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１．はじめに 

本稿においては、著作権観念の歴史的形成と情報生産の歴史を二次文献に依拠して概観

し、そのうえで現代におけるインターネットでの共同的知的生産活動がどのような著作

権・オーサーシップの観念を生みうるか考察する。著作権概念の歴史的形成を追跡するに

当たっては、とくに芸術とテクノロジーと著作権概念の関係に着目する。本稿は、文献学

的厳密性を求められる法学や法制史の論文ではない。むしろ先行する多くの分野の成果を

概括的に総合して、著作権概念と情報生産の歴史を素描し、現在起こりつつある著作権と

オーサーシップの観念の変化を概括的に理解することを目指す。 

 

２．現代における CGMの隆盛と著作権概念 

インターネットにおいては、コンシューマー・ジェネレイテッド・メディア（CGM）と

呼ばれる、インターネットユーザーがその内容を発信しほかのユーザーと交流することで、

メディア利用経験を享受するサービスが盛んに利用されている。学術ネットワーク時代の

インターネットで多くのユーザーが特定のトピックスについて情報・意見交換に利用した

ネットニュースに始まり、匿名電子掲示板の２ちゃんねるに代表される電子掲示板（BBS）

サービス、YouTube やニコニコ動画などの動画投稿・動画共有サイト、Facebook や mixi

などのソーシャルネットワークサービス（SNS）、個人放送局にも例えられる Twitterなど、

盛んに利用されている CGMの例は数多い(土屋・大谷 2012: 33-49, 67-82)。 

 CGMにおいては、ユーザー同士の掛け合いや応答によって情報内容が徐々に形成される

ことが多いうえ、少なくないユーザーが自分自身の身元を明らかにしない匿名による情報

発信を行っている。確かに、ユーザー同士の掛け合いや応答による情報内容の形成は、座

談会と同じで共同著作物であると、著作権法的には理解できるであろう。また、匿名の著

作物についても著作者は著作権を当然行使できる。しかしながら、インターネットユーザ

ーの意識は現代の著作権法における著作権の規定とかならずしもかさなっているとはいえ

ないようにおもわれる。匿名のインターネットユーザーが最初投稿した BBS の記事や

Twitterのツイートが何度もコピペされて流通し、ときに有名なコピペを踏まえて本歌取り

のように一種の「二次的創作」が行われる。ユーザー同士の掛け合いや応答によって形成

された情報内容について、剽窃や悪意ある利用がない限りオーサーシップや著作権を主張

するよりも、お互いに楽しめる時間を共有した事実を喜び、お互いに学び合った満足感と

尊敬を重要視するインターネットユーザーも少なくないだろう。現代の著作権法が前提と

する著作権概念とインターネットユーザーの意識がずれているのではないかという仮説は、

すでに古くからパソコン通信でのユーザーによる創作やユーザー同士の交流においても指



摘されてきたところである。 

 ここでは、インターネットユーザーの意識と著作権法の規定やその規定が前提とする著

作権概念とがずれている可能性を確認しておこう。このずれをどう考え、どうするべきか

が、本稿における第一の問題意識である。 

 

３．著作権法と著作権概念の歴史的形成 

 現代の著作権法の規定が前提とする著作権概念が歴史的に形成されてきた事実は、多く

の先行研究によって示されている。必ずしも現代の著作権法の規定やその規定が前提とす

る著作権概念は、必然的なものではなく、近世・近代を通じて著作物市場を安定的なもの

とするために必要とされた制度であった。 

３－１ パトロネージュと出版特権 

 芸術作品の模倣や文芸作品の海賊版を規制する制度は、15～16 世紀にヨーロッパにおい

て登場した。芸術作品の模倣を防ぐ制度は芸術家保護の王によるパトロネージュの一環と

して登場した。文芸作品の海賊版を規制する制度も、王が与える特権であった。つまり、

著作権の原型は、現代の著作権のように、一定の要件を満たせば誰にでも与えられる法的

権利ではなく、王が与える特権として登場したのである。 

前者の制度は、ルネサンス期のイタリアで芸術家に散発的に特権が与えられたほか、フ

ランスにおいては劇場の保護として展開した(Burke 2000=2004: 224-232;May 2002; 

Davis 129-135; 宮澤 19-35)。後者の制度は、イギリスおよびフランスで、著作権の原型と

なる出版・印刷特権として生まれ、発展した。日本の江戸時代における版権（板権）につ

いては、大谷[2013]に簡単に要約した。その他の国の初期の制度に関しては、残念ながら筆

者には知見がない。 

イギリスおよびフランスにおいては、首都の印刷・出版業組合に対して、ある作品の独

占的な印刷・出版を行う特権が与えられた。首都の印刷・出版業者にのみ特権が与えられ

たのは、通信･交通が発達しない時代、政府に物理的距離が近いため、業者を監督しやすい

からである。いずれの制度にも、出版物の登録制度と、それに組み合わせた検閲がともな

っていた。イギリスにおいては、当初検閲は星室庁が担当したが、やがて出版・印刷業組

合が実質的に検閲を代行することとなった。そして、この出版特権は相続され、組合内で

取引される財産であった。16 世紀においては、暦や教科書など確実に販売が見込まれる商

品について出版特権を得ることが、業者にとってはうま味があり、人気の高い出版物の独

占権は複数の印刷・出版業者によって共有されることもあった[Feather 1981=1987; Davis 

129-135; 宮澤 19-35]。 

日本において、版権の成立は、私的組合である「講」による自治の中から生まれた。享

保 7 年の出版令によって、講は後任の組合（仲間）となり、検閲と結びつく形で出版特権

が成立した。版権は相続され、組合（講、仲間）の間で取引された。享保の出版令以降の

版権（板権）は、いくつかの相違点はあったものの、イギリス・フランスの出版特権とよ



く似ていた[中野 2011: 55-60; 藤實 2010]。 

つまり、競合版規制は、印刷・出版業組合の権益保護と出版物検閲の組み合わせであっ

て、現代のように、著作者（クリエイター）の権利を保護する制度とは異なっていた。 

 出版特権の登場は、イギリス・フランスおよび日本の例を見ると、印刷・出版業および

出版市場の成立と深く関係していることがわかる。印刷・出版業は、従来の写本生産と比

較して短時間・低コストで多数の部数の書物を作成できる活版印刷術の登場とともに登場

した業種である。出版・印刷業者から見れば、競合する版が登場することで機会利益が奪

われることとなり、投資から得られる利益が減少することとなる[大谷 2011: 大谷 2012a]。

彼らは、できるだけ多くの利益を得るため、王に対して独占権を求めたのであった。それ

に対して、政府は自らの権威に挑戦する書物や冊子の出版を差し止めたいと考えていた。

このように、出版・印刷業者と政府の利害が一致したところに、出版特権が成立した事実

は、ヨーロッパにおける著作権史および東西の出版史で解明されてきたところである。 

３－２ 著作権法の成立 

 ここでは紙幅の関係から、イギリスにおける著作権法の成立過程を簡単に紹介する

[Feather 1981=1987; Davis 27-74: 白田 1998]。 

イギリスでは、国王派と議会派の内戦に始まるピューリタン革命期には、出版許可制に

対する攻撃が強まり、印刷・出版業組合による出版の独占が崩れた。内戦時代には国王に

よる検閲の力は弱まり、国王派と議会派がそれぞれパンフレットを印刷して宣伝戦を行っ

た。内戦と王の処刑後の共和政時代には、ジョン・ミルトンの『アレオパジティカ』など

言論の自由を擁護し、出版許可制を攻撃する論文やパンフレットが出された。 

 王政復古期の 1662年には、印刷法が制定され、再び出版許可制が復活した。この法律は

時限法であったうえ、ロンドン印刷・出版業組合は検閲する権限を失った。名誉革命後ま

で印刷法は更新されたが、1695 年に印刷法を更新する法案は、組合のロビイングにもかか

わらず否決された。その後組合は繰り返し議会に働きかけたが、印刷法は復活しなかった。 

 1707 年、卸売業者を中心として文芸的財産権の保護を求める請願を行い、この法案は

1709 年の議会で成立した。この法律は「学習奨励のための法律」と呼ばれ、その内容から

1709 年著作権法（もしくは 1710 年著作権法）と呼ばれる。本書においては、出版者の権

利を中心とする法律であったことから、著作者の権利が確立する以前のコピーライトに関

する法律はコピーライト法と称する。 

 1709 年コピーライト法は、既存の著作物については著作権所有者に対して 21 年間権利

を認める一方、同法成立後の著作物については 14 年間保護され、さらに 14 年間保護され

る可能性があるという内容のものであった。この法律は書籍業者の請願によってできたも

ので、既得権益者である出版権所有者の利益を保護するものであった。だから、法案の第

一草稿では著者の権利について触れた条文があったが、委員会の審議の中で除去されてし

まった。1709 年コピーライト法は世界初の著作権法とされる場合が多いが、著作者の権利

ではなく、出版者の権利が依然保護対象であった。 



 イギリスにおいて、著作者の権利が確立するには、19 世紀初めの、新聞小説や定期的に

発行される冊子体の小説の流行を待たねばならなかった。ディケンズやカーライルなど読

者に支持される作家が強く議会に働きかけることで、1814年にコピーライト法が改正され、

著作者の権利が認められることとなった。この後も著者たちの積極的な働きかけは続き、

1842 年に著作権法が改正されると、保護期間は 42 年間か著者の死後 7 年のいずれか長い

方とされた。つまり、出版者の権利保護から著作者の権利保護へとコピーライト法の内容

が変わるまでに約 1世紀がかかったのである。 

 

３－３ テクノロジーの変容と著作権法の展開 

 19 世紀以後、著作権制度は、新たな知識・情報の複製・流通技術の登場によって、その

対象とする範囲を拡大してきた。著作隣接権の創設に加えて、保護対象となる著作物も拡

大してきた。また、著作権の保護期間も延長される傾向が見られる。著作者人格権は、1928

年のベルヌ条約改正において導入され、各国の著作権法に導入されることとなった。 

 19 世紀後半には、活字の世界においては、出版物の氾濫が生じた。定期刊行物について

は、政論新聞から大衆新聞への転換が起こった。高速印刷機が登場し、識字率向上や広告

掲載による価格低下とともに新聞の発行部数が増大した。書籍の発行および需要も盛んに

なり、当時の先進国のイギリスでは海外から低価格の海賊本の流入が問題となった（ベル

ヌ条約制定への大きなきっかけ）[Feather 1981=1987: ; 吉見、水越 2005:25-35]。 

 19世紀から 20世紀初頭にかけて、新しい情報の複製・流通技術が次々と登場した。 

1840年代には、アメリカやイギリスで電信の普及が開始され、1876年には電話が発明さ

れ、1880 年代以降米国内および世界中に電話ネットワークの整備が始まる。1839 年には、

写真の原型であるダゲレオタイプが登場し、1888 年にはロールフィルムの開発によって、

写真の撮影・現像が容易になったことから、写真技術が急速に社会に普及した。1850 年代

には、オルゴールのように事前のプログラムによって自動的に演奏される自動ピアノが登

場し、普及した。また、1870 年代後半には、トマス・エジソン、チチェスター・ベル、エ

ミール・ベルリナーらが相次いで蓄音機を開発・改良し、幾たびかの改良を経て 1880年代

後半以降蓄音機とレコードの普及が始まる。映画は、1891 年にはエジソンがのぞき穴式を

開発し、1895年にはリュミエール兄弟がスクリーン投影式を開発した。1896年にグリエル

モ・マルコーニが実験に成功した無線電信は、1900年には太平洋間通信が実現した。1910

年代には音声を AM 信号として搬送できる電波を発生できる高周波発電機と増幅装置であ

る三極管の発明によって、無線で音声を運ぶことができるまでになった。1910 年代には、

アマチュアが無線を使って自分が所有するレコードの音声などを放送する遊びが始まって

いたが、1920年にはウェスティングハウスが定期的なラジオ放送を開始した。 

 こうした新技術の登場によって、著作物の新しい利用法が拡大し、それに対応するため

にイギリスなどでは判例によって著作物の保護範囲を広げていった。フランスでは、1791

年法においてすでに劇場で上演・演奏される演劇および音楽の保護が行われていたが、1902



年に作曲家が著作者として規定された。ドイツでは、1901年に音楽著作物が著作物とされ、

1907年には造形美術および写真を著作物とする著作権法が制定された[Davis 2002: 27-42, 

135-143, 179-202]。 

新技術の登場に積極的に立法的対応を行ったのはアメリカである。1831 年の著作権法改

正により音楽著作物が保護対象となり、1865年には写真が保護対象とされた。1909年には、

大きな著作権法改正が行われ、1912 年の著作権法改正で映画が著作物に含められた[Davis 

2002: 75-99]。 

 ラジオなどの放送における著作物の利用においては、著作権集中処理機関の役割が大き

い。著作権集中処理機関は多数の権利者を代理して著作物の利用者と交渉し、包括的利用

許諾契約などを結ぶことによって、権利者を保護するとともに著作物の流通・利用を促進

する機能がある。 

フランスにおいては、18 世紀末にすでに演劇の上演に対する権利使用料金徴収を行う業

者が登場していた。1829年、これらの徴収業者を母体として、演劇著作者作曲家協会（SACD: 

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques）が設立された。また、1851年に、音

楽著作権管理を行う作詞家作曲者音楽出版協会（SACEM: Société des auteurs, 

compositeurs et éditeurs de musique）が創設された[Pares 1953=1988]。 

アメリカにおいては、SACEM をモデルにして、1914 年に米国作曲家作詞家出版者協会

（ASCAP: American Society of Composers, Authors and Publishers）が設立された

[Sanjek 1988: 37-44]。 

1920 年代半ばから、ASCAP はラジオ放送の著作権料金徴収を開始した。それまでラジ

オ放送の多くはラジオ受信機販売による利益を利用して放送する無料放送だったが、AT&T

が開始した広告放送へと大きく舵を切っていった[Sanjek 1988: 74-90]。 

その後、アメリカにおいては 1930年に音楽著作権集中処理機関として、米国ヨーロッパ

作詞家作曲家協会（SESAC: Society of European Stage Authors & Composers）、1940年

に米国放送音楽法人（BMI: Broadband Music Incorporated）が設立された[Sanjek 1988: 

175-182]。 

現代においては、コンピュータとインターネット、家庭用複製機器の登場によって、大

きく著作権法が変貌した。アメリカにおいては、1880 年の米国著作権法改正によってコン

ピュータ・プログラムが著作物とされ、劣化の少ない家庭用デジタル音楽複製装置の普及

に対応して 1992 年にはオーディオ家庭レコーディング法が制定された。2000 年に施行さ

れた著作権法改正は、デジタルミレニアム著作権法（DMCA: Digital Millennium Copyright 

Act）と呼ばれ、コピープロテクトおよびアクセス制御手段の回避の違法化やインターネッ

トプロバイダの責任制限など、インターネットやパーソナルコンピュータの家庭への普及

に対応する内容であった。DMCA は著作物に係る権利者の権利保護を増した一方で、複製

を制御する権利として成立したコピーライトを視聴や閲覧というアクセスの制御にまで範

囲を広げ、プロバイダや管理者の責任制限にともなって、情報発信者情報の開示や発信制



限を定めており、運用によっては言論・表現の自由などに影響を及ぼすという懸念も示さ

れている[Davis 2002:87-99; 名和 2006 ]。 

３－４ 小括：市場・テクノロジー・著作権 

 著作権法の歴史を概観すると、次のことが明らかである。 

１）「コピーライト」の思想は、当初印刷・出版業組合の構成員の特権から始まった。これ

は、イギリス・フランスで同一である。日本の板権も同じようにして生まれた。ただし、

日本の場合は私的組合による特権の相互承認が、公的権力による特権の承認・保護に先立

つ。 

２）コピーライトは、書籍・冊子の市場の成立および発展と深い関係がある。つまり、コ

ピーライトは、市場取引から得られる利益を保護するための特権として出発している。 

３）イギリスおよびフランスでは、王の権力が弱まったり、革命が起きると、組合の特権

が廃止された。なお、日本においては、戊辰戦争後、明治政府による株仲間解散とほぼ同

時期に板権保護を目的とする法律（明治 2年出版条令）が出されている。 

４）イギリスにおいては、著者の権利が認められるまでには、コピーライト法成立後 100

年かかっている。それもマスメディアと読者大衆の成立によって、著者が経済的・社会的

に力をもつようになり、議会に対して有効に働きかけを行うことが、法律改正には必要で

あった。 

５）新しい情報複製・流通技術の登場を追いかけて、著作権法や関連する制度は変容して

きた。テクノロジーやテクノロジーを応用する新ビジネスの登場によって、著作権制度は

大きく変容してきた。 

 著作権（コピーライト）は、クリエイターと著作物流通事業者のインセンティブ保護と

市場秩序の維持の二つの機能を有しており、天賦人権とは異なると筆者は論じたことがあ

る。これは、上記の歴史を見ても明らかである。著作権（コピーライト）は、文明や時代

を通じて普遍的かつ永遠の思想ではない。しかしながら、現代においては著作権法が、市

場秩序の維持や情報・知識創造の促進という目的とは反する形で、著作物流通事業者の権

益保護に利用されている可能性がある。筆者は、この根幹にはインセンティブ論の行き過

ぎという思想的・哲学的問題があると指摘した[大谷 2011]。 

 

４．匿名かつ集合的な知識・情報生産のオーサーシップ 

 オーサーシップ（著者性）とは、著作権の世界においては、著作者と著作物とを結ぶ「不

滅の絆」であるとされる。著作権の世界を離れれば、著者は作品の源泉であって、著者が

作品の真正性やその内容に責任を持つと考えられている[名和 2002: 118-122]。 

現代においては、一般的に、著作者が誰であるか確定でき、著作者が著作権をもつこと

が当然と考えられている。ＣＧＭにおいては、明らかにこの原則が揺らぎ、民話や伝説の

ような匿名的1かつ集合的な情報生産の世界におけるようなあいまいかつ不分明なオーサー

                                                   
1 ここで、匿名的とは何か仮名を利用することや名前を表示しないという意味ではなく、発



シップが当然となるであろう。 

 インターネットにおける情報生産・伝達を見ると、仮名であれ実名であれ作者を表記す

る記名的な情報に加えて、匿名的かつ集合的に生産・伝達される情報にあふれていること

がわかる。 

組織化された無秩序とでも言うべきオープンソースソフトウェア開発は、記名的情報生

産・伝達が基本である。オープンソースソフトウェア開発においては、多くの人々の献身

的な活躍によってコンピュータソフトウェアの開発と保守が行われる。人びとの名前は仮

名・実名によって開発者コミュニティに知られ、科学者コミュニティと同様にメンバーや

外部者の承認や称賛が貢献に対する報酬である（Himanen 2001=2001: Moody 2001）。

Wikipediaにおいては、記名性は薄れる。高度な編集作業を行える登録ユーザーは仮名であ

っても登録が必要であって、誰が編集作業を行ったかという痕跡は半永久的に残るものの、

項目の作者が誰であるかという意識は、一般には薄い（Lih 2009=2009）。 

さらに、ＣＧＭにおいては、記名的な情報に加え、大量の匿名的かつ集合的な情報生産・

伝達が行われる。とくに、匿名電子掲示板の２ちゃんねるにおいては、誰が作成したか不

明なＡＡ（アスキーアート）や、誰かが思わず書き込んだ名言や迷言の類が多くの匿名者

によってコピペされて再利用・再々利用されるだけでなく、わずかずつ変更を加えて改良

されたりパロディが作成されたりする。 

匿名的かつ集合的な情報生産・伝達においても、情報生産活動を維持するために知的財

産権を行使する必要が生じる場合がある。たとえば、ＡＡを勝手に企業が商標登録したり、

キャラクター商品化したりするなどの場合に、対抗する必要が生じる場合がある。この場

合には、匿名的かつ集合的な情報生産・伝達の場を提供する企業や個人が知的財産権を取

得し、代表して行使することとなる2。 

しかし、その場合でもＡＡのオーサーシップは確定しない。誰が著者であるかというは、

匿名的かつ集合的な「名無しさん」の海の中に消えてしまうだろう。このオーサーシップ

が確定しない状態は、民話や伝説の生産と伝達の過程に近い。ＣＧＭにおける情報生産・

伝達は、民話や伝説の情報生産・伝達と同様に匿名的かつ集合的であって、著作権を帰属

する主体はあくまでも便宜的なものでしかない。場を提供する者が知的財産権を取得し行

使することが現在は当然とされているが、民話や説話、伝説を書きとめた者が知的財産権

を取得し行使することに奇妙さを覚えざるを得ないように、世代が移り変わるとともに、

知的財産権の便宜的扱いに無理が生じる事態も容易に想像できる（名和 2003）。 

                                                                                                                                                     
言と発言主体とを対応させることが難しいという意味での、発言と発言主体との間に連結

困難性があることを意味する。匿名性の多義性と連結困難性については、大谷[2008: 第 4
章]を参照。 
2 ２ちゃんねる発祥のキャラクターのギコネコをエイベックスが許諾なく使った事件が有

名である。「のまネコ問題」『Wikipedia』
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%83%8D%E3%82%B3%E
5%95%8F%E9%A1%8C>（最終アクセス日：2011年 11月 23日）を参照。 



ところで、Foucault やWoolfは、印刷術の到来とともに、民衆による匿名的かつ集合的

な文学の時代は去り、記名的な作者が登場したと語っているものの、確実な歴史的根拠は

ない。Foucault [1969=1999]は、活版印刷術の普及と著作権制度の創設、職業作家の誕生

の３者を相関させて、文学の世界において記名的な作者が登場したと論じている3。Woolf 

[1979]は、「アノン」という民衆文学の著者たる仮想的人格を想定し、「アノン」が民主的文

学や民謡を口ずさむ時代から、シェイクスピアを経て、活版印刷以降の時代になると、ア

ノンは沈黙するといった空想的な英文学史を描き出している（出淵 1991）。 

 彼らが言うように、匿名的かつ集合的な文学や知識が存在したことは確実なものの、活

版印刷術の普及が匿名的かつ集合的な文学を私たちの生活空間から追い払ったとは言えな

いように思われる。匿名的かつ集合的な文学や知識は口承による伝達が行われてきた。

Eisenstein[1983=1987]が描いたように、私たちのコミュニケーションや知的世界は活版印

刷術登場以後に大きく変貌したとはいえ、口承文学の伝統が途絶えたわけではない。昔話

や神話、伝説の類は、文献で追跡できる歴史の彼方から現在まで連綿と続き、活版印刷術

以後、民衆に伝わる昔話（民話）や神話、伝説の採録が行われた事実を見逃すべきではな

い。ペローやグリム兄弟、柳田邦男らの物語作者や民俗学者によって書きとめられ、印刷

物に固定されて現代まで伝わる民話はあまりにも有名である4。伝承されてきた民話や伝説

ではなく、江戸時代には、同時代の噂話や都市伝説の類を書きとめた根岸鎮衛の「耳袋」

もある。現代においては、『消えるヒッチハイカー』（Brunvand 1981=1987）に始まる民

俗学における都市伝説研究が知られる。これら民話や伝説、神話の類の情報生産・伝達は

匿名的かつ集合的なものである。 

 ＣＧＭによる情報生産・伝達は、民話や伝説、神話のそれときわめて近づいていく可能

性があり、オーサーシップはあいまいかつ不分明となり、世代を重ねることでＣＧＭにお

ける知的財産権とオーサーシップの軋みは拡大するのではないか。 

 

５．まとめ 

 本稿においては、著作権法の歴史を概観し、芸術やテクノロジーの発展と著作権法の登

場・変容が相関している事実を確認した。つまり、著作権を天賦人権であると考えること

はできない。大谷[2011]で論じたように、著作権は、表現・言論の自由などの情報や知識に

関する諸価値を損ねることがないように、著作物の市場秩序の維持と著作物生産のインセ

ンティブを考慮して設計される必要がある。 

 インターネットの登場も著作権法に大きな変容を迫ってきた。著作権法に対して直接の

インパクトを与えないと思われるものの、インターネットにおけるＣＧＭの普及は、近代

                                                   
3 書物史の開拓者の一人である Chartier[1992=1993:66-135]が、この説を実証的に批判し

ている。現在の著作権史・出版史の知識から見て、Chartierが明らかに正しいと思われる。

また、大谷[2012b]も参照。 
4 Darnton[1984=2007]は、民話をもとにアンシャンレジーム期における無文字の民衆的世

界の再現を試みた。 



的な著作物のそれとは異なるあいまいかつ不分明なオーサーシップを提示している。ＣＧ

Ｍにおける匿名的かつ集合的な情報生産は、民話や伝説の生産・伝達におけると同様、そ

の著者が誰であるか確定しがたく、不分明である。口承によって伝わり、意識的に誰かが

書き留めなければ、記憶とともに消えてしまう民話や伝説と違うのは、ＣＧＭによる匿名

的かつ集合的な情報生産は半永久的にインターネットのどこかに残るだろう点である。 

現在のところ、匿名的かつ集合的な情報生産の産物は、その著作権を情報生産の場を提

供する者に譲渡するとして、知的財産権処理が行われているものの、（著作権法で言うなら

ば著作者人格権に当たる）オーサーシップは宙に浮いてしまっている。インターネットユ

ーザーの意識と著作権法の規定やその規定が前提とする著作権概念とがずれている可能性

を冒頭指摘したが、著作権概念とオーサーシップとのずれがこの正体と言えそうである。

著作権とオーサーシップの軋みは現在まだ小さいものの、将来的に拡大され、問題化され

る可能性を含んでいる。 
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