお礼申し上げたい。

2013年 4 月
岡村 久道
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1.1 知的財産権とは何か

本書のテーマである著作権法は、知的財産法のひとつである。
かといって、わが国には知的財産法という名称の“単一の法典”もなければ、

知的財
＊1

産権という名称の“単一の権利”も存在しない。そこには多様な“複数
の権利”を定めた“複数の法律”が存在するにすぎない（

＊2
図 1）。

しかし、それらは人間の幅広い知的創作活動の成果について、それを創り出
した者に権利を付与して保護する点で、概ね共通するので、このように総称さ
れて

＊3
いる。

そのひとつに、著作権法が定める諸権利がある。いわば両者は、知的財産法
という小宇宙と、それに属する銀河のひとつとでもいうべき位置関係にある。
そこで、最初に知的財産法の全体的な仕組みを簡潔に解説した後に、その中

に位置する著作権法へとフォーカスしていくことにする。
＊1 Intellectual Property：「知的財産権」は“Intellectual Property”の邦訳である。
しかし、著作者人格権のような人格権も含むので、財産権に限られるわけではない。他に
「知的所有権」という邦訳がある。国際連合の専門機関“WIPO（World Intellectual
Property Organization）”の邦訳名称も「世界知的所有権機関」である。しかし、物では
なく権利の上の所有権という概念は非論理的であり、適切な邦訳がない状態である。本書
では便宜的にWIPOの邦訳以外は「知的財産権」という邦訳を用いる。
＊2 条約における知的財産権の概念：WIPO 設立条約は“Intellectual Property”の定義規
定として 2 条ⅷを置いており、諸権利を例示列挙した上、「産業、学術、文芸又は美術の
分野における知的活動から生ずる他のすべての権利」をいうとする。
＊3 国内法における知的財産権の概念：国内法には、知的財産の名称を冠した法律として
知的財産基本法がある。しかし、同法は知的財産権自体を保護するための法律ではない。
新たな知的財産の創造とその効果的活用による付加価値創出を基軸とする活力ある経済社
会の実現を目的とする法律である（同法 1 条）。同法は「知的財産」を、人間の創造的活
動により生み出されるもの、事業活動に用いられる商品・役務を表示するもの、及び事業
活動に有用な技術上・営業上の情報と、例示列挙付きで定義した上（同法 2条 1 項）、「知
的財産権」を、知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に
係る権利と定義する（同条 2 項）。これはあくまでも同法との関係における定義にすぎな
いが、一般的な理解を反映している。民訴法 3条の 5、弁理士法 1 条、関税法69条の 5、
コンテンツ促進法 2 条 2 項 3 号及び株式会社海外需要開拓支援機構法22条 1 項は、「知的
財産（権）」の概念につき、どちらも知的財産基本法の上記定義を引用する。他に知的財
産高等裁判所設置法 2条が管轄する知的財産に関する事件を列挙する。さらに高度情報通
信ネットワーク社会形成基本法、サイバーセキュリティ基本法、産業競争力強化法、研究
開発力強化法等にも知的財産（権）という用語が登場するが、その定義規定を置いていな
い。
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1.2 物権と知的財産権の関係

1.2.1 無体物としての面に対する排他的支配権

知的財産権と呼ばれる諸権利は、前述の特徴を反映して、無体物としての面
を排他的に支配する権利であるという点でも基本的に共通している。まず、そ
の意味を簡潔に整理しておく。
絵画作品を例にとると、それは有体物として所有権その他の“物権の対象”

となる。これと同時に、著作権のような“知的財産権の対象”でもある。とこ
ろが、どちらも同一作品を対象とする排他的支配権であることから、両権利の
関係が問題となる。
物の所有権は、その物の有体物としての面に対する排他的支配権にすぎず、

無体物としての面には及ばない（顔真卿自書建中告身帖事件の最二小判昭59･ 1 ･
20民集38･ 1 ･ 1 ）。したがって、有体物としての面に対する所有者の排他的支配
権を侵すことなく、無体物としての面における経済的価値を第三者が利用して
も、その利用行為は所有権の侵害となら

＊1
ない（ギャロップレーサー事件の最二小

判平16･ 2 ･13民集58･ 2 ･311）。

1.2 物権と知的財産権の関係 3

(図 1 ）知的財産権の種類

知的財産権

産業財産権
〔工業所有権〕

特許権（特許法） 発明を保護

実用新案権
（実用新案法）

考案を保護

意匠権（意匠法） 物品のデザインを
保護

商標権（商標法） 物品・サービスに使
用するマークを保護

著作権・
著作者人格権等
（著作権法）

その他

回路配置利用権
（半導体集積回路配置法）

育成者権（種苗法） 植物の新品種
を保護

商品等表示・商品形態
（不正競争防止法）

営業秘密等
（不正競争防止法）

半導体回路の回路
配置の利用を保護

混同惹起行為などの
不正競争を規制

ノウハウや顧客名簿
の盗用などを規制

知的財産権とは上記の“複数の権利”の総称
知的財産権法とは上記の“複数の法律”の総称



これに対し、無体物としての面を対象に、これを一定の範囲で排他的に支配
する権利が知的財産権である。それには著作権法上の権利も含まれる。
物権と知的財産権は、以上のようにそれぞれ“権利が及ぶ面”（権利の客体）

が異る別個独立の存在である。このため、さらに主に以下の違いが生じる。
＊1 具体例：その帰結として、所有者から許諾を得ることなく、①美術作品を掲載した出
版物を製作した場合や、②競走馬の名前を所有者の許諾を得ずにテレビゲームに用いた場
合でも、所有権侵害は成立しない（①は前掲顔真卿自書建中告身帖事件判決、②は前掲ギ
ャロップレーサー事件判決）。

1.2.2 権利の発生

第 1に、権利の発生という点で別個独立である。
有体物と無関係に、知的財産権だけが発生し

＊1
うる。もともと知的財産権の客

体は、人間の知的創造活動等の成果である情報そのものであり、それが物理媒
体（有体物）に載っている場合があるにすぎないからである。
その一方、製紙したばかりの白紙のように、知的財産権と無関係に有体物の

所有権だけが発生しうることも当然である。
＊1 権利の発生と有体物への固定：物理媒体たる有体物に載せられていること（固定）は、
権利の発生要件でもなければ保護の要件でもない（例外として映画著作物に関する 2条 3
項）。例えば、即興演奏で創作した楽曲は、演奏時点で音楽の著作物として著作権法の保
護対象となる。採譜・録音等の有無を問わない。したがって、その楽曲を記憶して再現等
すれば侵害となる。権利の発生時に、手形・小切手のように権利と媒体が法制度によって
一体的に結合させられるわけでもない（本書2.2.1.2）。

1.2.3 権利の帰属主体

第 2に、誰が権利者なのか──権利の帰属主体──が異なりうる。
画家が自ら創作した作品の所有権を第三者に譲渡したような場合には、その

所有権は第三者に移転するが、なおも作品の著作権は画家に残りうる。
これと反対に、画家は作品の所有権を自己に残したまま、あるいは所有権と

ともに、著作権を第三者に譲渡することもできる。
どちらの場合も、複製のような行為に対して権利行使しうるのは、作品の著

作権者であって所有者ではない。それは無体物としての面の問題だからである。
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1.2.4 権利の消滅

第 3に、権利の消滅という点でも異なっている。一方の権利が消滅しても他
方は存続する。
所有権は、作品が有体物として存在する限り永久に存続するが（所有権の永

久性）、作品が物理的に滅失してしまえば、権利の客体を失うので消滅する。
これに対し、著作権のような知的財産権は、定められた存続期間（保護期

間）内である限り、作品が有体物として存在するかどうかを問わず存続し、期
間満了によって公有（パブリックドメイン）と

＊1
なる。知的財産権は無体物とし

ての面を対象としており、有体物としての面から切り離されているからである。
＊1 知的財産権の消滅による公有化：著作権のような知的財産権は元の作品（原作品）が
物理的に滅失した後も存続する。したがって、滅失前に撮影した写真に基づいて当該作品
の無断複製物を作成したような場合には著作権侵害となる。他方で、所有権と違って、現
に作品が物理的に存在していても、知的財産権は存続期間の経過によって消滅する。この
場合、その知的財産権は所有者に復帰することなく公有（パブリックドメイン）に帰し、
無体物としての面を誰でも自由に利用可能となる（前掲顔真卿自書建中告身帖事件判決）。

1.2.5 両権利が相互に与えあう影響

以上のように、理論上は両権利を峻別しうる。権利の発生、帰属、消滅の各
段階について説明したように両権利は別個独立の存在なので

＊1
ある。

しかし、他の知的財産権と比べて、特に本法の場合には、油絵や彫刻のよう
に原作品が特定の有体物に化体していることが多い。このような場合、物理的
には同一作品が対象なので、実際には複雑に絡まりあっており、多少なりとも
相互に影響を与え合っている。その限度では、両者は完全に無関係ではありえ
ないので、調整規定等が置かれて

＊2
いる。

＊1 両権利の別個独立性：両権利は権利が及ぶ面が異なるから、作品の所有者であっても、
それを改変したような場合には、著作者の権利に対する侵害となりうる。所有者は、著作
者の権利を侵害することなく、自己の所有権に基づいて作品を物理的に滅失させることが
できるが、それによって知的財産権が消滅するわけではない。
＊2 両権利の複雑な関係：両権利を調整するため、美術の著作物・写真の著作物の原作品
の所有者等は、オリジナルとでも呼ぶべき原作品により、当該著作物を公に展示できるも
のと定められている（45条 1 項）。他にも、本法は、原作品に複製物と比べて特別な地位
を与えている（例：14条・18条 2 項・19条 1 項・25条・26条の 2・45条～47条等）。有体
物としての原作品を所有権に基づき管理していることから生じる反射的効果として、観覧
や写真撮影をするため、閉鎖空間に収蔵された著作物の原作品への物理的アクセスには、
所有者の承諾を実際上得る必要がある。承諾を取得したければ、所有者から示された対価
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等の条件に、事実上、同意せざるをえない。それは知的財産権の効果でもなければ、無体
物としての面に所有権が及んでいるからでもなく、契約法理によるものである。作品の
「物」としての特質は、著作権譲渡等の際に、例えば写真のフィルムの所有権の帰属につ
いても問題となりうる。その一方、知的財産権が載っていることが、物理媒体たる有体物
の所有権に影響を与えることもある。例えば所有者は自己の所有する有体物を自由に譲
渡・貸与しうるはずである。ところが、DVD のように有体物に著作物が載っている場合
には譲渡権・貸与権の対象となり、自由に譲渡・貸与できなくなる場合がある。以上のと
おり、知的財産権と所有権は実際には複雑に絡まりあっている。詳細は各関連箇所で説明
する。

1.3 知的財産権制度の目的

1.3.1 知的財産権制度とインセンティブ論

では、いくら無体物としての面──人間の知的創作（創造）活動の成果──
に限定されているとはいえ、なぜ、わざわざ法制度によって保護する必要があ
るのであろうか。
知的財産の対象は、創作的表現、アイデア等の「価値ある情報」である。と

はいえ、わが国のような民主主義国家において本来自由であるべき情報（憲法
21条 1 項）を、なぜ知的財産権の名の下に特定の者に独占させることが正当化
されるのか。その根拠、換言すると知的財産権制度の目的とは何か。それは次
のように考えられている。
知的財産権制度は、その中心である特許制度を例にとれば、人間の知的創作

活動の成果に対して“人工的な独占権（排他的支配権）”をインセンティブ（報
奨）として与えることを手段に知的創作活動とその公表を奨励し、それによっ
て産業の発達（特許法 1 条）を促進することを目的とする法制度であると考え
られてきた。このような考え方を「インセンティブ論」という（図 2）。
これをさらに詳しく説明すると、次のとおりとなる。
無体物は、有体物と比べて性格が異なっている。
例えば、日ごろ身に付けている腕時計を盗まれると、それ以降は自分で使え

なくなる。このように、有体物は原則として複数の人が自由に同時利用できず、
さらに、誰が使うにせよ、それによって傷が付いたり経年劣化して物理的に消
耗し、最終的には物理的に滅失してしまうことが通常である。
これに対し、無体物としての面には、複数の人による同時利用が可能であり、

しかも、利用されても消耗・消費されないという特徴がある（遍在性）。例え
ば、ひとつの発明を複数のメーカーが同時並行的に実施することができる。あ
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るメーカーが実施することによって他のメーカーの実施行為が妨げられること
もなければ、発明が物理的に消滅するわけでもない。著作権の場合も、同一の
小説を複数の出版社から同時に出版することができる。
その半面、もしこれを完全に自由放任状態のままにしておくと、知的創作活

動を行った人がその成果を公表した場合には、他人によって勝手に利用される
おそれがある。そのため、これを避けようと考えた創作者が成果の公表を差し
控え、さらには知的創作活動そのものに対する意欲の減退を招くおそれすらあ
る。そうなれば産業の発達や文化の発展に支障が生じる結果を招く。
このため、知的創作活動を行う者に対して、一定の独占権という“インセン

ティブ（報奨）”を法制度で付与するという方法によって、知的創作活動を
──それによる成果の公表を含めて──“奨励（刺激）”することが有用である
と考えられてきた。そうした方法を創設するための人工的な制度が知的財産権
制度で

＊1
ある。独占権が与えられることによって、創作者は自ら利用するだけで

なく、第三者に対して禁止するか、許諾を与えるかを選択することもできる。
後者の場合には、その対価を受け取ることが可能になる。
＊1 創作法と標識法：より正確には、知的財産権の目的は 2 つのグループに大別すること
ができる。著作権は、特許権、実用新案権、意匠権などと並んで、知的創作活動について
保護を与えるものである。これらは創作意欲の促進を目的とした「知的創作物についての
権利」を定める法律としてグループ化でき、創作法（創造法）と呼ばれている。これに対
し、知的財産権の中でも商標権の性格は特殊である。商標権も、産業の発達に寄与するた
めのものであることは他の産業財産権と同様である。しかし、商標権は、商標の使用者の
信用維持を目的とするものである点で、性格が異なっている。不正競争防止法が定める商
品等表示、商品形態の保護等も同様である。これらは信用維持を目的とした「営業標識に
ついての権利」を定める法律としてグループ化でき、標識法と呼ばれている。こうした性
格の違いを反映して、商標は長年の使用により業務上の信用と結合するという関係にある
ので、権利存続期間の更新が認められている。これに対し、著作権や特許権などの場合、
かかる関係はないので更新は認められていない。むしろ存続期間更新による半永久的な技
術等の独占は産業全体の発達等の妨げとなろう。
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(図 2 ）知的財産権制度の目的
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1.3.2 インセンティブ付与の限界

1.3.2.1 インセンティブ論に内在する限界
いくら報奨といっても、知的創作者に対して際限なく独占権を与えてしまえ

ば、本来自由なはずの私人による情報の利用を不当に制限して、これを人々が
享受できなくなる。その結果、かえって産業の発達（著作権の場合は文化の発
展）が妨げられるおそれが

＊1
ある。

このため、“報奨”としての独占権は無制限であってはならない。あくまで
も目的は産業の発達等への寄与であって、独占権の付与は手段にすぎない。し
たがって、それに寄与しうる限度──その促進に役立ちうる限度──でのみ認
められ、“知の共有”が不当に妨げられないように、存続期間等の点で適正な
制約が設けられなければならない。
このように考えると、保護（独占）と利用との間で適正な調和を図ることこ

そが、知的財産法の本来の使命であることを理解できよう。
＊1 内在的限界：これを仮に内在的限界と呼ぶことにする。例えば、 1 世紀以上も前にエ
ジソンが発明した電気について、21世紀を迎えた現在でも独占権が存続しているとすれば、
電気の利用条件が特定の人の意思によって決まってしまうことになり、文明の進歩はスト
ップしてしまいかねない。もともと現代社会は、先人による遺産の上に、さらなる知的活
動が積み重ねられることによって成り立っている。偉大な科学者であるニュートンは「巨
人の肩の上に」という名言を遺している。それは、彼のような歴史に輝く天才の偉業も、
コペルニクスやガリレオ、さらに遡ればアルキメデス、ユークリッドのような偉大な先人
たちの成果を踏まえてはじめて成り立っているという意味の言葉である。この言葉には真
理が凝縮されている。法学も同様である。

1.3.2.2 他の権利等との矛盾・抵触の調整
次に、知的財産権と矛盾抵触するおそれのある憲法その他の法制度上の権利

利益、公益等との矛盾・抵触について、適正に調整を図る必要がある。知的財
産権制度は現代社会で重要な地位を占めているが、それにしても憲法を頂点と
する法秩序全体の中に数多く存在する法制度のひとつにすぎない。
特に、表現の自由（憲法21条）に基づき、わが国では“自由な情報流通”が
公序となって

＊1
いる。知的財産権を保護することには、こうした表現の自由に奉

仕する協調的側面がある。しかし、それが情報に対する一種の独占権である以
上、自由な情報流通に対する阻害要因となる対立的側面があることも事実であ
る。このため、独占権に対する適正な限定を設けることが不可欠である。
とはいえ、前述した内在的限界を含めて、その調和点をどこに見出すべきか、

どのような方法論によって実現すべきなのかという問題は極めて難問である。
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特に著作権法分野を中心に、判例法理・立法論を含めて、困難な模索が現在も
続けられている。この点は個々の関連箇所で説明する。
＊1 表現の自由との関係：かかる憲法の人権規定は、本来は公権力に対するものであって、
私人間には直接適用されないが、公序良俗のような私法の一般条項に意味充填されること
によって、私人間でも間接的な効力を有するとするのが判例・通説である。表現の自由に
は、思想表明の自由だけでなく、自己実現と自己統治に不可欠な「知る権利」、それに奉
仕する「報道の自由」も含まれ、さらにそのための「取材の自由」も十分尊重に値すると
されている。本法を題材にすれば、近代的な著作権制度は、絶対主義王制の下で検閲制度
と結合していた出版特許制度を打破した上に成立したものであり（本書1.9.3以下）、表現
活動が活発になれば思想の自由市場は拡大しうる。これに対し、本法を根拠に自由な情報
流通が過度に阻害されれば思想の自由市場は衰退する。例えば、他人の論文を批判のため
に引用することを、著作権保護を理由に過度に規制するような社会があるとすれば、それ
は好ましい社会とはいえないはずである。

1.3.3 他の考え方──自然権論

歴史的には、インセンティブ論とは異なる考え方として、精神的所有権論を
はじめとする自然権論（人の精神活動の成果は天賦人権つまり自然権として保護さ
れるという考え方）や、その流れを汲む一連の立場も有力に唱えられてきた。
この立場がいうように、人間の知的創作活動に敬意を払うべきことは当然で

ある。しかし、それに独占権を与えることが、法制度として許容されるか否か
は別問題であり、この立場では知的財産法という制度を説明することは困難で
＊1

ある。知的財産権は天賦人権ではなく、あくまでも人工的に作られた権利にす
ぎない。このように、知的財産権を保護する理由をインセンティブ論によって
説明すべきであると考える立場が、特許法では通説である。
＊1 自然権論の理論的問題：特許制度の場合、同一の発明を複数の者が独自に行ったとき
は、この立場によれば、その全員に対し対等に敬意を払って同等の権利を付与すべきはず
である。ところが、出願しない者は保護されないだけでなく、最先出願人のみが権利を取
得して、その他の者が排除されること（先願主義）を、この立場では説明できない。むし
ろ、インセンティブ論に立って、前記目的を達成するための手段であると考えるからこそ、
その他の者に対し、こうした不利益を課すことを正当化することを説明しうる。特許法の
領域では産業政策説と呼ばれることもあり、発明の奨励という見地だけでなく、発明公開
の代償という見地、不公正な競争を防止するという競争秩序確保という見地からも説明さ
れている。ただし、現行の知的財産権制度が、インセンティブの役割を実効的に果たせて
いるか、常に可能な限り検証する必要があるが、その作業が容易でないことも事実であろ
う。
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1.4 著作権制度の存在理由と目的

1.4.1 著作権制度の存在理由

著作権制度の存在理由についても、自然権論の流れを汲む立場が存在する一
方で、これをインセンティブ論に求める立場が、近時は有力化している。基本
的には後者の立場を支持すべきで

＊1
ある（その場合でも著作者人格権の存在理由は

別に考えるべき問題である──本書第 5章）。
＊1 著作権制度の存在理由：有体物と異なり、無体物たる表現には物理的な排他的性格が
ないので、創作・公表を促進するための報奨として、存続期間を限定した独占権を法制度
によって人工的に付与する必要がある（本書1.3.1）。その点で特許権と本質的に同様であ
る。 1条の「文化の発展に寄与」という目的にも、インセンティブ論との親和性が示され
ている。精神的所有権論では、所有権の永続性と対比して、存続期間に限定が設けられた
理由の合理的な説明も困難である（本書1.9.3）。人による創作という命題が、それだけで
他者の自由を規制する積極的根拠となりうるか疑問も呈されている（田村 6 頁）。特許法
でインセンティブ論が根拠とする先願主義は、著作権制度では採用されず、同一内容でも
独自創作であれば保護される。しかし、それは国際的な権利保護を容易にするためにベル
ヌ条約ベルリン改正条約が無方式主義を採用したことに起因するものである（本書1.9.4）。
インセンティブ論に好意的な学説として田村 6頁、中山24頁、茶園編 4 頁〔茶園成樹〕等。
インセンティブ論と自然権論的な考え方との双方に求めるものとして高林 3頁等。立法担
当者は、著作権は天賦人権ではなく法律が付与した権利としており（加戸14頁）、その限
度では正当であるが、他方で著作権は憲法29条の財産権として保障されるとする（加戸13
頁）。後者は全法体系上の多様な財産権全般に共通するものにすぎず、それ以上の特段の
意味もなければ、著作権制度の存在理由を解明するものでもない。

1.4.2 著作権法の目的

本法の目的について、冒頭に置かれた 1 条（目的）は、「文化の発展に寄与
することを目的とする」ことを明記している。これを素直に読む限り、文化の
発展への寄与が本法の目的というほか

＊1
ない。同じ知的財産法でも、特許法など

産業財産権法は「産業の発達に寄与」するための制度として位置付けられてい
る（同法 1 条等）。その点では両者は異なっており、前掲（図 1）のとおり別グ
ループに分けられている。
本条は、前記目的のために、「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」ると定めている。換言すれば、著作者等の権利の保護
も、文化の発展に寄与する限度で認められるべきものであるからこそ、「文化
的所産の公正な利用に留意」すべきものと明記されている。
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最後に、本条は、「著作者等の権利の保護を図」るために、「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」ている。具体的には、創作的表現（著作物）と、その伝達等に重要な
役割を果たしているもの（実演等）を保護するために、それに関する権利を定
めるものである。これは文化の発展への寄与という目的を達成するための“手
段の手段”となる。その一方、「文化的所産の公正な利用に留意」するため、
前述した権利保護期間だけでなく、30条から50条までの著作権の制限規定等に
よって、公衆による一定の公正な利用を図ろうとしている。
以上を整理すると、本条は（図 3）のとおり三段階に分かれている。
いずれにせよ、こうした目的を実現するために、本法は細部に至るまで詳細

な条項を置き、さらに政令（著作権法施行令）、及び省令（著作権法施行規則）
によって、より詳細を定めている。したがって、かかる著作権制度の存在理由
等に留意しつつも、あくまでも実定法解釈であるから、各条項の具体的内容を
精査し、それに即して、きめ細かな解釈論を展開することが必要である。
＊1 本法の目的：これに対し、立法担当者は、著作権等の保護が「目的」、文化の発展への
寄与が「究極の目的（大目的）」であるとするが（加戸15頁）、「究極の目的」とする以上、
この説でも、それが最上位に位置することを承認せざるをえないはずである。かつて「も
って」の文言を根拠に「究極の目的」とする公権的解釈が法令一般について多かったが、
最近では個人情報保護法に関する消費者庁の解釈に示されているように、かかる不自然な
解釈方法は一般的ではなくなりつつある。斉藤52頁は、著作権等の保護、公正な利用、文
化の発展のすべてを本法の目的とする。これらの説が、本条の「目的」という文言を、ど
のように位置付けるのか明らかでない。

1.4.3 特許法等との比較

本法は知的財産法中の創作法である点で特許法と共通しているが、同法は
「産業の発達に寄与」する目的の制度として位置付けられており（同法 1 条）、
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他の産業財産権法も同様である（商標法を除く－本書1.3.1）。その点では本法と
異なっており、前掲（図 1）のとおり別グループに分けられている。とはいえ、
現代では「コンテンツ産業」という言葉に代表されるように、著作権制度の産
業化という面が存在する事実も率直に認めざるをえないが、それを解釈論に反
映する方法は難問である。
さらに、対象情報も、特許法の場合には発明（自然法則を利用した技術的思想

の創作のうち高度のもの）であるのに対し、本法の場合には主として著作物（単
純化すると創作的表現）である点で異なっている。そこには、前者は技術的思
想それ自体であって、後者はそれを含めて思想・感情全般を伝える方法（表現
それ自体）であることが示されている。このような保護対象の違いを反映して、
各々の法制度が、それにふさわしい保護形態に特化した構造を採用して

＊1
いる。

その具体例として、権利取得の手続や効果も異なっている（本書1.8）。
＊1 権利の「目的｣：保護対象が伝達対象（特許法）か伝達手段（本法）かにより区分する
見解もある（島並他 8 頁〔島並良〕）。しかし、特許法は「技術的」思想に限定しており
（文学的思想等は対象外）、かかる限定が前提とする「産業か文化か」という本来の視点を
捨象することは困難であろう。

1.5 著作権法上の権利

1.5.1 著作権法上の権利──｢著作者の権利」と「隣接する権利」

本法は「文化の発展に寄与」するために、どのような「権利の保護を図」っ
ているのか。前述のとおり、 1条は、ⓐ「著作者の権利」と、これにⓑ「隣接
する権利」を定めるとしている。換言すれば、“著作権法上の権利”とは、こ
の両権利を総称する言葉である（図 4）。
上記ⓐは、権利の

＊1
客体を著作物、権利の帰属主体を著作者とする。創作的表

現（著作物）について、その創作者（著作者）に権利を付与することによって
保護するものである。権利の内容は、後述のとおり著作者人格権と著作権に大
別される。
これに対し、上記ⓑは、権利の帰属主体を実演家、レコード製作者、放送事

業者、及び有線放送事業者とする権利である。これらの者は著作者ではないが、
著作物の伝達に重要な役割を果たしていることなどから、著作隣接権を中心に、
さまざまな権利が付与されている。上記ⓐとⓑは別個独立のものであり、ⓑが
存在するからといってⓐは何らの影響も受けない（90条）。
本法は、法律の名称からすると、著作権という“単一の権利”を定めるもの
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であると、初学者には誤解されがちである。しかし、“著作権法上の権利”は、
さまざまな多数の星から成り立っている銀河系のように、多様な者を権利の帰
属主

＊2
体とする複数の権利から成り立つ権利の集

＊3
合体なのである。

上記ⓐとⓑが、さらに細かな諸権利に分かれていることについて、本章では
概要を説明し、改めて本書第 4章以下で詳論することにする。
＊1 権利の「目的｣：ただし、本法は権利の「客体」という意味で、権利の「目的」という
言葉を用いる。ⓐの例として13条（出版権につき86条）、ⓑの例として102条参照。著作物、
実演、レコード、放送又は有線放送を「著作物等」と総称する（ 2条 1項20号括弧書）。
＊2 各権利の帰属主体：ここまで述べてきた各権利の帰属主体は、すべて権利発生時にお
ける帰属主体を意味している。しかし、著作権と著作隣接権には移転性があるので、別途、
それぞれの帰属主体を著作権者、著作隣接権者と呼んでいる（本書1.6.1・1.7.2）。このよ
うに、本法には多様な権利が登場し、その権利の主体として、さまざまな概念が登場する
ので、それらを総称するために便宜上「権利者」という言葉が用いられることもあるが、
「権利者」概念は、95条 6 項 4 号括弧書によって同条に適用される概念として、104条の 2
第 1 項括弧書によって法第 5章に適用される概念として、それぞれ異なる定義がなされて
いる。 2条 1 項21号括弧書は著作権者、出版権者又は著作隣接権者を「著作権者等」と総
称しており、人格権の主体としての著作者及び実演家は含まれていない。
＊3 本法上の権利：本文以外の権利として出版権があるが、これは後述のとおり著作権の
一部から派生する権利である。実演家には財産権たる隣接権だけでなく人格権も認められ
ている。「著作権等」の用語は、 2 条 1 項20号括弧書では、17条 1 項に規定する著作者人
格権若しくは著作権、出版権又は89条 1 項に規定する実演家人格権若しくは同条 6項に規
定する著作隣接権の総称として定義され、同号、30条 1 項 2 号、113条 7 項及び120条の 2
第 1 号・ 4 号に適用される。その一方、同一の用語が 2条 1 項22号括弧書では同号のみに
適用される定義として、17条 1 項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は89
条 1 項から 4 項までの権利の総称と規定されている。したがって、 2条 1 項22号の定義と
異なり、同項20号の定義では実演家・レコード製作者の報酬及び二次使用料請求権は除か
れる（89条 6 項括弧書）。

1.5 著作権法上の権利 13

(図 4 ）著作権法上の権利

著作者人格権
ⓐ著作者の権利

ⓑ隣接する権利

著作権法上の権利

著作権（財産権）

実演家の権利

レコード制作者の権利

放送事業者の権利

有線放送事業者の権利※他にⓐ関連のものとして出版社の
　権利たる出版権がある。



1.5.2 著作権法上の権利と本法の構成

上記ⓐとⓑの権利を定める法律という観点から、本法の構成を概説する。
本法は、主として、上記ⓐの権利を第 2 章「著作者の権利」（10条～78条の
2）で、上記ⓑの権利を第 4 章「著作隣接権」（89条～104条）で、それぞれ定
めている。これらの章を中心として、本法は全 8章で構成されている（表 1）。
前記両章の中間に、「出版権」と題して第 3章（79条～88条）が置かれている。
出版権は、論理的には上記ⓐのうちの著作権から派生した権利であるため、第
2章の直後、第 4章の前に置かれているとの説明が可能であ

＊1
ろう。

第 5 章は「著作権等の制限による利用に係る補償
＊2
金」（104条の 2 ～104条の

17）である。論理的には上記ⓐ及びⓑの権利から派生したものといえよう。そ
のため、他の章と別立てで第 4章の後に置かれ、その詳細を定めている。
以上が第 2章から第 5章までの位置付けである。残りの各章も俯瞰しておく。
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章 表 題 条 項 節

1 総 則 1条～ 9条の 2 第 1節 通則（ 1条～ 5条）
第 2節 適用範囲（ 6条～ 9条の 2）

2 著作者の権利 10条～78条の 2 第 1節 著作物（10条～13条）
第 2節 著作者（14条～16条）
第 3節 権利の内容（17条～50条）
第 4節 保護期間（51条～58条）
第 5節 著作権人格権の一身専属性等（59条・60条）
第 6節 著作権の譲渡及び消滅（61条・62条）
第 7節 権利の行使（63条～66条）
第 8節 裁定による著作物の利用（67条～70条）
第 9節 補償金等（71条～74条）
第10節 登録（75条～78条の 2）

3 出版権 79条～88条

4 著作隣接権 89条～104条 第 1節 総則（89条・90条）
第 2節 実演家の権利（90条の 2～95条の 3）
第 3節 レコード製作者の権利（96条～97条の 3）
第 4節 放送事業者の権利（98条～100条）
第 5節 有線放送事業者の権利（100条の 2～100条の 5）
第 6節 保護期間（101条）
第 7節 実演家人格権の一身専属性等（101条の 2・101条の 3）
第 8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録（102条～104条）

5 著作権等の制限
による利用に係
る補償金

104条の 2～104条
の17

第 1 節 私的録音録画補償金（104条の 2～104条の10）
第 2節 授業目的公衆送信補償金（104条の11～104条の17）

6 紛争処理 105条～111条

7 権利侵害 112条～118条

8 罰 則 119条～124条

(表 1 ）著作権法の構成



第 1章は「総則」である。前述した本法の目的に関する規定のほか、定義規
定等を置く。さらに、著作権法上の権利に対する侵害への救済方法として、第
6章から第 8章までのグループを設けて

＊3
いる（本書第 8章）。

＊1 出版権の地位：複製権等を有する者が、著作物の出版に関する排他的権利を出版社等
に設定するものである（本書7.3.5）。単なる許諾と異なり、著作権のうちの複製権・公衆
送信権に対し準物権的な用益権を設定するものとなる。本文記載のような位置付けのため
か、 1条には明記されていない。ⓑ「隣接する権利」のひとつとして位置付ける考え方も
ありえようが、「実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利……に隣接する
権利」という文言、ⓑは“Neighbouring rights”の邦訳に由来し、出版権と歴史的経緯も
異なること（本書1.9）を考えると、ⓑに含ませることには無理があろう。
＊2 法第 5 章の対象となる補償金：デジタル方式の機器・媒体を用いた私的使用のための
録音・録画について認められる私的録音録画補償金（30条 2 項）に関する手続等を第 5章
第 1節が定める（詳細は本書4.4.2.8）。同章第 2節は授業目的公衆送信補償金（35条 2 項）
に関する手続等を定める（詳細は本書4.4.12.3）。
＊3 救済関係の規定：第 7 章「権利侵害」（112条～118条）は民事的救済を、第 8 章「罰
則」（119条～124条）は刑事的救済を定めている。第 6 章「紛争処理」（105条～111条）は、
あっせんによる紛争解決の制度を設けている。本法上の権利は、他の権利の場合と同様に、
最終的には民事訴訟によって実現が図られるが、それに至る前の段階で、著作権紛争の特
殊専門性を踏まえた簡易迅速な解決を図るための裁判外紛争解決手続の制度である。した
がって、第 6章も第 7章とともに民事的救済のためのものといえよう。

1.6 著作者の権利の概要──著作者人格権と著作権

1.6.1 著作者の権利と法第 2章

まず、上記ⓐの「著作者の権利」を概説する（図 5）。主として法第 2 章で
定められていることは前述した。同章には、文字どおり「著作者の権利」とい
う表題が付けられている。
著作者の権利の目的たる“客体”は「著作物」である。定義規定（ 2 条 1 項
1 号）が置かれ、思想・感情の創作的表現のうち一定範囲のものと定義する。
したがって、著作者の思想・感情それ自体ではなく、その創作的表現が、著作
者の権利の対象となることが理解できる（その点で一定の技術的思想それ自体を
対象とする特許・実用新案と異なる）。さらに、同章第 1 節（10条～13条）が「著
作物」と題して割り当てられている。
権利の“帰属主体”は「著作者」である。やはり定義規定（ 2 条 1 項 2 号）

が置かれ、著作物を創作する者と定義する。さらに同章第 2 節（14条～16条）
が、「著作者」と題して割り当てられて

＊1
いる。
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