
■本資料のご利用にあたって（詳細は「利用条件」をご覧ください） 

本資料には、著作権の制限に応じて次のようなマークを付しています。 
本資料をご利用する際には、その定めるところに従ってください。 

＊：著作権が第三者に帰属する著作物であり、利用にあたっては、この第三者より直接承諾を得る必要が
あります。 
 
CC：著作権が第三者に帰属する第三者の著作物であるが、クリエイティブ・コモンズのライセンスのもとで
利用できます。 
 
   ：パブリックドメインであり、著作権の制限なく利用できます。 
 
なし：上記のマークが付されていない場合は、著作権が東京大学及び東京大学の教員等に帰属します。無
償で、非営利的かつ教育的な目的に限って、次の形で利用することを許諾します。 
 
Ⅰ 複製及び複製物の頒布、譲渡、貸与 
Ⅱ 上映 
Ⅲ インターネット配信等の公衆送信 
Ⅳ 翻訳、編集、その他の変更 
Ⅴ 本資料をもとに作成された二次的著作物についてのⅠからⅣ  
 
ご利用にあたっては、次のどちらかのクレジットを明記してください。 
  
 東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」 
 Copyright 2015, 福井健策 
 
 The University of Tokyo / UTokyo OCW  The Asahi Lectures “Adventures of the Mind”  
 Copyright 2015, Kensaku Fukui 
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変容する 
著作権と 

知の創造／流通／共有 
福井健策* 

2015/11/16 
東京大学朝日講座 

*弁護士（日本、NY州） 
日本大学芸術学部 客員教授 

@fukuikensaku 



1. 著作権とは何か（5分で）  

著作物：思想・感情の創作的な表現 

 

①文章・講演 ②音楽 ③ダンス ④美術 ⑤
建築 ⑥図形 ⑦映像 ⑧写真 ⑨プログラム 

 

⇒複製・演奏・公衆送信・展示・頒布・翻案（二
次創作）など広範な利用を禁止できる権利 

⇒コピーと模倣をコントロールして収益機会を
確保。複製芸術時代の創作ビジネスモデルと
直結 



著作権侵害だとどうなる？ 

「No More 映画泥棒」キャンペーン 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
 

NO MORE映画泥棒２０１４ 
https://www.youtube.com
/watch?v=G0GysdoIDPk 

 
 
 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
 

NO MORE映画泥棒 
フィギュア 

 
 
 
 



知の循環を守るためのセーフガード 

①保護からの除外：ありふれた表現、事実・
データ、アイディア、実用品のデザイン、シンプ
ルな名称・マーク 

 

②例外規定：私的な複製、軽微な映り込み、引
用、教育利用、福祉利用、非営利の演奏・上
映・貸与、報道利用、ビッグデータ解析ほか 

 

③保護期間：死後50年など経過でパブリックド
メイン（公有財産）に 



どこまで似れば侵害なのか 

左：ディック・ブルーナ「ミッフィー」         右：サンリオ「キャシー」 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
 

ディック・ブルーナ 
ミッフィー 

http://www.dickbruna.j
p/miffy/index.html 

 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
 

サンリオ キャシー 
 
 
 
 



2. 機能不全を起こす著作権？ 

①オンライン海賊版 
 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
 

mangapanda 
現在は削除 

 
 
 
 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
 

ＭＡＧ海賊版撲滅キャンペ
ーン動画 

http://manga-anime-
here.com/ 
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デジタル・シュリンク 



②「万人が創作者・発信者」へ 

動画投稿サイトFlickr 

「お祭り」CCライセンス付きで検索 YouTube「博多弁バージョン アナと雪の女王」 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
 
 

https://www.flickr.com/ 
 
 
 
 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
 

アナと雪の女王 博多弁バ
ージョン 「生まれてはじめ
て」 なんばいいよっと？ 

https://www.youtube.com/
watch?v=nrvTwmxtl2Q 

 



パロディ・二次創作と著作権 

スティーブン・オーデカーク監督「親指ウォーズ」 オリジナル「千本桜」 黒うさP他 2011/9/17 

880万再生超 タグ8356件（2015/5） 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
 

「Thumb wars (Full 
movie)」 

https://www.youtube.co
m/watch?v=XQduN315e

tk 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
 

「千本桜」 
http://www.nicovideo.jp

/watch/sm15630734 
 
 



では現代アートは？ 

アンディ・ウォホール「キャンベル・スープ缶
Ⅰ」（1962年） シルクスクリーン 

Image from Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duc

hamp_Fountaine.jpg  

マルセル・デュシャン「泉」（1917年）  

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

 
Campbell's Soup Cans 
by Andy Warhol, 1962. 

Displayed in Museum of 
Modern Art in New 

York City. 
 



  風神雷神図の系譜 

（上）俵屋宗達 
 「風神雷神図」（17c） 
 
（下）尾形光琳 
 「風神雷神図」（18c） 

Image from Wikimedia 

Commons 

https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Fujinraijin-tawaraya.jpg 

Image from Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korin_Fujin_Raijin.jpg 

http://tadayazcabinet.web.fc2.com/Artists1.html


山本太郎「風神ライディーン図」 

http://www.h7.dion.ne.jp/~nipponga/ 山本太郎ニッポン画大全 ほかより 

＊ copyright：「仮面ライダーV３」 ©石森プロ・東映 

http://www.h7.dion.ne.jp/~nipponga/
http://tadayazcabinet.web.fc2.com/Artists1.html


③アーカイブでしのぎを削る各国 

＊  国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/ 
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マンガ図書館Z 

 ＊  http://www.mangaz.com/ 
旧絶版マンガ図書館／Jコミ 作品数1700作超、閲覧・DL数合計3500万超（2015/8現在） 



 
独自プラットフォームとしての 
ナショナルアーカイブ構想 

2012年 総務省「知のデジタルアーカイブ」提言 

「知識インフラの中核」「国際競争力」「未来の
社会への責任」 

2013年 デジタル文化資産議連「ナショナルアーカイブ」
の課題検討 

2014年 内閣知財本部「アーカイブタスクフォース」報告 

2014年 文化庁有識者会議「ナショナルアーカイブ」案 

2015年 文化資源戦略会議「アーカイブ立国宣言」 

           等々 

 

 



課題：ヒト・カネ・著作権 

• 国会図書館2009年「アーカイブ化の課題」： 
①予算不足、②人員不足、④著作権 
  

• NHKアーカイブス（川口）、NHKオンデマンド： 
前者はＴＶ・ラジオで85万番組保存（ニュース除く） 
専従チームによる権利処理。開館11年で公開可能
は約9000番組 

⇒課題は過剰な権利処理コスト（経費の3-50％が処
理コスト） 

• 特に権利者不明の「孤児作品」の問題は深刻 
⇒国内外の調査では、過去全作品の50％以上か 

 



④人工知能による創作（スキップ） 

• IBM「ディープブルー」の衝撃、将棋電脳戦の熱狂 

• 「ワトソン」降臨する：クイズ番組歴代覇者を圧倒し、2015年
三井住友銀行コールセンターに「内定」 

• 「グーグルX」など、IT列強によるAI技術争奪戦 

 

左：IBM「ワトソン」、右：「ワトソン」作成レシピを紹介する「シェフ・ワトソン」 18 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

IBM Watson 
http://researcher.watson.i
bm.com/researcher/view

_group.php?id=159 

 
 

著作権等の都合により、 
ここに挿入されていた画像を 

削除しました。 

IBM Chef Watson 
https://www.ibmchefwat

son.com/community 

 



変容する現行著作権の前提 

①増え過ぎたコンテンツと利害関係者 

※少数囲い込みのビジネスモデルと、それを
支える「コピーライト」制度の限界？ 

②個性と着想からデータ解析とマーケティング 

※良い作品は無数にあり、ますます「どう
マーケティングするか」の時代に 

③君臨するプラットフォーム 
  ※創造と流通と受容の一元支配？ 
 
⇒世界的な著作権リフォーム論の勃興 
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3. 著作権リフォーム論 
①スーパーJASRAC誕生？ 

• 日本音楽著作権協会 （JASRAC） J-WID作品数 326万曲 
• 「音楽集中管理センター」構想 （文化審議会報告書） 
   
• 書籍版JASRAC構想 （いわゆる三省デジタル懇談会） 
• 日本出版インフラセンター（JPO） 「出版情報登録センター」 

 
• 「映像版JASRAC」構想 （経団連） 
• 映像コンテンツ権利処理機構 （aRma：著作隣接権） 

 

⇒ 各種データベースをネットワーク化し、統一の作品登録制度
を創設 

⇒ 権利の集中窓口処理を促進 



権利情報データベース 

＊  JASRAC作品データベース検索サービス「J-WID」 
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/  （326万曲収録、2015年時点） 



②パブリックライセンスの活用 

赤松健氏＋コモンスフィアの
「同人マーク」運用開始 
・デッドコピー不可、二次創作OK 

・即売会当日、紙の同人誌のみ 

クリエイティブ・コモンズライセンス（CC） 

Image from commonsphere 

https://commonsphere.jp/doujin/#s

mall-files  CC BY 2.1 JP 22 



Wikipedia 

 

Wikipedia（「鳥獣人物戯画」）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E7%8D%A3%E4%BA%BA%E7%89%A9%E

6%88%AF%E7%94%BB CC BY-SA 3.0 



③孤児著作物の活用、 
アーカイブ促進策 

• 文化庁長官裁定」で孤児著作物は利用可能 

⇒運用改善、更なる抜本策協議中。未登録作品は利用可に？ 

 

• 国会図書館規定：無許諾での資料デジタル化が可能（31条2
項） 

⇒絶版その他一般に入手困難な図書館資料は、全国の図書
館等*に配信可に（31条3項） 

※公立・大学図書館、美術館・ 博物館含み、司書等の設置要 

⇒2015年：デジタル化・配信元を全国の図書館等に事実上拡
大（文化審議会小委員会報告） 

⇒ナショナルアーカイブ法制であり、孤児作品配信可能に 
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④フェアユースの可能性 

• 市場で原著者に影響の少ない公正な利用は
無許諾で可能とする例外規定（米国法107条
ほか） 

• 日本でも度々導入論⇒小規模改正、の連続 
 

• 2014年12月 文化審議会「クラウドサービス等
と著作権に関する報告書案」 
⇒「契約や現行の権利制限規定で対応」 



ＴＰＰ知財条項 

• 著作権・隣接権保護期間の大幅延長 

• 広汎なDRMの単純回避規制  

• 法定損害賠償金の導入 

• 著作権・商標権侵害の非親告罪化   ほか 

⇒知財の強化・アメリカ化が進行？ 

 

⇒セーフガードとしての日本版フェアユース論、
孤児著作物対策、登録制導入論･･･ 



グループワーク・テーマ 

今日の話を聞いて、あなたなら著作権をどう変えますか。 

 

具体的に1点挙げて、政治家を説得する言葉と共に 

1分でプレゼンして下さい。 


