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第一章第一章第一章第一章    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 知的財産基本法第 23条により毎年作成・公表される「知的財産推進計画」では 2016年版から

2018年版まで、「AI生成物」といわれる新しい生成物の問題が取り上げられている（各知的財産

推進計画は https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/首相官邸知的財産戦略本部 HPより）。もち

ろん今までも例えば著作権審議会第 2小委員会が「コンピュータ創作物」の著作物性等について

の検討も行い、昭和 48年 6月に報告書を公表している。さらに、「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」が平成 5 年 11 月に公表されており、同様の問題が従来から議

論されていたといえる（http://www.cric.or.jp/db/report/h5_11_2/h5_11_2_main.html）。 

 AI 生成物とコンピュータ創作物の最大の相違点は、知的財産推進計画 2017 年

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20170516.pdf）によると AI 生

成物が「人間の創作的寄与がない、AIが自律的に生成したもの」とされる点であり、その場合に

おいて著作物性は無いとされる。一方、「AI を活用した創作について、AI 生成物を生み出す過

程において具体的な出力である AI 生成物を得るための人間の創作的寄与があれば、『道具』とし

て AI を使用したものと考えられ、当該 AI 生成物には著作物性が認められる（知的財産計画

2017 年 p.13）」と人間の創作的寄与がある場合は著作物性があるとされる。AI 生成物であるか

否かは、人間の創作的寄与があったか否かによるものとなっている。 

 現在、AIによる創作活動は国内でもプロジェクトが進められており、例えば、2012年 9月に

スタートした、公立はこだて未来大学の松原仁教授を中心にしたプロジェクトチームの活動

（https://www.fun.ac.jp/~kimagure_ai/index.html）が非常に有名である。ここでは、AIによる

星新一風のショートショート創作が目指されており、「人工知能創作小説、一部が『星新一賞』1

次審査通過」https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H3S_R20C16A3CR8000/（日本経

済新聞）と報道されるように、このプロジェクト（「きまぐれ人工知能プロジェクト作家ですのよ」）

及び鳥海不二夫・東京大学准教授らによる「人狼知能プロジェクト」（http://aiwolf.org/）により

生み出された作品の一部が人間による通常の作品コンテストの一次審査を突破するなどある一定

の成果があげられている。前者は、「登場人物の設定や話の筋、文章の『部品』に相当するものを

人間が用意し、AI がそれをもとに小説を自動的に生成した」（前掲日本経済新聞記事）ものであ

り、後者は「『人狼ゲーム』という人気のある推理ゲームを AI同士にやらせ、面白い展開となっ

たものを選んで、それを人間の手で文章にした」（前掲日本経済新聞記事）ものである。 

 このように AI を活用した創作活動も進められつつあり、このような創作分野に限らず、あら

ゆる分野で AIを用いたイノベーションとでもいうべき様々な AIの活用提案がなされている。 
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この新しい事態に対しては極めて広範な領域から社会全体に至るまでの多様な論点が示され、

まさに百家争鳴で三者三様、十人十色な意見がいたるどころで登場している1。 

 この件に関しては知的財産法に関しても並行して様々な動きがあり、非常に多くの検討がなさ

れている。例えば、文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ（2017 年 2 月

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/h2902_chukanmatome.pdf ）

では、「（前略）具体的には、IOT・ビッグデータ・人工知能などの技術革新とともに、情報の集

積・加工・発信の容易化・低コスト化が進んだことを受け、大量の情報を集積し、組み合わせ、

解析することで付加価値を生み出す新しいイノベーションの創出が期待されており、政府の知的

財産戦略本部における議論においても、これを促進するとともに、社会を豊かにする新しい文化

の発展に結び付けていくための次世代の知財システムの構築の必要性が述べられている」（文化審

議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ p.4）と、新しい文化の発展と相互リンク

する形で人工知能（AI）の話題に触れている。また、AI を用いた創作の具体的な保護の在り方

について経済産業省が公表した「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する

検討会」の報告書（http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170419001-1.pdf）で

は「（前略）データ利活用についての社会的な理解が十分に醸成されていないこともあり、データ

の利活用の範囲は限定的なものとなっている。特に工場において発生する製造に係るデータの場

合、競争力に直結したアイデアやノウハウを含む場合もあり、企業間でのデータ利活用は極めて

慎重である。これらのデータの保護を考える上で、AI に学習をさせていくような学習用データ、

この学習用データを構築する前のデータ、そして AI がそれぞれデータを得ながら賢くなってい

った後の学習済みモデルに含まれるパラメーターといった、技術の進展に伴って現れたデータに

ついては、創作性が認められる場合には著作物、発明該当性を満たせば特許、①秘密管理性、②

有用性、③非公知性の三要件を満たす場合には営業秘密として保護され得るが、現行の知財シス

テムの中での保護の範囲や新たな保護の必要性について、明確な整理がなされているとはいえな

い」（第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方について pp.3-4）といった指摘があ

る。 

                                                  
1AI に関連付けた議論は法律学も含めてほぼ全分野において多種多様なかたちで論ぜられている。

それらをまとめるだけで恐らく、あらゆる学問分野の議論の一端に触れることができるだろう。

論ずるスタンスも極端な悲観論から楽観論、急進的議論から保守的なものまで文字通り極めて幅

が広い。AIによりすべてが変わるというものから何も変わらないというものまで、その幅は広い

が、未来を確実に人間が予測することが困難である以上、最終的には歴史的に後々の世からどの

言説が一番適当であったかを判断するほかないだろう。そのような中で当面の著作権法に関して

の法解釈を考えるものが本稿であるといえる。 
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 本稿では、AIおよび AI生成物の法的問題に関して、立法論及び政策論に関して一旦は留保し、

現行法を前提とする解釈論を展開する。立法論及び政策論を保留して論を進めるのは、AIをめぐ

る諸状況は極めて流動的であり、現時点で的確かつ妥当な内容を提示して国民的コンセンサスを

得ることは難しいと考えられるためである。このような場合はまず現行法の解釈論を優先して解

決を目指す姿勢が重要であると考える。立法論ではなく、解釈論による解決を目指す理由の詳細

は最終章にて後述するが、AIのみを念頭に立法論や政策論を論ずることは視野狭窄であり、これ

らは AI を超えたもっと広い全体的な視点で論ぜられるべきものである。解釈論として、本稿で

は、いわゆる AI生成物に関してのオーサーシップに着目し検討する。仮にいわゆる AI生成物に

著作物性が無いとしてしまった場合でもその生成物について帰属主体は必要であり、また私見で

は何らかのかたちでの費用回収はできる解釈論が必要だと考えている。 

 具体的には次のように本稿は考察を行った。 

 まず、この問題に関してはすでに、複数の優れた学説が主張されているため、これらを検討し

た。次に、日本における著作者認定について研究を行った。そのために、条文をよく精査し、前

提となる第一条、第二条（特に著作物性を定める 1 項 1 号、著作者を定める第 2 号、）プログラ

ムを定める第 2条第 1項 10号の 2、データベースを定める同 10号の 3、二次的著作物を定める

同 11号、共同著作物を定める同 12号、編集著作物を定める第 12条、職務著作を定めた第 15条

について濃淡はあるが、学説と関連した判例を解析した。 

 その結果、最も重要視され、また重要視すべきものは「創作性」であることが分かった。また、

創作性は学説にもよるが、判例などで多くの場合「個性の発露」があるか否かで決定されること

発見した。そのため、いわゆる「AI生成物」においても「個性の発露」がある場合は、その個性

を与えた者にオーサーシップを与えるべきではないかと考えた。反面、個性の発露の無いものに

オーサーシップは不要と考えた。 

 そこで、オーサーシップについて、①AIに与えるべきというもの、②プログラマーに与えるべ

きというもの、③ユーザーに与えるべきというもの、④パブリックドメインにすべきというもの、

⑤枢要な行為者に与えるというもの、⑥創作性を与えた者にあたえるというもの、⑦関係者が共

同著作者になるというもの、以上を比較して、やはり創作性を付与した者へオーサーシップを割

り当てることが最適との結論に達した。なお、あくまでもオーサーシップであり、知的財産推進

計画 2017 年等と矛盾するものではない。私見は、創作過程を勘案するのではなく、意匠法的だ

が、需要者視点で、生成物を閲覧し、創作性（＝何者かの「個性の発露」がある）か否かをまず

判定する。創作性があるとされれば、その創作性を与えた者＝個性が表れている者へオーサーシ
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ップを割り当てるというものである。多くの場合、この条件を満たせば、この生成物は著作物性

も満たすこととなるが、仮に「AI 生成物を得るための人間の創作的寄与」がなかったとしても、

帰属主体は必要との考えから、帰属主体を割り当てるためのロジックとなる。またこれは、法改

正などで、仮に著作権法でも方式主義による登録が必要となった時でも用いることのできるロジ

ックでもある。 

 本稿は次のような論文構成をとる。まず、第二章にて問題の所在を確認する。次の第三章にて

先行研究レビューを行う。ここでは AI 生成物のオーサーシップに関する先行研究の他、関連す

る条文解釈の確認、法律解釈に関しての基礎的確認、関連する判例、学説さらには技術的社会的

諸研究がある。次に第四章にて私見を表明し、第五章にてその私見の比較的妥当性を検証する。

最後に、終章にて全体のまとめを行う。これは、「IRAC」構成（加賀山茂著「ビジュアル民法講

義シリーズ１民法入門・担保法革命」信山社 2013年 pp.30-31）を意識したものである。すなわ

ち、これは第二章が「Issue」に、第三章と第四章が「Rule」に第五章が「Application＆Argument」

に終章が「Conclusion」にあたる論理的構成である。なお、本稿はできるだけ幅広い視点から議

論（Argument）を重視した記述を心がけ、できるだけ対立する意見を拾い上げ、議論状況を明

らかにすることとした。そのため、少々主張が読み取りにくいところもあるかもしれない。しか

し、私見において、法律学は裁判実務がそうであるように相対する様々な葛藤（conflict）を乗り

越えて最終的に良い解法を見出すものであると考えている。法律方法論としてトゥールミンの議

論構造はよく持ち出されるところであるが、本稿もできるだけそれを意識した「議論」を随所に

盛り込みたいと考えている2。参考として前掲書の加賀山 2013と平井宜雄著「法律学基礎の研究

－平井宜雄著作集Ⅰ」有斐閣 2010 年に法律方法論が詳しく記載されており、トゥールミン図式

もそれぞれ示されているので掲示しておく（巻末図表１）。 

 

第二章第二章第二章第二章    問題の問題の問題の問題の前提と前提と前提と前提と所在所在所在所在    

 最初に問題の前提と所在を明らかにする。ここでは第一節で、今回の問題の基底に流れる自身

                                                  
2議論にあたって、基本的に主張者の名前をあげて次に具体的主張内容の文献を示すというかたち

をとっているが、更に次のように表記を使い分けた。法学系によくある○○説または○○理論（我

妻説、星野説、加賀山説・加賀山理論）と同じように主張者の人名・組織名を表記して、主張内

容がわかるものは人名・組織名表記とした（例：加賀山）。この場合は主要な参考文献を先に示し

て、のちは人名・組織名表記だけとなる。一方、その後も特定の文献を示したほうが適切な場合

は前掲書著者名＋発行年と表記した。両者の差異に際立った区分は設けていないが、人名等のみ

は本人の主張が強く打ち出された主張者の理論と私が理解したものとなる。後者はある文献に○

○と記述されているとの報告になる。また人名は基本的に呼び捨て表記とし、主に姓で表記した。

文献表示などで同姓がいる場合は（）に名の一文字目を入れる等、区分できるようにした。 



 

8 
 

の問題意識として著作権法全体が置かれている状況を確認する。これはテーマから離れているよ

うに見えるが、本稿の問題意識の基底にあるもので、議論の前提となるので表明をしておきたい

と思う。第二節では、問題の所在を明らかにするため予備的議論として、定義の確認や人間の関

与がどのようにありうるかを論ずる。そして、第三節では、具体的にいわゆる AI 生成物のオー

サーシップに何が問題であるか、問題の所在を明らかにしてゆく。 

 

第一節第一節第一節第一節    問題の前提問題の前提問題の前提問題の前提----激流に飲まれる著作権法激流に飲まれる著作権法激流に飲まれる著作権法激流に飲まれる著作権法    

 著名な情報倫理学者である Luciano Floridiは「（前略）実に大きな文化的革命の始まりを目撃

しているというのが私の考えである。（中略）どの世代の人々も（中略）自分たちは特別だと思っ

てしまう。だから、ものごとをその場から離れて俯瞰的に見ることが大切である。（中略）この本

で強調したいのは、我々は今、新しい世紀にいて、『インフォスフィア（infosphere：情報圏）』

の中にいるということだ」（ルチアーノ・フロリディ著・春木良且・犬束敦史監訳・先端社会科学

技術研究所訳「第四の革命」新曜社 2017 年はじめにⅱ）と主張している。いつの時代も「今の

時代は激動の時代である・・・」とか「今の時代は特別な時代である」という言動は登場する。

これまで常にオオカミ少年のようにオオカミが来るぞといわれ続けたが、Floridiによるとついに

本当のオオカミが来るのが今の時代だということである。Floridiの分析が正しいか否かの検討は

本稿の考察対象外であるが、Floridi は前掲書フォロリディ 2017 において、「その場から離れて

俯瞰的に見る」というように歴史的視点で状況を分析して主に ICTの発展による転換・革命が進

行中だとの結論に至っている。 

 さて、そのような文化革命とまで言われるようなさなか、文化と最も関連が深いとされる著作

権法はどうであるか。それは、まさに ICT対応を中心にその存在意義まで問い直され、その基底

にある思想が掘り起こされて再検討がなされているところである。細かく取り上げることは控え

るが、中には著作権法は不要だという主張も行われている。 

 

第一項第一項第一項第一項    問題の前提‐正当化の基礎に疑問がある問題の前提‐正当化の基礎に疑問がある問題の前提‐正当化の基礎に疑問がある問題の前提‐正当化の基礎に疑問がある著作財産権著作財産権著作財産権著作財産権    

憲法や民法といった法律が内容はともかく「その存在そのものが必要か否か」が検討されるこ

とは言葉遊び的なものを除くとまずは無い3。一方、著作権法はじめ知的財産法に関しては昔から

                                                  
3もちろん、例えば歴史的な事情によりドイツ連邦共和国基本法、のように形式的意味では憲法で

あっても「憲法」の語彙を用いらないこともある。それも長谷部恭男著「憲法第 7版」新世社 2018
年 p.5「実質的意味の憲法とは、国家の根本秩序についての規律とされ、すべての国家にかなら
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廃止論があり、特に昨今においてはその勢いはますます増す一方である。これは Robert P Merges

が、「近年、知的財産の分野では『知的財産はデジタル時代にはもはや必要ない』（中略）といっ

た数多くの非難が浴びせられている。私はこのような非難から知的財産権を擁護したかった」（ロ

バート・P・マージェス著山根崇邦・前田健・泉卓也訳「知財の正義」勁草書房 2017年 はじめ

にⅸ）というように、存在意義自体を正当化し、積極的に擁護をしなくてはならない状況からも

明らかである4。 

                                                                                                                                                            
ず伴うものであって、これを持たない国はない」というように、言葉はともかく、実質的意味で

憲法が無いということはない。もちろん、では国家はそもそも必要かという議論等はあるし、法

律の必要性という議論もある。しかしながら、そういう議論の結果として、憲法や民法が不要と

いうこととなる事は有っても、それ単体が不要とされることは極めて例外的で、ほとんど語彙の

問題に過ぎない。憲法や民法のような基本ルールがその根底である国家や市民社会というものが

消滅しない中で不要になるということはまず考えられず、その点は知的財産法とは大きく異なる

だろう。 
4そして、私の見るところ、最も脆弱性を有する知的財産権が著作権である。例えば、反知的財産

法陣営とでもいうべき知的財産権を否定的に解する方面でも、商標権は非常に限定的ながら肯定

的評価を得ている。ミケーレ・ボルドリン、ディヴィッド・K・レヴァイン著山形浩生、守岡桜

訳「〈反〉知的独占 特許と著作権の経済学」NTT出版 2010年は全面的に知的財産権を攻撃し

ているが、商標権は知的独占に用いられない限りは存在してよいとの結論を出している。書名の

通り特許権と著作権（アメリカの場合、意匠も意匠特許といわれるので、一緒に攻撃されている）

が主たる攻撃対象である。しかし、特許に関しては、特許権の公表制度を見落としていると思わ

れる。当業者にわかりやすく特許公報というかたちで技術が公表され、それも研究のための使用

は肯定されていることを考えれば知的独占は生じず、されに反トラスト法（独占禁止法）の存在

も考えると、公表の代償として独占権を得る特許権が知的独占として攻撃される意味はだいぶ薄

くなると思う。そして、このような制度が無いと企業はほとんどの技術を営業秘密として囲い込

んでしまい、技術発展に資さないだろう。 
片一方、著作権法は苦しい。そもそも、著作権法は「（前略）とくに現今の状況を見る限り、金

銭的インセンティブ論は著作権理解としては限界に達しつつあるように見える。したがって、む

しろ著作権はその市場秩序維持機能を重視すべきであるし、著作人格権とは違って、帰結主義的

にしか正当化できないから、哲学的・倫理学的意味における権利ではない」（本文後掲書大谷 2017
年 p.219）というように、哲学的・倫理学に存在意義が確立されているものではない。そのため、

著作権は手段的価値しか有しておらず、帰結的にしか正当化ができない。 
そして、過去にいわれていたインセンティブ論はいくつかの計量統計的研究によれば既に崩れ

ており、経済的視点では存在意義を正当化することが難しくなりつつある。これに対して、マー

ジェスは哲学的・倫理学に立ち返って再度知的財産の正当化を試みている。なお、マージェスは

「国政的に著名な知財法の泰斗」（前掲書マージェス 2017解説 島並良 p.474）であり、とくに

法と経済学の観点から、功利的な立場での知財法の正当化をしてきた学者であったが、「ほかでも

ないそのマージェス教授が、つまり亜流の学者ではなく当代一流の研究者が、これまでの功利主

義的研究を総括し、義務論的リベラリズムへの転向を宣言したために、原著は米国知財法学会の

耳目をさらうこととなったのである」（同上島並）という状況である。これは経済的視点での正当

化が難しくなり、道徳哲学による基礎付けが必要という状況であることを如実に示している。な

お、本書は、日本でも一時期高額な専門書にも関わらずアマゾンでの分野別ランキングで二位ま

で浮上した売れ筋の著作でもある。 
その試みの成否はここでは検討しないが、マージェスが、ロールズの正義論における第二原理

を検討し、社会の最も恵まれない層から見て知的財産制度による不平等が正当化し得るとする論

説へ私は若干疑問がある。というのは、まだ彼らに特許を用いた製品が役立っていることはわか
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るが、「米国の低所得者層の多くは、テレビをこよなく愛している・・・」（前掲書マージェス

2017p.156）部分に関して、因果関係が逆転しているのではないか。すなわち、彼らは貧しいか

らテレビが必需品なのではなく、テレビが必需品となるような人々であるから貧しいのではない

かという疑問である。ロールズのいうように、私たちが生まれた社会的境遇もその生まれ持った

才能（それは勤勉であるとか努力をするであるといったこと）も本来受けるに値しない。努力や

勤勉も贈り物であり、それにより得た成果を自分ひとりで独占し、「これは私の努力の結果である

から当然私のものだ」、（境遇などを無視して）恵まれない他者に対して「努力しない者が悪い」

等と主張することはロールズ的には正義に反する。そうであるので、仮にテレビばかり見て努力

しない者がいたとしてもそれをただちに非難することは適切とは思えない。そうするほかなかっ

た十分な理由があることもある。しかし、そのような境遇を意図的に作りだす側を非難できない

だろうか。著作権法は後述するが、保護対象に内容の高低を基本的に求めていない。極めて低俗

な内容であってもそれは保護される。したがって社会的に恵まれない人々は、努力する機会を刺

激的で依存性の高いコンテンツにより奪われ、努力を阻害されているのではないだろうか。要す

るに、この場合は、促進要素よりも拘束要素が強いのではないかと思う。 
マージェスの基本路線は、知的財産権が人々に報い、励ますことを目的としており、その機能

により正当化できるという路線が見える。著作権法により、創作が励まされることは良いと思う

が、それは刺激的で依存性の強いコンテンツを社会的に恵まれない人々に供給することも助け、

結果として、社会的に恵まれない人々の足かせとなりうるのではないだろうか。社会的に恵まれ

ない人々にとってテレビは必需品であり、これにより生活の質が向上しているというのは大部分

において正しく、それを支援する知的財産法は貧富の差をもたらすとしても彼らの役に立ってい

る以上正当化できるというマージェスの論説は、確かに説得力があるが、社会的に恵まれない人々

をそこにとどまらせる場合はどうだろうか。もちろんそれはテレビそのものがもたらすわけでは

ない。中身・コンテンツである。よって、テレビを製造することは社会的に恵まれない人々のた

めになるだろう。しかし中身によってはむしろ彼らのためにならない場合があり、著作権は両義

性が有ると思う。 
デイヴィッド・J・リンデン著岩坂彰訳「快感回路」河出書房新社 2012年等複数の研究で明ら

かになっているように、脳における快感と連合学習の相互作用により薬物等々でなくとも脳の回

路が一部変異し、様々なものへの依存症が発生し得る。もっとも、依存症という言葉は濫用され

ており、本当の依存症とそうでないものを一般の人は区別し難くなっているし、このプロセスは

現状でもまだ未解明な部分もある。にもかかわらず「とくに東アジアから発信されるメディアの

説明は、問題の広がりと深刻さを過大評価している」（前掲書リンデン 2012p.168）というように

（「東アジア」とあるが日本であることは明らか）はさもこられが完全に解明されており、メディ

アへの本物の「依存症」が発症するかのように言われる。このような環境下にいるので私の認識

も歪んでいる可能性が有るが、それでも本人の努力では如何ともしがたい、本物の依存症が発生

する可能性は有り、それはそのような環境下に暴露され続けることが一つの要因と考えても良い

と思われるので、本当に恵まれない人々のために（そのようなコンテンツも保護する）著作権法

が本当に役に立っているのかという何とも言えないと思う。 
スマホを例にしてみよう。昨今スマホ依存が問題になっているが、これに用いられている技術・

特許が依存を引き起こすわけではない。物理的なスマホに依存するものもいるかもしれないが、

これは依存症という言葉の濫用的使用であって、本当の依存症というべきものとは言い難い。一

方いくつかの課金制のコンテンツを中心にギャンブル依存症的な「不確実性の快感」を利用して

スマホ中毒といえる現象を引き起こすものがある。これらは巧妙に人を依存させるための高度な

テクニックを用い、自身に際限なく時間と費用を使わせることを強制する。これらを保護してい

るのはほとんどの場合、著作権法である。スマホという便利な機器を使用する人を非難すること

は適当ではないし、そのなかでたまたま提供されたコンテンツを用いたところ依存症になってし

まってもそれは全てが本人のみの責任とは言い難い。またスマホという文明の利器を開発・製造

するものも非難すべきではないだろう。しかし、そのようなコンテンツを開発・配信するものは

どうであろうか。私見ではほとんどが悪意であるので例外的なケースを除いて非難可能性は有る

と思う。もちろんだから著作権はけしからんとはならないが、社会的に恵まれない人々のために

なっているかというと、若干その答えを留保したくなるものである。 
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第二項第二項第二項第二項    問題の前提‐正当化の基礎はあるが著作人格権は特別に必要か問題の前提‐正当化の基礎はあるが著作人格権は特別に必要か問題の前提‐正当化の基礎はあるが著作人格権は特別に必要か問題の前提‐正当化の基礎はあるが著作人格権は特別に必要か    

 著作人格権の方も難しい。 

大谷は「著作者人格権は、ヘーゲルの人格理論によって正当化される権利であって、著作権と

は違って道徳的根拠に欠けるとは一概には言えない」（大谷卓史著「情報倫理」みすず書房 2017

年 p.246）としているが、一方加賀山は、「著作者人格権の廃止と民法への移行」を唱えており、

財産権についてはインセンティブ確保として認めるが、人格権について個別の著作権法ではなく

アメリカのように一般の人格権として処理すればよいとの論考を繰り広げている。すなわち「す

べての人が著作を自由に利用することを阻害する著作者人格権は、民法等の人格権に関する一般

規定を適用することに留め、この法律からは削除する」（加賀山茂著「1著作権法革命（Ver. 2）」

p.12http://cyberlawschool.jp/kagayama/IntellectualPropertyRight/CopyRithtLaw/Revolution

OfCopyrightLawVer02.pdf）としている。 

著作者人格権は比較的著作権を否定的、限定的に見ようとする方面でも一応は認めてもらえる

概念ではある。例えば森村は現行の著作権法およびベルヌ条約を批判しているが「（前略）しかし

著作者人格権の核心的部分を例外として、著作者の権利は極めて人工的・政策的なものなのだか

ら（後略）」（森村進著「財産権の理論」弘文堂 1995年 p.183）と著者の権利として著作者人格権

の核心部分だけは人工的ではないとしている。しかしながら、加賀山のいうように、それは一般

の人格権と相違は乏しく、わざわざ個別法で明記する必要性は無いのかもしれない。 

 

第三項第三項第三項第三項    問題の前提‐混迷の中にいる著作権法問題の前提‐混迷の中にいる著作権法問題の前提‐混迷の中にいる著作権法問題の前提‐混迷の中にいる著作権法    

 ICTにより知的財産権は大きく動揺している。しかし「トラフックに加えて、P2Pファイル共

有は、情報・知識の所有という私たちの考え方に大きく打撃を与えるとも考えられる。ただ、著

                                                                                                                                                            
本稿の対象外のため省くが、マージェスの知財の正当化はほとんどの部分で強い説得力を持っ

ていると私は考えており、特に特許権に関しては完璧である。しかしながら上記のように、著作

権に関してはところどころどうしても疑念がぬぐえないところがある。 
 仮に、哲学的正当化に失敗してしまうと、残りは市場秩序維持機能が最後の砦になってしまう。

そして、残された市場秩序維持機能も不正競争防止法や民法といった関連する法律を用いれば解

決ができてしまうかもしれない。もちろん、マージェス的正当化が成功するかもしれないし、大

谷は沿革的なことも踏まえてこの市場秩序維持機能を重視すべしだし、「不正競争防止法的な発想

が著作権法には組み込まれている」（前掲書大谷 2017年 p.221）とも主張している。インセンテ

ィブ論からもバランスを解消すれば帰結的に正当化可能との反論も考えられ、道徳的基礎理論＋

インセンティブ・市場秩序維持機能のミックスで今まで通り著作権法を正当化できる道はまだあ

るであろう。 
本稿では問題意識の基底としてこのような議論に目を向けていることを示すにとどめるが、存

在意義自体が問われている領域だということは留意したいと思う。 
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作権や特許権などの知的財産権は、P2Pファイル共有の問題が登場する前から思想的に大きな混

乱状態にあったし、現代もそれをなかなか脱することができないというほうが、実状に近いよう

に私は思う。P2Pファイル共有は、知的財産制度とそれに関する私たちの思想の一貫性のなさを

あらためて増幅し、つきつけたにすぎない」（大谷卓史著「アウト・オブ・コントロール」岩波書

店 2008年 p.120）と実際はその前から混乱状態である。いまやことばとして懐かしい P2Pが登

場する通り大谷がこの文章を書いたのは 10年も前であるが、私はこの「P2P」を「ICT」やさら

に「AI」に書き換えても今通用する文章だと思っている。すなわち AI の登場により著作権法が

動揺する訳ではない、それらは元からであり、単に AI の登場により再度元から混乱していた著

作権法に関する思想の不整合や非一貫性があぶりだされるのみであると。 

 沿革的に見ても、例えばフランス著作権史を研究した宮澤は「フランスにおける著作権法の歴

史を振り返ってみると、まさに試行錯誤のくりかえしであった」（宮澤溥明著「著作権法の誕生」

太田出版 2017年 p.16 なお、本書の副題は「フランス著作権史」である）とし、「現代では、著

作物の伝達手段の進歩は目覚ましく、次々に新しいメディアが出現してくる。その新しいメディ

アに関する著作権の位置づけにあたって、私たちも後世の人々から笑われるようなミスを犯して

いないと自負することができるのであろうか」（前掲書宮澤 2017p.16）としている。著作権に好

意的な論者の手になる書籍であるため、人格権を重視しつつ、やや発展的な歴史の記述方法とな

っているが、要するに試行錯誤という名の度重なる混乱であり、後世の我々から見れば唖然とす

るような事実や歴史的展開もある。 

著作権に対しての考え方が混乱しているのは今日の日本だけではないといえる。そして、歴史

的にみると、我々も著作権の取り扱いに関しては、後世の人々から笑われるような取り扱いをす

る可能性は十分あるだろう。そもそも、この分野は「（前略）必ずしも現実を反映した法規制が行

われていないようにも見える。むしろ関係者によるロビイングのほうが著作権法の保護水準を決

定するには大きな影響力をもつように見えることがしばしばである」（前掲書大谷 2017p.218）と

いうようにロビー活動に左右されているのではという面が見受けられ、関係者からの強い要望と

いうものが力を持つことも多い。無論民主主義国家である以上、このような要望を一概に業界へ

の利益誘導であるなどと全て否定的に解釈すべきではなく、民主主義プロセスの中の適切な政治

的取り組みとみるべきである。しかし、一面的な利害関係者に左右され、適切な検討ができてい

ないとすればそれもまた問題であろう。 

同じく、日本の著作権法は上位条約であるベルヌ条約で制約されているわけであるが、「とはい

え、条約といえども普遍の自然法則ではないのだから、社会的により望ましい著作権の保護水準
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が見出されれば改正されてもよいものである」（前掲書大谷 2017p.218）や「わが国の著作権法も、

国際条約も、インターネットが発達した現代社会においては、機能不全に陥っているといわざる

を得ない。著作利用第一主義の観点からわが国の著作権法を根本的に改正することから始めて、

世界の文化の発展に向けて、著作利用者第一主義の観点から国際条約を改定するために尽力する

ことが、わが国の著作権戦略の今後の課題であろう」（前掲書加賀山革命（Ver. 2）p.15）といっ

た考え方も顧慮するべきだろう。 

余談だが、日本の法哲学者として著名な井上達夫は「市場アナキストは市場の制度的インフラ

たるルールは国家がなくとも、習律（convention）によって形成できると主張するでしょうが、

これは疑問です。知的財産権を見れば分るように、コンセンサスが自主的に生まれるとは思えな

いからです」（井上達夫著「自由の秩序」岩波現代文庫 2017年 p.61）と知的財産側から見ると、

知的財産権は自主的なコンセンサスで生じていないことを示唆している5。 

なお、前掲書宮澤 2017 によるとアングロサクソン的概念には事実上著作者人格権の概念はな

く、この概念はラテン的概念によるものだそうである。そこも両者を引き継いでいる日本におい

て前述のような深刻な混乱を招く一因ではないかと思う。前掲書宮澤 2017 によると、前者は財

産法的に著作権法を定め、後者は人格的利益として著作権法を考えている。現在はアメリカ文化

が世界を席巻しているのでアングロサクソン的思想が優先され、著作権も財産的側面が重要視さ

れている。しかし、著作権の人格的側面ももっと重要視すべきだという。また、「かつて、米国は

文化の輸入国であったので、著作権登録制度を設けて、外国の著作物の侵入にブレーキをかけて

いた」（前掲書宮澤 2017p.17）とほとんどの著作権登録制度導入賛成者とは全く別の観点で著作

権登録制度を考えている。 

本稿においては、自然権的性格を有するとされる著作権の人格的側面よりも、社会政策上与え

られる権利という性格が強い財産権的側面により注目して考察を進め、人格権的側面に関しては、

副次的に考察を加える。 

 

                                                  
5著作権擁護側の宮澤をもってしても「さて、著作権法の法律と制度はフランスにおいて誕生した

といっても過言ではないが、その歴史はかならずしも栄光に包まれているとはいえない」（前掲書

宮澤 2017p.15）としている。さらに、「（前略）著作権法を改正するための委員会が設置されたり、

SACEMが誕生したり、ベルヌ条約が制定されたりしたのがこのような動乱の時期の最中であっ

たことは忘れるわけにはいかない」（前掲書宮澤 2017p.210）というように、ベルヌ条約等著作権

の基本が定まる時期はめまぐるしく政治体制が変動した時である。宮澤の推測によると当時のフ

ランス人は一生に 3回は政治体制の変化に遭遇したこととなるそうである。それも、革命政府、

帝政、王政、共和制、また帝政とその政治体制も非常に多彩である。このような状態下で、成立

しているという沿革は踏まえたほうがよいだろう。 
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第四項第四項第四項第四項    問題の前提‐本稿を論じるうえで問題の前提‐本稿を論じるうえで問題の前提‐本稿を論じるうえで問題の前提‐本稿を論じるうえで    

 著作権法の権威筋からも「著作権の憂鬱な時代」であるとか、「現在、著作権法は激流の中にあ

る」等といわれる。後掲するが、本稿が最も頼りとしたコンメンタールでは、議論が百出してい

ることを鑑み、全体を統一的方針でとりまとめることをできないしすべきではない、としている

ほどである。このような中でまた新しい問題、いわゆる AI生成物という問題が生じてきている。 

 テーマからの脱線が多くなったが、これは、考察の前提となる著作権法が根底から問い直され

ているなかで本稿はあえて解釈論で新しいテーマに挑むが、そのことを意識していることの表れ

である。ここでは決して著作権法が堅固な基礎があるわけでないこと、現在も混乱が生じている

こと、沿革的にも混乱と試行錯誤の連続であったことを簡単に振り返った。そのような中でも、

現行法にあえてこだわり解釈論による解決を目指すのか、それは後述するが AI をあまりに過大

に考え過ぎないということである6。 

現行法は確かに強剛な基礎地盤の上に立っているとは言い難い。しかし（ここからは比喩であ

るが）、軟弱地盤の上であっても地盤改良材の注入と基礎工の工夫により物を立てることもそこに

立っている建物が地震に耐えられるようになる事もある。著作権法に AI という新手の地震が来

ても、私は解釈という耐震ゴムを（ただし耐力設計がねつ造されていないことが条件であるが）

装着すれば、きっと耐えうると信じているし、地震への対処のために、建物すべてを作り直して

移転することを勧めたいとは思わない7。本稿はその耐震ゴムの設計を試みるものであるといえる。 

  

第二節第二節第二節第二節    問題の所在解明のための予備的考察問題の所在解明のための予備的考察問題の所在解明のための予備的考察問題の所在解明のための予備的考察    

 前置きが長くなったが、では耐震ゴムをどこにつけることが必要かという具体的な場所を特定

したいと思う。耐震ゴムを装着する部位が決まらなければ、設計はできないし、的外れなところ

に装着しても効果は無い。適切な場所を特定する作業がまず重要である。つまり、問題（耐震ゴ

ムをつける場所）を解明するための予備的考察を、本節では行う。 

                                                  
6http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/chosakuken/index.html文化庁・

著作権各種報告（懇談会・検討会議・調査研究）には多彩な資料がある。これまで多様な議論が

されていおりこれらとAIの問題をリンクさせる必要性を考えるとAIだけを重要視するのも適当

とも言い難いであろう。政策論は多面的に様々なことを考慮する必要性がある。 
7比喩であるが、地震だけを考えて、居住地を定めるものはあまりいないだろう。また、地震が絶

対に来ない場所というのも日本国内では想定が難しく、それを求めるならば、国外に逃げるほか

ない。本問題も同じであり AIのことだけを考えて新しい立法論を論じることは失当であり、ま

たどの領域においても新しい技術に対応する必要性は生ずる。政策的、立法的内容は例えば貿易

問題といった外交的問題なども含めた幅広い議論が必要であり、それらすべてを取り込むことは

逆に個別具体な問題への視点が弱くなってしまう。エスケープしたところで必ず同種の問題は後

を追ってくるため解釈論というかたちで、対応策を考えたいと考えている。 
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第一項第一項第一項第一項    AIAIAIAI 生成物の定義とその生成の仕方生成物の定義とその生成の仕方生成物の定義とその生成の仕方生成物の定義とその生成の仕方    

まずは、そもそも AI生成物とはなんであろうか。 

出井甫著「AI生成物の著作物性の判断基準とその判断手法に関する一考察」（パテント 2018 Vol. 

71 No. 5 pp.59-66 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/2992）では、前述した政府による

知的財産推進計画 2017年等の AI生成物の定義はより吟味する必要性が有るとしている。理由は

AIと人間が協働した場合に、それは AI生成物であるか不明だからとする。AIと人間で一緒に分

担して小説を作成した場合や、会話可能な AI を混ぜた座談会など、このような場合、完全自律

型な AIと人間が一緒に作業をするが、その場合 AI生成物となるのか、それともそうではなくな

るのか、現在の定義では不明だとしている。AI 生成物を「人間の創作的寄与がない、AI が自律

的に生成したもの」としても、自律型の AI と人間が協働して一つの創作物を作成することはあ

りうるわけで、それはどちらかという問題はある。 

このような曖昧さはあるが、基本的に、人の手が関与しない創作活動を解しているものと思わ

れ、私見は AI と人が協働して創作した場合、それはそもそも人間の創作的寄与が有ったとみる

べきだし、オーサーシップに関しては、その協働者になるだろう。ただし、後述の AI そのもの

も含めて、曖昧な点はあることは確かであるので、本稿ではタイトルも含めてところどころ「い

わゆる AI 生成物」記載しているとしている。「AI 生成物」というときは政府定義を念頭にして

おり、「いわゆる AI 生成物」と記述する時は、AI そのものも含めて揺らぎのある広い概念で記

載していると考えていただければと思う。 

では、人の手が関与しない創作活動とはどのようなものが念頭におかれているのだろうか。 

内閣府知的財産戦略推進事務局「AI に関して残された論点（討議用）」 2017 年

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6

/siryou4.pdf）の 2 頁にそれを整理した図がある。参考として図表に引用する（巻末図表 2）。こ

の図のように、AI 生成物とは、AI が必要とする学習済みモデルを作成するものが、その学習済

みモデルに創作意図及び創作的寄与と認められない関与しかせずに、その AI 利用者も簡単な指

示を行ったのみで生み出された生成物である。 

この考え方は機械学習モデルを前提としている。特に、「Deep Learning」と呼ばれる手法を前

提と考えていると思われる。なお、三宅陽一郎・森川幸人著「絵でわかる人工知能」SB クリエ

イティブ 2016 年 p.22 によると、AI には大きく分けて 2 つの種類があり、記号を使用して思考

する AIとニューラルネットワークを用いて思考する AIがあるとされ、どちらも学習能力を持つ

とされる。Deep Learningは後者である。また、前掲書三宅 2016によると、AIには御三家と呼
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ばれる 3 つの方法があり、「機械学習」以外に、進化論をモチーフにした「遺伝的アルゴリズム

（GA）」や「エキスパートシステム」という AIも有力である。AIという用語を巡って混乱もあ

るようなので、概念図を図表に示しておく（巻末図表 3）。機械学習、中でも Deep Learningは

完全に AIと呼ばれており AI＝Deep Learningといっても良い状況がここ 4年ほど生じている。

しかし、一部ではプログラムにすぎないものまで AI と呼ばれるようこともあり、境界は不鮮明

である。一方、本来は機械学習以外の AIも AIのはずであるが、何かそれはやや AI外の取り扱

いもあるように見受けられ、AIには入っているがそれ以外の扱いもあるということでこのような

図にしている。 

AI自体の概念はかなりあいまいであり、後述第三章第五節でもレビューするように、定義が定

まっているとは言い難い。ただ、AI生成物に関しては、原則 Deep Learningを前提にして、前

述及び図（巻末図表 3）のように現在は解されている。 

技術動向は日々変動するため、AI＝Deep Learning と理解していると、2、3 年後には全く違

うかたちになる可能性もあるので注意が必要である。一応、現状でも機械学習が優勢であること

に変わりはないので、概念的に大きく変わらないと思われるが、遺伝的アルゴリズムの復権とい

う話も耳にするので注意が必要である。また、前述した、記号を使用して思考する AI とニュー

ラルネットワークを用いて思考する AIは前者が「シンボリズム」で後者が「コネクショニズム」

と呼ばれる AIの技術思想に属するが、一般のソフトウェアは 99％以上が記号処理、すなわち前

者だそうである。現在後者が AI 研究で流行となっているがそのことも留意したほうが良い。上

記の出典は、三宅陽一郎著「人工知能のための哲学塾」BNN新社 2016年 p52-53である。 

 

第二項第二項第二項第二項    人間の関与の形式人間の関与の形式人間の関与の形式人間の関与の形式    

 次に、AI生成物においても人間の関与はある。それは、下記の 4つである。 

1、AIのプログラミング 

2、学習データの選択とモデルの選択 

3、AIの管理 

4、AIの出力結果の選択 

現状では何者かが AI を作成する必要性がある。それはプログラミング行為そのものと、さら

に完成された AI に学習をさせること、これは学習させるデータをどうするか、モデルをいかに

するかという問題がある。そして、その AIを管理する必要性もある。仮に完全自律型 AIといっ

ても少なくとも電気等のエネルギー源の供給程度は必要であるし、当面はメンテナンスなど必要
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な管理は存外多い。もちろん完全メンテナンスフリーかつエネルギー源も自足できる AI（ロボッ

ト）が完成すれば別かもしれないが、それは当面夢物語であろう。つまり、AIを管理する人間が

当面必要である。また、AIが出力したものを何らかのかたちで世に示すのも当面は人間であろう。

自動でインターネットに配信するという形態も考えられなくはないが、なにか人間にとって意味

ある生成物にするには、（出力というよりは出力結果からの選択という言葉が適切と思われるが）

出力場面での関与が考えられる。人間の創作的寄与が無い AI 生成物といっても実際に何ら人間

の関与が無いわけではない。なお、この 4 つはいわゆる AI 生成物においても基本的には学習フ

ェーズが少々違うかたちになるだろうが変わらない。 

 これはオーサーシップを考えるうえで重要である。というのは、基本的に本稿でのオーサーシ

ップの意味は著作者であるが、AI生成物に著作物性が無いという定義に一応はしたがって「出所」

という意味合いも持たせている。辞書的には authorshipとは、「英語で原作者や原著者、出所を

意味することば。学術研究倫理においては、論文の著者や共著者、実験やデータ分析などにかか

わった人を記載することをさす。」 (https://japanknowledge.com/contents/nipponica/index.html

小学館日本大百科全書(ニッポニカ))とされている8。仮にいわゆる AI 生成物に関与する人間が 1

人しか考えられない場合、本稿の問いかけに意味はなくなる。著作物性の問題はあるが、オーサ

ーシップの帰属は 1人しかありえないのであるから、オーサーシップの帰属を検討せずとも、債

権侵害の救済の枠組みなどで保護が十分かもしれない。なお、本稿では製作者という言葉が登場

する。これは、著作物であるかどうか不明でありかつその者にオーサーシップが帰属するか定ま

                                                  
8なお、オーサーシップに関しては、学術関係を中心に多くの議論がある。また、「定義が明確に

定まってはいない」と指摘されることもある。本稿では本文のようなかたちで用いているが、議

論があるところだということは、指摘する。詳細は下記を参考とする。 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/49/7/49_7_395/_pdf（名和小太郎著「第一著者にな

りたい」）や名和小太郎著「ゴーストライター、そしてゴーストオーサー」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/58/5/58_389/_article/-char/ja/ 
情報管理 2015 年 58 巻 5 号 p. 389-392、
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/56/9/56_636/_html/-char/ja/ 
山崎 茂明著「オーサーシップの考えを変える時だ」情報管理 2013 年 56 巻 9 号 p. 636-639 
https://www.editage.jp/insights/authorship ムリガンカ・アワティ著「オーサーシップについ

て」 
https://wordvice.jp/%E8%8B%B1%E8%AA%9E-%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AB%96%E6
%96%87-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%
E3%83%97-%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7/ 
研究論文におけるオーサーシップ(Authorship)の重要性 WORDVICE会社 
http://www.jcc.gr.jp/journal/toukou/data/Quick_guide_JPN_2015.pdfElsevierオーサーシップ。 

なお、世界的に有名な上記 Elsevierによっても「オーサーシップの普遍的な定義はありませんが」

としている。また、Elsevierのペーパーは研究不正について端的にわかりやすくまとめられてい

て大変参考になる。このように学術関係では非常に議論のあるところであるが、本稿では、そこ

がメインテーマではないので詳しい議論は割愛する。 
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ってない段階で、その生成物の作成者（人間）を指している。 

 内閣官房知的財産戦略推進事務局「AIによって生み出される創作物の取扱い（討議用）」2016

年（以下、本資料を内閣官房知的財産戦略推進事務局の主たる見解が示された資料として用いる。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/da

i4/siryou2.pdfp16.3‐1スライド）によれば、AI生成物に著作権と同等の保護を与えた場合に 2

つの問題が考えられるとされる。第一に、「権利のある創作物が爆発的に増える」こと、及び第二

に、「権利の主体が曖昧である（著作権制度の理念に基づいて考えると「創作的寄与をした者」が

権利の主体となるが、創作の実態によって判断されるため、客観的に特定されない）」こと―この

2つを問題点として挙げている。後者がオーサーシップの問題である。 

 なお、内閣官房知的財産戦略推進事務局前掲スライドは、「権利の主体の候補としては、①プロ

グラム開発者、②人工知能の学習用データの提供者、③人工知能に対し創作の意図をもって指示

した者、が考えられるが、どのように評価するか。」（前掲書内閣官房知的財産戦略推進事務局 

2016 p.18.3－3スライド）と私見とは異なる構成を示している。恐らく③が管理や出力結果の選

択者になるかと思われるが、指示者とこれらは異なる。内閣官房知的財産戦略推進事務局の設定

とは私見は若干異なるが、私見は AI 生成物への人間の関与について、前述のように下記のよう

に分類する。 

1、AIのプログラミング 

2、学習データの選択とモデルの選択 

3、AIの管理 

4、AIの出力結果の選択 

の 4つに区分したいと思う。 

また、同上スライドにおいては、「①、②は、人工知能の創作の過程に深く関与するものであり、

その生成物に対して一定の創作的寄与があると考えられるが、AI創作物に係る権利の主体と考え

ることが適当かどうか。③は、創作の過程に関与している側面と、創作ができる環境に対して投

資をしたという側面、いずれも考えられるが、どのように評価するか。」と検討を進めている。そ

して、「創作過程への関与：（a）人工知能に対して創作を指示し多数の AI創作物から実際に利用

するものを選択する行為（b）人工知能に対し創作指示はするが、利用するものは AIが選択して

提示する場合（選択に関する判断基準も AIに組み込まれている場合）創作環境への投資： 人工

知能による創作を可能とするため、人工知能プログラムや学習用データの準備（開発や購入）を

した行為」と整理している。 
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ここから結局、私見による AI 生成物への人間の関与の区分の考え方は、同スライド中で示さ

れている人間の関与に関する考察を整理したうえで、上記の 4点に再構築したものであって、私

見と内閣官房知的財産戦略推進事務局の見解との間に大きな不整合はないといえるだろう。 

 

第三項第三項第三項第三項    AIAIAIAI 生成物のオーサーシップ生成物のオーサーシップ生成物のオーサーシップ生成物のオーサーシップの判断の必要がある場合分けの判断の必要がある場合分けの判断の必要がある場合分けの判断の必要がある場合分け    

 次に、オーサーシップを判断する時のパターン分けを行う。パターンは様々考えられるが、本

稿では下記のように分類する。先にパターンの図表を示しておく（巻末図表 4）。 

A：生成物に創作性がない場合。 

これは人間の創作的関与の有無ではなく、生成物そのものに何ら創作性を感じられないもので

ある。現行法の創作性については後ほど詳しく検討するが、データの断片や何かのコピー・模倣

物等々何らかの個性を感じられないものがこの場合に相当する。現行法でも創作性が無いとされ

るものと変わらない。 

 B：創作性はあるが、AIのプログラミングを行った者以外の人間の関与がない場合。 

これはイメージしやすいだろう。要するに AIを入手したところ、AIが勝手にまたはそのユー

ザーが極めて簡単な操作を行い生成物が作成された場合である。これは、AIが自動的に鑑賞性の

ある情報―すなわち、例えばデタラメな文字列ではなく、文章として読めるような文字列や、デ

タラメな音の配置ではなく新手のミュージックとして成立しえるようなもの、同じく新手の絵画

として成立し得るようなものなどが何故か出力された場合が相当する。 

C：創作性が、学習データの選択とモデルの選択に由来する場合。 

これは Bよりもありうる。二次的著作物といわないまでも、学習データや学習モデルから、こ

ういう生成物が生成されるだろうという予測がある程度はできるし、予想外のものでも、よく見

るとそれらが影響していることがある。それらが外形上創作性をもっている場合がこのパターン

である。 

D：創作性が、AIの出力結果の選択に由来する場合。 

比較的わかりやすいパターンである。AIが様々な生成物を出力するが、それは多様多種な出力

物である。これらを人間が理解しやすいように整えて、提示する作業が必要である。その作業に

より創作性を獲得した場合である。なお、注意が必要であるが、AI 生成物であるので、AI の利

用者に創作的意図や創作的関与は一応不要である。単に AI が出力したものから明らかなミスデ

ータなどを人間が機械的に取り除いたような場合でも一応はこのパターンである。もちろんその

機械的に取り除いたことで、外形上創作性が発揮されるようになった場合に限る。 
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E：創作性があるものの、学習データとモデル及び AIの出力結果の選択がない場合。 

AI を手にいれて、遊ばせていたとでもいうべき、特に学習データやモデルを選択せずかつ、

出力結果に関しても特にセレクションをしなかった。しかし、出力されたものは創作性が有るよ

うに外見上見えるようなものであった。そういう場合である。 

このパターンではさらに下記の 2つがありうる。 

E-1：利用者の管理性がある場合。 

 E-2：利用者の管理性がない場合（家庭用 AI）。 

 E-1パターンは企業や研究所の AIがイメージされる。現在では、フリー学習（AIが人間の関

与がないまま自動で学習すること）は難しいと思われるが将来的には学習データとモデル選択が

不要な AI が登場する可能性もある。その一つは、プログラマーがあらかじめ適切な学習モデル

（学習指針）を AIに実装しておき、購入者はせいぜい使用用途を決める程度で、後は AIが自動

で学習をしてくれるというものである。例えば AI が自分でインターネット上からデータを取り

寄せるというものや、企業・研究所内で接続を許可されたところからデータを取り寄せるという

ことが考えられる。このようにして、学習データもモデルも不要でかつ、出力物は自動検査ツー

ル等 （々これも自己学習して相関性から）で人間にわかりやすいものとなっているかを検査して、

出力することで出力物の選択も不要という場合である。それでも、利用用途の指定や AIの管理、

例えば AI が意図したものを学習しているかの監視や適切に稼動しているかのチェック、メンテ

ナンス及びエネルギーの供給など管理を利用者がしている場合が E-1である。 

 一方、E-2は家庭用 AIがイメージされる。将来的にはパソコンやスマホも AI化されるであろ

う。現在でも AIを用いた○○というのは家庭用でもよく宣伝される。現在のものは、AIではな

くプログラムではないかと思うことも多いが、これらがより発展した場合である。この場合、エ

ネルギー供給程度は有ると思われるが管理性は無いといえる。恐らくメンテナンスも業者任せ又

は自動アップデートなどで自分が管理している部分はほとんどない。無論、道具的にこれらを用

いる場合は、AI生成物ではなくなるのでこの例ではない。この場合は、管理性なし、学習データ

とモデル及び AI の出力結果の選択性なしとなる。それでも外形上創作性が有る生成物が完成し

たというものである。一番イメージしやすいもので、要するにスマホにユーザーが「何か論文を

かいてみてくれ」→スマホ（AI）「了解・・・（作業中）・・・完了しました・・・」といって、

スマホの画面に人間が論文と認識できるような文章が示されているような場合である。なお、念

のためであるが、ここで想定するAIはAI自身が自律的にプログラミングを行ったものではなく、

人間の手によるプログラミングが行われたものであるとする。 
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 果たして本当に生成物の背後にすら人間の気配すら消滅する時代がすぐに到来するのであろう

か。私としては疑問であり、当面は背後に人間の気配は残るのではないかと考えている。現在の

ディ―プラーニング等々も結局は、AIに学習させている人間がおりかつ、学習している素材も全

て人間が生成したものであり、素材の選定にもある程度は人間がかかわることが多い。そして AI

が生成した生成物から優良なものを選択しているのも人間である。AIの学習ループそのものに人

間の関与が認められ、一種の AIの初期設定を AI自身や人間以外が行っているのではなく、人間

が行っているため「三つ子の魂百まで」ではないが、その人間の影響は相当長く続くのではない

かと思われる。私はそう考えているが、最後に示すパターンは当然その先も視野に入れたパター

ンである。 

F：創作性があるものの、その創作性の由来が不明な場合。 

 F はファイナルという意味でもあるが、これはもしかすると AI の最終系かも知れない。出力

物には外形上創作性がある。しかし、その創作性はどこから来たか不明な場合である。後述する

ように本稿は創作性を何者かの個性の発露と捉えることとしている。そのため、上記の１、AI

のプログラミング、2、学習データの選択とモデルの選択、3、AIの管理、4、AIの出力結果の選

択をした者のいずれの関与がなかったとしても、何らかの個性が発露されている場合もこのパタ

ーンは含む。ここで示された個性は、この場合に AI の人格といってもよいかもしれない。もち

ろん、それ以外に上記の 1・2・3・4 の各関係者の個性が混じり合ってしまった場合や、単純に

判定が不能な場合もある。このパターンを全て AI に人格が表れた場合のパターンとするわけで

はないが、一応将来も見越してそのような場合も含むパターンだとしておく。 

 以上、まとめると A・B・C・D・E-1・E-2・Fの 7つのパターンがある。 

 

第三節第三節第三節第三節    問題の所在問題の所在問題の所在問題の所在    

 本稿においては、前節第 2章第 2節で示した枠組みに従って、著作権法が前提とする創作主義

のもとで、AI生成物の著作権・著作者人格権の帰属する著作者が誰であるかというオーサーシッ

プの問題を考察する。後述する第 3章 2節でみるように、著作物に創作性を与えるものが著作者

であるという創作者主義のもとで、上記の第 2章第 2節で示した場合分けにしたがって、AI生成

物の著作者を解明することを、本稿は目的とする。 

前掲書内閣官房知的財産戦略推進事務局 2016においては、AI生成物について権利を付与する

場合、「権利の主体が曖昧である」としている。その理由は「著作権制度の理念に基づいて考える

と『創作的寄与をした者』が権利の主体となるが、創作の実態によって判断されるため、客観的
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に特定されない」（前掲書内閣官房知的財産戦略推進事務局 2016p.16 3‐1 スライド）とある。

その一方、全く権利を付与しないことも「フリーライド」やさらに「保護を欲する者ほど、創作

過程において AI の関与を減らし人手をかけることになり、AI の利活用が進まなくなる可能性。

あるいは、AI創作物であることを公にせず流通等させることになり、結果として、権利があるよ

うに見える創作物が爆発的に増加する」（同上）という問題を発生させる。そのため前掲書内閣官

房知的財産戦略推進事務局 2016 は「いずれの場合も、権利がある（又はそう見える）創作物が

増加する可能性」／「⇒AI創作物を念頭に置いた、新たな保護の仕組みについて検討が必要では

ないか」（同上）としている。 

そこで、著作物・著作権の登録制度なども検討に挙げられているのだが、結局 AI 生成物だけ

を登録制度にすると、「創作過程において AIの関与を減らし人手をかけること」等々で回避がで

きてしまうのであまり意味がない9。 

AI生成物だけではなくすべての著作物を登録制度にするというのも有力な手段であるが、結局

「登録する」といっても「誰が」という問題が生ずる。特許のように早い者勝ち、とすると手当

たり次第に登録をしてくるものが表れるだろうし、AI 生成物に関して、１、AI のプログラミン

グ、2、学習データの選択とモデルの選択、3、AIの管理、4、AIの出力結果の選択をした者がそ

れぞれ異なる場合、誰が著作者（又は権利者）として、登録をするべきか又は登録が認められる

べきか結局紛争になる。 

 したがって、どのような最終的解決方法をとるにも、いわゆる AI 生成物のオーサーシップは

誰に有るかを決めるロジックが必要である。これが問題の所在である。 

  

                                                  
9ところで AI生成物に限らず、いっそのこと、著作権法全体を登録制度にするという方法も、以

前から主張されている。具体例は名和で、十年以上前の著作だが名和小太郎著「情報の私有・共

有・公有」NTT出版 2006年で「ユーザー指向の登録制度」（前掲書名和 2006pp.250-262）にお

いて、提案１で登録制度の導入を、提案 2で登録料の徴収を、提案 3で許諾権の行使期間の短縮

化と残りを報酬請求権に限ることを、提案 4で著作者人格権のうち同一性保持権の廃止（氏名表

示権を著作者人格権の中心にする）を、提案 5で二次的著作物に関して原著作者の権利を抑制す

ることを、提案 6で公正使用条項の導入を、提案 7で録音録画補償金システムの拡張をそれぞれ

提案している。最近のものでも前掲書加賀山革命（Ver. 2））が登録システムの導入や前述したよ

うに人格権の民法への移行等、名和と同じくユーザー視点という名称を用いて論じている。 
名和がシロウト目線と称して記述していたが（名和が素人というわけではない）、ようやく法律

の専門家内でも同種の議論がされるようになったようである。他にも中山信弘・金子 敏哉編「し

なやかな著作権制度に向けて―コンテンツと著作権法の役割」信山社 2017年

http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/_src/20161130/20170407shinayaka.pdfの第一章に白紙から著

作権法制度を考えて新しい方式主義を提案しているものがある。上記で要旨を読んだのみである

が、白紙からというあたりも含めて前掲書名和 2006に近いものを感じる。だいぶ経過したが名

和の主張はようやく主流派に近くなってきたようである。 
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第三章第三章第三章第三章    先行研究・判例の検討先行研究・判例の検討先行研究・判例の検討先行研究・判例の検討    

 本稿に関係する先行研究は膨大な量が有り、執筆進行中にも毎日のように新しい研究が発表さ

れている。本稿はそれらすべてを網羅することを目的とはせず、基本的文献と特に私見を導くに

あたって必要とした先行研究・判例をレビューする。第一章で示したように、本章においては、

先行文献・判例を紹介したうえで、その中で得た私見を示す。無論、これらの紹介と私見は、最

終的に本稿が第二章第三節で示した問題に対する私見の根拠となると同時に、私見の根拠づけと

論証および検証にも用いる。 

  

第一節第一節第一節第一節    AIAIAIAI 生成物のオーサーシップに関する先行研究生成物のオーサーシップに関する先行研究生成物のオーサーシップに関する先行研究生成物のオーサーシップに関する先行研究    

第一節においては、AI生成物のオーサーシップに直接関係する先行研究を検討する。ここで本

稿は 4人の研究者を取り上げる。第一に、Pamela Samuelson、第二に、Kalin Hristov、第三に、

Mark Perry＆Thomas Margoni、および日本の大本である。海外文献に関しては、第四項でまと

めたうえで、第 5 講にて、大本の論文について論じる。第六項では、主に AI 生成物の著作者を

AIとする学説（AI著作者説）ついて検討し、その他関係する雑多な議論を簡単に紹介する。 

 

第一項第一項第一項第一項    Pamela SamuelsonPamela SamuelsonPamela SamuelsonPamela Samuelson のののの AIAIAIAI 生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論    

 AI生成物に関しての古典的先行研究としては、Pamela Samuelson著「Allocating Ownership 

Rights in Computer-Generated Works」47 U. Pitt. L. Rev. 1185 (1985) をあげることができる。

（https://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1067/）より私が翻訳、要約した Samuelson の

主張をまとめると以下である。なお、本節の英語文献は全て私が翻訳し、要約したものである。 

まず、Samuelsonは先行研究として、TL Butler著「Can a Computer Be an Author? Copyright 

Aspects of Artificial Intelligence」4 CoMM/ENT L.J. 707 (1982),（以下、Butler）を挙げてい

る。Butler は、現在でいうところの AI 生成物に関しての問題を予見し、その解決策が伝統的法

解釈では難しいことを指摘し、新しく架空の人間の著者の存在を仮定し、次に、権利を得ること

に最も値した人に著作権を割り当てるという方法でオーサーシップ問題を決定すべきだと提案し

た。Samuelsonはこの解決策について、真摯に問題に取り組んだ尊重すべきものであり、当該問

題を著作権法の伝統的な枠組みの中で解決することがいかに難しいかを示すものであるとしつつ、

不合理な解決策であると評している。 

次に Samuelson は、「National Commission on New Technological Uses of Copyrighted 

Works, Final Report」(1979)（「CONTU最終報告書」）の内容を紹介する。この報告書は、コン
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ピュータプログラムの権利保護を主要な目的とする著作権法改正にあたって、コンピュータによ

って生成される著作物の著作権帰属を検討するものであった。この報告書においては、コンピュ

ータが生成した情報（コンピュータ生成物）について、原則的に、コンピュータを用いる者が著

作者となると示すものであった。 

そして、Samuelson自身も当該プログラムを書いたものではなく、当該プログラムのユーザー

に著作権を与えるよう主張をしている。その理由は、非常に詳細に検討されているがまとめると、

まず、プログラマーにコンピュータ生成物の著作権を与えなくてもよい理由は、①プログラマー

はプログラムの販売によって利益を得ることができること、又②当該プログラムを販売するか否

かの選択権があること、③プログラマーが想定していた以上のことをユーザーが行う可能性のあ

ること、④プログラマーは実際の創作活動に必ずしも関与し得ないこと、⑤コンピュータ生成物

作成にあたっての当該プログラム使用の立証が難しいこと、⑥プログラマーを当該プログラムか

らのアウトプットの著作者とする場合弊害が大きすぎること等をあげる10。 

以上のように、コンピュータ生成物を作成するプログラマーに著作権を帰属させることの不合

理と不都合を分析したうえで、Samuelson説は原則的にはユーザーがコンピュータ生成物という

著作物を創作するインセンティブを得られるように、ユーザーがコンピュータ生成物の著作者と

すべきと議論する。 

 

第二項第二項第二項第二項    Kalin HristovKalin HristovKalin HristovKalin Hristov のののの AIAIAIAI 生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論    

一方、Kalin Hristov著「Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma」IDEA 57、

3(2017)pp.431-454 はプログラマーとそのプログラマーの所属企業に著作権を帰属させるように

主張している（https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2976428より）。 

Hristovは AIプログラマーとその所属企業に著作権を与えることは未来の AI開発に欠くこと

ができないと論じている。Hristovは前述推進計画と同じく、道具的に AIが用いられていた場合

と AI が独立して生成物を作成した場合をわけている。前者は、道具的に用いた者が著作者、後

者はプログラマー及びその所属企業という結論である。 

Hristovは主に後者に関して、詳細な検討を行う。主な AIが独立して生成した場合の著作者を

                                                  
10他に、コンパイルの例等、例外的にプログラマーに著作権を帰属させうる場合も示してはいる。

コンパイルはユーザーがほとんど何もしていない。ユーザーから見ると自身が関与していないう

ちに、データが A→Bへと変換がなされる。その変換はあらかじめプログラマーが（予約）して

いた変換（行為）である。このような場合、当該プログラムを書いたプログラマーが著作権者と

なりうる場合があるということである。事実上の行為を行ったのは、プログラマーだからである。 
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プログラマー及びその所属企業としている理由は、その開発に対しての資金回収を可能とするた

めである。仮にユーザーの関与がないことから、AI 生成物をパブリックドメインにした場合、

AI プログラマーとその所属企業は十分な資金回収が行えず、結果として多方面で活用できる AI

開発自体が停滞する。したがって、AI開発を推進するプログラマー及びその企業に著作権を帰属

すべしというのが Hristovの主張である。この理論には職務著作の理論を使用している。 

以上のように、Hristov説は人間の関与の有無を基準として、無の場合は AIの発展に資するた

めのインセンティブ確保のために、プログラマーとその所属企業を著作者とすべきと議論する。 

 

第三項第三項第三項第三項    Mark PerryMark PerryMark PerryMark Perry およびおよびおよびおよび Thomas MargoniThomas MargoniThomas MargoniThomas Margoni のののの AIAIAIAI 生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論    

次に、Mark Perry・Thomas Margoni著「From Music Tracks to Google Maps: Who Owns 

Computer-generated Works?」（(2010). Law Publications. Paper 27.）では、コンピュータ生成

物の著作権についてカナダ法を中心に英国連邦法を俯瞰し、基本的な論点をおおよそまんべんな

く考察する（https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1647584より）。 

すなわち額に汗理論とオリジナリティ重視の相克をどのように考えるかという論点が一つ。も

う一つに（論文では「コンピュータ生成物」としているが、内容的にはコンピュータによる自動

生成のような人の手がほとんど入らないものに関して）著作者は誰であるか、プログラムの立案

者、プログラムのユーザー、プログラムそのもの又は無、と 4つに分けて検討し、合わせて共同

著作の考えにも言及する。最も共同著作についてはカナダ法では共同著作の概念は厳密に規定さ

れず、法廷もそれを避けてきたとしている。 

プログラムの立案者に関しては Samuelson と同じ理由を中心に退けている。派生作品やコン

パイラプログラムの例など興味深い点も挙げられているが、結局はプログラムの立案者自身が創

作行為に携わっていない点及び立証困難性、社会的妥当性等からプログラムの立案者を一義的に

著作者とすることは妥当とはいいがたいだろうという趣旨を述べている。  

次にプログラムのユーザーであるが、これも著作者の可能性が否定的に捉えられている。すな

わち、著作権法は創作奨励法であるが、ユーザーが例えば機械のボタンを押すだけではそれは創

作行為ではなく、そのような行為者に著作権を付与しても創作の奨励にはならない、という趣旨

の主張である。 

次にプログラム自体についても同様に、プログラムに著作権を付与する意味が薄いことを主張

する。そして、最良の解決策は、著作権をあたえない。すなわちパブリックドメインとすること

だと論ずる。理由は、経済的に合理的であり、創作奨励法としての著作権法の有り方から、創作
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を奨励しないようなことに独占権をあたえることが適当でないというものである。彼らはパブリ

ックドメインとすることが最良の解決策であり、これらは現在発生している数々の問題に対応で

きるとしている。 

以上のように、Perry＆ Margoni説は経済的合理性と著作権法の有り方より、パブリックドメ

インにすべきと議論する。 

 

第四項第四項第四項第四項    海外文献の総括海外文献の総括海外文献の総括海外文献の総括    

以上 3つの論文を大胆に主要部分のみを切り取ったレビューを行った。先行研究でも誰を著作

者とすべきか意見が分かれている。 

これらから一つだけいえることは、どの考え方にも一理ある一方、一面では弱点を抱えている。

これらはあまりにも一義的に考えようとして、ある例では有効でも他となるとどうなるかという

問題を発生させていると思われる。必要な解決は、一義的にオーサーシップの帰属を定めるので

はなく、場合わけであると考える。 

 

第五項第五項第五項第五項    大本（日本）の大本（日本）の大本（日本）の大本（日本）の AIAIAIAI 生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論生成物の著作者に関する議論    

日本でも、前述の推進計画をきっかけとして、いわゆる「AI生成物」のオーサーシップが論じ

られている。代表例は、大本康志著「サルの自撮り写真をめぐる著作権法を中心とした法的諸問

題‐サルと AIの比較－」（土肥一史先生古稀記念論文集「知的財産法のモルゲンロート」中央経

済社 2017 年 pp.387‐398）があげられる。大本はサルの自撮り写真（セルフィー）にサルの著

作権が認められなかった 2016年 1月 6日サンフランシスコ連邦裁判所を分析しつつ、この対象

がサルではなく AIであった場合にどうなるかを論じている。 

まず、大本は「AI創作物」を 3つの類型に分けている。１つ目は、著作権法上の保護が認めら

れない「AI 製作物」。これは創作性が全くないもので、コピー等に関して不法行為法による保護

はあるが著作物ではない＝オーサーシップの帰属も無いとする類型である。2 つ目は、創作性が

認められる「AI創作物」。これには創作性の程度により「薄い」ものと「強い」もの 2つにわけ

られるとする。3つ目は、人間が AIを道具として用いた場合で、これは当然のようにその道具の

ように AIを利用した人間の著作物となる。 

大本はこのように 3類型をわけたうえで、2番目の「AI創作物」について著作者を検討してい

る。候補者は①ビッグデータの著作者、②AI プログラマー、③AI に指示命令を入力した者のい

ずれか、及び④上記の者による共同著作物（すなわち、①から③の共同著作者）である。このう
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ち、共同著作物については、著作者同士の主体的な共同意思や創作行為の同時性等実際問題とし

て認定が困難なことが多いことを指摘している。そのため、大本は、共同著作物とみることにつ

いて、可能性を完全には排除しないとしつつ事実上共同著作物説を退けている。正確には上記の

指摘まででそれ以上の検討をしていない。 

大本は、共同著作物と認定することが難しい以上上記 3 者のうち誰を著作者とするか、「規範

的侵害論」の転用により決しようとしている。すなわち著作権侵害論（複製権侵害）で用いられ

ている再製にあたって「枢要な行為」を行った者が誰であったかを判断し、その者を侵害者とす

る方法と同じく、誰が創作（創作的寄与）に不可欠な「枢要な行為」を行ったものかを判断し、

その者を著作者としようというものである。よって、大本説では個別具体な判断となり、一義的

に何者にオーサーシップを帰属させることが適当かという結論は出てこない11。 

また、大本は AIに人格が生まれた時についても論じているが、結論として AIを著作者とする

必要性は無いとしている。特に、権利帰属主体と利益帰属主体の乖離を指摘している。大本によ

ると AIに利益を帰属させる意味はなく、AIを著作者としても「著者の利益」は観念できないと

している。大本は、法改正による AI へ著作権を与えるという方法にも反対し、あくまでも枢要

な行為を行った人間に権利を与えるべきとしている。 

以上のように、大本説は、AI 生成物の共同著作物性を原則否定しつつ、AI 自身が著作者とな

る点も否定し、個別具体に妥当な結論を得られるということから、創作的に不可欠な枢要な行為

（主たる創作的付与）を行った者を著作者とするべきとの議論を行っている。 

                                                  
11本稿では一度便宜的に、この考え方を「規範的創作主体論」と称し詳細に論じること試みてい

た。これは、侵害時の侵害主体は何者かが論じられるときに登場する「規範的利用主体論」を転

用して、創作者は何者であるかを論じるための名称である。結局、これは規範的要件論をとるこ

ととなり、創作者を特定するための法構造は、民法 612条や同 770条と同じ構造をとることとな

る。すなわち、（612条）賃貸借の解除は「信頼関係破壊の法理」が働き、「信頼関係の破壊」が

真の要件であり、（770条）離婚は「婚姻を継続し難い重大な事由がある」ことが真の要件である。

それぞれ条文に示されている他の要件は、「信頼関係が破壊される」又は、「婚姻を継続し難い重

大な事由の」例示で、これに当てはまったからといっても、信頼関係の破壊がなおもない場合や

婚姻を継続し難い重大な事由にあたらない場合は、当然には法律効果を発生しない。本アイディ

アも同じであり「創作行為」を行った者が（これはベルヌ条約上も当然であるが）著作者という

原則を忠実に守りながら、AI登場後にその創作行為を行った者をどのように定めてゆくか、それ

を「枢要な行為を行った者」として規範的要件を検討するものである。しかしながら、後述のよ

うに、この要件は通常の創作性を検討することで満たされる。大本自身も注釈 16でこの枢要な

行為論が、従来指摘されていた、著作物への創作的寄与の多寡、大小・高低により判断する方法

と矛盾は無いとしている。創作的表現を作出するにあたり枢要な行為をした者＝それは結局創作

性という個性を表出した者であるので、大本はメルクマークとなるとは言うが、本稿は、創作性

の探索を重視した。 
 なお、ロクラクⅡ事件自体も場合判決であるとの評論もあり、創作主体の認定にまで転用する

のはそもそも難しかったのかもしれない。 
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第六項第六項第六項第六項    その他その他その他その他    AIAIAIAI 著作者説について著作者説について著作者説について著作者説について    

 他にもこの問題に関しては様々な見解がある12。一番多いのは AIそのものに著作権を与えるべ

きとする見解である。これに対して前出のマージェスは否定的である。「近時、（中略）人工知能

プログラムをめぐって、『著作者』とみなしうるかどうかが議論されている。（中略）本書全体の

要旨および力点からは上記の点につき否定的な考えを導くことができる。知的財産権は人びとを

対象とするものである。」（前掲書マージェス 2017 日本語版への序文ⅲ）とし、知的財産法の基

本的機能からそれを否定している。 

本稿も特に AI そのものを著作者にすべきという主張は解釈論を超えるし、また一般的な権利

と義務の帰属主体として AIを置くことには当面の間反対である。 

ここには様々な反対は考えられる。古典的な例では、法は対象を絶え間なく拡張してきたとし

て、河川や樹木に原告適格（Standing）を認める議論を展開したクリストファー・ストーンの記

念碑的論文「木は法廷に立てるか」（「SHOULD TREES HAVE STANDING?-TOW ARD LEGAL 

RIGHTS FOR NATURAL OBJECTS 」南カリフォルニアローレビューVol．45 1972 年）

pp.450-501.https://iseethics.files.wordpress.com/2013/02/stone-christopher-d-should-trees-ha

ve-standing.pdf）翻訳は現代思想 1990年 11月号（第 18巻第 11号）58頁～98頁（解説含む）

クリストファー・ストーン著、岡㟢修、山田敏雄訳/畠山武道解説）がある。ストーンはこの論文

の中で将来的にロボットへの当該理論の拡張も注釈の中で示してはいた。現在途方もないことと

見えることも後々は認められるだろうとストーンであれば主張したかもしれない。 

しかし、それでも本稿は AI そのものが著作者になるという考えははじめから除外する。スト

ーン後、加藤尚武編「環境と倫理新版」有斐閣 2005年 pp111-133伊勢田哲治著「動物解放論」

等を参考にすると、動物倫理も環境倫理も変遷してきている。例えば、リーガンの動物の権利論

では、「生の主体」という他のものの手段としてではなく、それ自体で価値があるという内在的価

値を主張するものがある。「生の主体とは、リーガンによれば、単に有感であるだけでなく、欲求

と信念、記憶や未来の感覚、感情生活や通時的心理的同一性（中略）などをもつことが要求され

る」（前掲書加藤 2005p.121）とされる。まずこのような生の主体として AIは認められうるかと

                                                  
12その他、諸説あると思われるが、今回取り上げるものは、主要な説までにする。なお、本稿で

は、当初占有権アナロジーといえるような考え方も考えてはいた。一言でいえば、AI生成物は仮

に全てパブリックドメインであるとしても、その生成物を所有の意図をもって、占有する者とい

うかたちで、その占有者へオーサーシップを帰属させるというである。内容的に面白い説を途中

まで構築していたと考えていたが、全体的に無理筋であったので放棄した。所有権と占有権の関

係を深く考察して、知的財産権への活用を目指す研究も有効だと思うが、今回は断念している。

私の断念した考え方は一例に過ぎないが、このようにさまざまなアイディアはありうるだろう。 
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いう問題がある。加えて、有名なシンガーの動物解放論では、利益を平等に配慮するということ

が重要視されているが、「ただし、利益を平等に配慮するということは、扱いを同じにするという

ことではない。（中略）何がその人（動物）の利益かは本人が何をのぞんでいるかによって決まる

といえる。動物解放というと、動物にも選挙権を与えろというのか、とった反応があるが、選挙

という概念を理解することのできない動物には、選挙権を得たいという欲求は原理的に存在しえ

ず、選挙権をもつことへの利益も発生しない」（前掲書加藤（尚）2005p.120）とあるように、選

挙権を知的財産権と読み替えても同一であろう。動物ではなく AI ならば知的財産権という概念

を少なくとも表面的に理解したかのように振舞う可能性は考えられるが、知的財産権を与えるこ

とが AI の利益になるのかというと今のところ疑問である13。AI を権利と義務の帰属主体と見る

ことには、相当の困難があると考える。 

本稿での先行研究の考察は以上とし、AIそのものが著作者となる可能性は、さしあたり考察外

とする14。 

                                                  
13AIは現在意味、概念を理解していないとされることは多い。代表的な批判ではジョージ・サー

ルによる「中国語の部屋」の思考実験である。ここでは、中国語を理解しない者が、提示された

中国語に対して、マニュアルを基に返答（正確には提示された記号に対して、マニュアルを基に

記号の操作による作文）を行う。すると、外形的にはその者が中国語を理解し、返答しているよ

うに見える。しかしながら、この者は実際として提示された中国語の意味を理解できておらず、

単にマニュアル通りに返答を返したのみである。AIもそれと同じであるとの批判である。 
最終的に AIが、知的財産権という概念を理解できるかどうか現時点では不明であり、そもそ

も概念とは何かという問いに発展するものと思われる。現状としては疑問を呈しておくほかない

と考え、本稿の考察はここまでとしている。ただし、人間が概念を理解するとは何かということ

も現実にどこまで明らかになっているかといえば疑問である。人工知能が概念を理解するかどう

かという問いの難しさは、人間がそもそも概念を理解するとはどのようなことか解明されていな

いことが大きな理由である。 
14本稿では当初、AIにオーサーシップを帰属としない理由について、非常な長考を予定していた。

しかし、後述で登場する表のように、いくつかの適切な観点から採点を行うとたやすく、妥当な

結論ではないことにたどり着いたため、本文からは削除し、概要のみを補注に残すこととした。

その概要は、以下である。 
 私見が AIに当面はオーサーシップを認める（著作権者となる）法改正をすべきではないと主

張する理由は、次の通りである。①そもそも AIと称するものを具体にどこまで著作権法上の権

利を享有する AIとするか線引きが非常に難しく、日々の技術発展に都度法改正で対応すること

に限界があり。これを「線引きの問題」とする。②権利あるところに責任ありということに異存

はないものと考えられるが、AIと称されるものにどのように権利を付与し、責任を取らせるかと

いう問題がある。これを「権利付与と責任の問題」とする。③現行法上権利能力は「人」または

「法人」等にのみ認められているが AIと称するものを著作者として認めるとすると結局 AIと称
するものに権利能力を与えることと同じ効果をもたらす可能性があり、これは著作権法をこえて

時には憲法上の問題（例えば権利享有主体、幸福追求権、生存権、人格権や表現の自由等憲法第

3章・第 10条～40条に関しては様々抵触が考えられる）等々の関係も考えられ法体系全体の考

察が必要となる可能性が高い。特に訴訟主体として AIと称するものが登場することとが無くて

は AIと称するものが著作者とは言い難い点をどのようにするのかという問題がある。これを「主

体の問題」とする。④AIと称するものを著作者とした場合の財産的問題、特に課税において課税
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第二節第二節第二節第二節    関連する条文解釈の整理関連する条文解釈の整理関連する条文解釈の整理関連する条文解釈の整理    

 AI生成物の学説に続いて、関連する著作権法の条文解釈をレビューし、自身の見解（私見）を

示す。これは、使用する条文について適切な理解が必要とのことからである。もっとも、各条文

の解釈を詳細に検討することが本論文の趣旨ではないため、あくまでも論考するにあたって必要

な基本的な解釈の確認をするにとどめる。第一項で著作権法の目的、第二項以下で著作物に関す

る条文の解釈を確認する。著作物は非常に重要な概念であるので、12項（第二項～第十三項）に

わたって詳細に論じる。その後、著者の定義のみを確認（第十四項）し、本稿で採用しなかった

が関連する条文（プログラムとデータベース、二次的著作物、共同著作物と著作物の例示）を確

認と採用しなかった理由を簡単に示す（第十五項）。その後、本稿で重要な編集著作物と職務著作

を確認することとする。確認のための主たるコンメンタールは私が探した限りで最新の半田正

夫・松田政行編「著作権法コンメンタール１第二版」勁草書房 2015年を用いる。 

 

第一項第一項第一項第一項    著作権法の目的（第著作権法の目的（第著作権法の目的（第著作権法の目的（第 1111 条）条）条）条）    

まず第 1条は大前提である著作権法の目的が示されているので確認が必要であろう（前掲書半

田・松田コンメンタール 2015pp.3-15 半田正夫著）。著作権法第 1 条は「この法律は、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、こ

れらの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り、もつて文化の発展

に寄与することを目的とする」15と規定されている。 

                                                                                                                                                            
主体を AIと称するものにするのかという問題がある。これを「インセンティブの問題」とする。

⑤現状でも批判のある著作権法の更なる複雑化を促進することが考えられる問題。これは付随的

問題なので「付随問題」とする。以上 5点の問題があると考察した。 
著作権法全体の改正が必要との議論は都度存在し、AIも含む ICT技術の発展、特にインター

ネットの発展以後は現行法の限界は数多くの論者によって論じられてきたところである。これら

は有益な示唆を得られるものであり正論であると思われるが AIと称されるものに関連するもの

に限定された議論ではなく、また結局はこのような壮大なものは慎重な検討を要するし、慎重で

あるべきである。一方 AIと称されるものの発展は急速であり、このような慎重な検討をまって

いる余裕はない可能性がある。また、AI法ともいわれる分野の議論も活発であり、様々なアイデ

ィアが存在するが、こちらは必ずしも著作権にフォーカスしたものではない。最終的にこれらの

議論も著作権法に取り込む必要性があると思われるが、まだ「人」と同等に AIを扱うレベルに

まで AIと称されるものが達していない現在では、まずは現行著作権法の解釈で乗り切り、しか

るべき時期に、人間以後・アフターヒューマンまたはスーパーインテリジェンス時代の新しい法

体系を定めるべきであろうと思う。というのが私の結論である。 
本稿では、現行法の限界は認めつつも、改正法特に AIと称されるものが著作者となるもので

はなく、あくまでも「人」のみが権利を享有する（＝責任を負う主体は「人」である）という前

提（これは本稿の主張でもある）で、論考を進めるものである。 
15著作権法の条文はhttp://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html公益社団法人著作権情報セ

ンター（「CRIC」）の HPから引用した。以下著作権法の条文は同様である。 
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本条は著作権法全体の指向する方向性を示し、著作権法の基本方針となるものである。そのた

め、解釈運用上北極星のように解釈の進路を定める際に目印（基本姿勢）として用いられる。 

本条文で重要かつ、解釈上問題となるのは後半部分の「これらの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り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」であ

る。まず「文化的所産」とは何か、「公正な利用」とは何か、「文化の発展に寄与する」とはなん

であるか、非常に難しい問題を含んでおり簡単に結論の出るところではない。 

文化とは何か、という問いは Cultural studies（文化学）といわれる一つの学問ができるほど

であり、それらにより膨大な基礎的先行研究が存在している。そして問題は、文化概念には複雑

な両義性により、「文化論を自己循環的な罠に陥らせます」（吉見俊哉著「現代文化論」有斐閣 2018

年 p.19）という点がある16。本稿は Cultural studiesの論文ではないので、詳細は省くが、今日

                                                  
16ここで詳細な文化論は差し控えるが、例を一つだけ挙げると、立教観光学研究紀要第 16 
pp.41-52権赫麟著「文化的真正性の構築における現代観光の機能に関する研究― ポピュラーカ

ルチャーの観光対象化を中心に― 」2014年がある。ここでは、「産業化した観光の存在は、文化

の価値を理念的なものから経済的なものに転換させる。明確な価値的志向が存在するイデオロギ

ーの領域とは違い、経済の領域のおける価値指標は絶え間なく変化するため、文化的真正性のあ

り方は観光のホストとゲストをめぐる複雑な利害関係を通じて繰り返し新たに規定される。『真正

な文化』の条件が特定される過去とは違い、文化価値の多様性が強調される現代の文化状況では、

文化的真正性の構築において観光が果たす役割はこれまでになく重要になっているといえる」。と

され、「ポピュラーカルチャーは真正性に対する人々の認識を再構成し、観光は『真正な文化』の

あり方を規定する『真正化装置』として機能する。その新たな関係性の中で文化的真正性は構築

と再構築を反復し、やがて真正な文化が観光されるのではなく、むしろ観光される文化が真正と

なる。」としている。 
伝統的文化のみが真正性を持つのではなく、観光を通じて、観賞される文化が最終的に真正性

を獲得される、という一種の逆転現象を指摘している。このように、一種消費財（まさに著作物

はその最たるものである）として「文化」が売りに出されると、消費されていることをもって、

それが「文化」だという。しかし、では消費されないものは文化ではないのだろうか。そもそも

一般的イメージの「文化」はむしろ非消費的イメージがある。しかしながら、権が指摘している

ように、「文化」として真正性をもっと認識されるものは観光によって、当該地域の文化として喧

伝されたものが、一般に当該地域での「文化」だと一般に認識され、それにより伝統文化ではな

く観光される文化こそが当該地域での真正な文化と自他ともに認知されてゆく。  
ここから、「文化とは第三者により文化として認知されること」等と定義を導くことはもちろん

重大な誤りである。そもそも、トートロジカル以上のなにものでもなく定義になっていない。権

は単に、観光により観光客に文化として消費されるものが真正の文化として受容されていくとい

う現状をレポートしているだけであり、だから観光客に消費されるもののみが文化であるという

結論となるわけではない。では、結局文化とは何かというと、答えは出ない。なお、当然これは

例示であり、権がそのような論理的ミスを犯しているわけでもなく、単にこの正しい現状レポー

トから安易にでは文化とは・・・と結論を引こうとすると重大なミスを犯すというだけである。 
もっといえば「文化とは変わらない価値として固定化されているものなのではなく、生産され

消費され続ける構築的なものとしてとらえ返す必要がある（中略）文化のなかには、さまざまな

諸力のせめぎあいが読み解かれようとしている」(長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志著

「社会学」有斐閣 2007年 pp507-508)とされさらには「（前略）それは、私たちはこれまで根拠

の乏しい事象の理解に困ったときに、『文化』と呼んできたのではないかという問いにもつながる」

（同上 p.508）というように今日の文化論は、根底から自省をしているところである。そして、
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において簡単に文化と文化でないものの線引きを行うことは適当ではないとされる。それは、エ

スノセントリズムに基づく可能性があり、自分（達）が極めて不愉快に感じることも、当人たち

にとっては極めて常識的な事であることが多い。特に、人権に関するものや、食文化に関する問

題では世界各地で大きな争点となっている。例を挙げると、人権問題として、既存の文化・伝統

と人権が衝突することがあり、代表的なものとして、キルギスの誘拐婚（アラ・カチュー）、ネパ

ールのクマリ信仰は有名雑誌ナショナルジオグラフィックでも取り上げられ、これが文化・伝統

であるか紙面上でも盛んに議論が行われた（前者は National Geographic (ナショナル ジオグラ

フィック) 日本版 2013年 07月号参考、後者は同 2015年 6月号参考。なお、前者は林典子 (著・

写真)ナショナル ジオグラフィック(編集)「キルギスの誘拐結婚」日経ナショナルジオグラフィ

ック社 2014年として単行本にもなっている）。食文化としては、日本でもなじみの深い捕鯨文化

問題、犬食文化問題等があげられるだろう。いずれも非常に難しいものであり、安易に自分（達）

の感覚より、これは文化とは言い難いと判断することは注意を要する17。 

ここで、人類学者としてもっとも有名なクロード・レヴィ＝ストロースが「（前略）人類学者と

して私は、一つの文化を他のすべての文化との関係のなかに客観的に位置づけることは果たして

可能であるか、疑念を抱くのです。（中略）なぜなら、諸文化はその本質において、共通の尺度で

測ることができないからです。さまざまな文化のうちの一つを明らかにするために私たちが用い

                                                                                                                                                            
前出吉見は「というのも〈文化〉は近代の発明品で、それ以前に『文化』という共通の観点は存

在しません。だから当然、厳密な意味では『日本文化』も『西洋文化』も近代以前には存在しな

いのです。それを『文化』とあえて呼ぶのなら、その『文化』を、何らかのより理論的な分析概

念で説明しておく必要が生じます。少なくとも、『文化』が古代以来、どの社会でも主要な社会領

域として認識されてきたと考えるのは間違っています」（前掲書吉見 2018p.19）としている。 
 これ以上詳細な補注はほどこさないが、このように非常に複雑な文化という問いに対して安易

に問いを求めると、自己循環的答えを出しかねないので注意が必要である。なお、前出吉見は日

本での「文化」という用語が西洋では厳格に区別される文明と混同されてきてしまったこと、戦

後の「文化国家」なるブームの中で無批判的に諸般の法律にまで「文化」という用語が書き込ま

れていったことに批判的な記述をしている。吉見によると軍事の対照概念として戦後文化という

言葉が、日本では用いられたようだが、むしろ戦争の文化的側面が取り上げられることも多く、

例えば、戦争を政治の延長上と捉える古典主義者的概念を否定して、戦争は文化そのものである

との主張を行うものとして、著名な戦略研究家であるマーチン・ファン・クレファルト著石津朋

之訳「戦争文化論上」及び同「戦争文化論下」原書房 2010年が有名である。 
17例えば、例に挙げたキルギスの誘拐婚は通常文化とは考え難いと当該文化圏の者以外は考えら

れるものだと思われるが、当該地域の者は文化だという認識も示されている。他文化圏の者が安

易に人権などを持ち出して、そのような文化を野蛮なものであるので放棄すべしと迫ることが本

当に妥当であるかはよく考える必要性があると思う。直近 2019年 2月にも本問題は国内報道が

あった。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190209-00010000-globeplus-int 朝日新聞社

2/9(土) 11:38配信「世界の批判にさらされてもなお残る『誘拐結婚』の今」そこでも人権侵害と

の非難、野蛮人のやり方という非難がある一方、「今も『我が国の文化』との声」についても報じ

られている。難しい問題であろう。 
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る基準は、対象となる一文化に由来しているか、他の文化に由来しているかのいずれかです。も

し前者なら客観性を欠くこととなりますし、後者であれば当然不適格になってしまいます」（クロ

ード・レヴィ＝ストロース著、川田順造訳「月の裏側」中央公論新社 2014年 p.13）と述べてい

ることは留意しておくべきであろう。これは、「世界における日本文化の位置」という課題に対し

て、まずこれがいかに困難であるかを述べている部分である。研究対象の文化にも自身が所属す

る文化にも全く影響されずに、対象の文化を諸文化のなかで位置づけることは、全ての文化への

関わりを絶つという非現実的な条件が必要であり、これは深刻なジレンマとなる。それでも、「こ

のジレンマには、出口があるのでしょうか。人類学はその存在からして、出口はあると信じてい

ます。というのも、人類学の仕事は、観察者から最も遠い文化を選んで、それを、一つの言語を

用いて記述、分析することであり、そして、どの文化も独自性を持っていて、それを説明するこ

とは容易ではないことを認めつつ、それでも読んだ人がその文化に近づけるようにすることだか

らです。」（前掲書ストロース 2014P.14）としている。ここでは、ある文化の他文化に対しての位

置づけを論じているが、そもそもそれが文化というものに該当するか否かを考察するうえでも同

じ問題が生じ、まして発展という話となるならばさらにそれの困難性は増大する。 

その点、著作権法は、複雑な文化論を採用せず「（前略）学術的又は芸術的にすぐれた著作物と

低俗な著作物を区分し、このうち前者のみを文化の発展に寄与するものとして保護する趣旨では

なく、著作物である以上そのすべてに法的保護を与え著作者をして安心して著作行為に専念でき

るような外的条件を整えることが、とりもなおさず文化の発展に寄与することになるという趣旨

を述べたものに過ぎない。したがって当然のことながら、著作物の学術性または芸術性のいかん

については本法は一切関与せず、その点についてはもっぱら公衆の批判と自然淘汰に委ねるもの

と解すべきである」（前掲書半田・松田コンメンタール 2015年 p.13）と「文化」なる大上段に振

りかぶった用語を用いているが、結局著作物性を満たす生成物は例外なく保護をされるという点

が重要である。もっと言えば、著作権法は創作保護法・創作促進法であり、著作物性のあるもの

を次々と作ることが文化の発展に資するという理解となる。しかし、後述（本節第六項）するよ

うに、その著作物性の判断において、結局文化の発展概念は再登場せざるをえない。ここは循環

論法化しかねないところであり、憲法学者などから批判（本節第五項）されるものである。結局、

文化の発展に資するものに著作権保護を与えるといっても意味は同じであり、何が、著作物とし

て適当で何が適当でないかの境界を示すこととはならない。上記の私見は何も述べていないと批

判を受けざるをえないであろう。質を問わないといっても著作物性の要件は存在し、何らかのか

たちで、一種の質的議論は必要となる。それは著作権という独占的権利を付与し、場合によって
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は他人の自由（特に表現の自由、これは一般に経済的自由権よりもさらに優越的地位にあるとさ

れる精神的自由の一つ）を制約する以上必要なことであるといえる。となると、文化の発展に資

することは、次のことも考えていると思われる。①個人の自由を損なわないこと＝そのような生

成物を著作物から排除する潜在的な概念として機能する。②抽象的であっても、何らかの発展と

考えられる何か（somehow）を要求することで、社会全体の公益を向上させることについて潜在

的に示すこと。③民法などにおける一般条項と同じく、限界事例での切り札として機能する。以

上 3つの機能があるのではないかと考えられる。法的効果は③が主であるが、解釈全体の指針と

して①・②も重要である。 

一部の文化論者からするとだいぶ違和感のある「文化」の用法となるだろうが、現実的に文化

的な内容に関して質的面を問うことは難しく、それを自然淘汰に任せたことは（一部の文化論者

からは批判が有ろうが）適当だと考えられる。一方、文化的内容面ではなく、生成物に関して著

作権を付与するか否かの外形的判断に関しては、自由権との関係も考えつつ、何らかの発展に資

するようなものであることを要求する潜在的な概念を付与していると考えられる。それにより、

社会にとって有害な独占権主張を排除することができるといえる。 

したがって、著作権法にいう文化の発展に寄与するとは、一言でいえば、数多くの著作物性の

ある創作物を生成し、その生成者に報いること（報酬を与えること）、であるといえる。そして、

単に生成者に報いるだけではなく、社会一般でそれが活用される必要性が有るため、公正な利用、

すなわち引用等の著作権制限も設けてバランスをとらんとするといえる。その点を米国では「学

術・技芸の進歩」としているが日本の「文化の発展」よりはわかりやすい書きぶりであろうと考

えられる。ただし、「進歩」も何をもって進歩と考えるか非常に難しい面もあるので、そこの解釈

困難性は日本と変わるところは無い。特許法の進歩性の議論を参考にすると、若干わかりやすく

なるという程度である。なお、特許法上の進歩性要件は、第三者の自由な営業を妨害しないため

という概念があるとされ、技術を発展させるためにもそのようなものは自由利用に任せるほうが

良いことが説かれる。また、インセンティブ論とこの自由利用の調和点をどのように考えるかが

重要な問題とされる（中山信弘著「特許法第三版」弘文堂 2016p.134 参考）。出願審査・公開の

生じる特許法と無方式（権利の公表も無し）の著作権法では大きく異なるが、特許法における進

歩性要件は、著作権法においても考え方として若干は参考になるかもしれない。 

文化の発展を考えるにあたって、もう少々幅を広げて考えてみる。 

思考実験になるが、例えば、今後文化の発展に寄与しないとして著作権保護が否定されること

がありうるだろうか。候補としては、現行の著作物性要件を完全に満たすが反社会的な 2種類の
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コンテンツ（情報）を考察する。一つは昨今話題の「ディープフェイク」もう一つは、「ダーク・

ウェブコンテンツ」（とでも呼べるもの）である。これら情報の反社会性は間違いなく、基本的に

意図的な反道徳的動機により生成されている。「ディープフェイク」については雑多な記事が多々

あるが、主にフォーリン・アフェアーズ・リポート 2019.NO.2pp.60-69掲載論文ロバート・チェ

ズニー、ダニエル・シトロン著「『ディープフェイク』とポスト真実の時代」を参考にし、「ダー

ク・ウェブコンテンツ」については、木澤佐登志著「ダークウェブ・アンダーグランド」イース

トブレス 2019年を参考とする。 

なお、ここでとりあげるものはあくまでも思考実験であり、現実的なものではない。少なくと

もそもそも論として著作権法で論ずるものではない。しかし、文化の発展を考えるにあたって、

示唆を与える可能性があるためにあえてとりあげるものである。これは、森村進著「幸福とは何

か」筑摩書房 2018年 pp.216-218「思考実験なくして哲学なし」を参照している。理科系統と呼

ばれる（例えば物理学）分野と異なり、文系と呼ばれる学問は条件を限定して実験を行うことが

必ずしも一般的ではない。しかし、文系領域においても、非現実的な仮定を用意することによっ

て問題をクリアにして、適切な見解を導くことに資することが多い。前掲書の森村 2018 は、非

現実的な思考実験に対してそのような事態は発生しない、それを検討する意味がないという批判

に対して、それは的外れだとしている。何故ならば、思考実験は起りそうな事の予行練習として

行われるわけではなく、複雑な現実の世界からあえて明快な解答を妨げる諸要素を捨象すること

で我々が持っている直観・信念を明確に意識づけさせる道具として提供されているからだとして

いる。森村によると、特に広く受容されている見解を検討するためにこの思考実験は有効だとい

う。文化の発展という概念を検討する上でも、このような思考実験は有効であろうと思う。なお、

森村18はこの思考実験を重視しており、読者にもそのようなことを行うことを大変奨励している。 

ディープフェイクは政治的混乱又は、ある組織、ある人物を陥れる為に、AI（ディ―プラーニ

ング）を駆使して精巧な偽動画・偽テープを作成し、存在しないスキャンダルを作り出すコンテ

ンツである。かつても同様のコンテンツは存在したが、AIの特に敵対的生成ネットワーク（GAN）

によって偽物を見破る相手と偽物を作り出すニューラルネットワーク双方が加速的に学習を繰り

返すことによって、極めて精巧な偽画像・偽音声が生成可能となった。そして、デジタルコンテ

ンツとインターネットの特性によって比較的簡単にそのコンテンツ拡散（コピペ）を行えるのみ

                                                  
18ここで森村とだけ記しているのは他の森村進著作にも同様の考え方が表れる為、特定の著作で

はなく、森村進氏の全体的考え方に共通する考え方として扱っている為である。前出注釈による

前掲書と記す場合と名前で記す場合の相違についても参照願いたい。 
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ならず、そのようなコンテンツを生成する AI そのものもインターネットを通じて拡散できる点

がかつてと異なる。前掲書フォーリン 2019p.62 によると「市場には、商用あるいは無料のディ

ープフェイク・サービスがすでに登場しており、（中略）このようなサービスが増えれば、非常に

簡単にディープフェイクができるようになり、事実上、GAN にフィードする素材（ねつ造のモ

デルとなる人物の音声や動画）さえ確保できれば、ディープフェイクを実現できる」とされる。 

誰でも手軽に偽情報を作り出して流せることになったことからポスト・トゥルース社会の到来

と呼ばれ、それにより多額の収入を得ている者の存在がピックアップされるようになった。また、

厳しい経済的状況によりそのような偽ニュース作成に精を出す若者がいること等も報道されてい

る（佐野広記著「数千万稼ぐ者も…「フェイクニュース製造村」で見た驚きの現実」

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/55222）。まだ、このレベルではディープフェイク技術は用い

られていないようであったが、今後刺激的なディープフェイク技術による著名人のスキャンダル

画像・音声などはねつ造されていく可能性が高い。前掲書フォーリン 2019 によると、すでにデ

ィープフェイク技術の悪用例は存在し、これらが容易に作成できることにより、脅迫、威嚇、妨

害行為に用いられる危険が増すとされる。また、これを政治や国際関係に悪用されることによっ

て壊滅的影響をもたらす恐れがあることを指摘している（フォーリンは外交誌であるので力点は

そちらである）。これらは既存のデマとは比べ物ならないほどクオリティーが高くかつ様々なアク

ターが容易に用いることができることが問題である。そして、これらの混入は情報圏を著しく混

乱させる効果がある一方、直ちに取り締まることも難しいという性質がある。前掲書フォーリン

2019も、法的対応が必要としつつ、それが困難（容疑者の特定が困難、国外犯の問題、監視をす

るとなると検閲として表現の自由を侵害しかねない等）であることも認めている。また、前掲書

フォーリン 2019は指摘していないが、そもそも生成は AIの実験であるといった言い訳は可能で

あり、ジュークで作成していたものが流出したという言い訳等々もできる以上、よほど悪質で容

疑者の加害行為が明らかでない場合に取り締まることは難しいと思われる。 

あり得ないが、このディープフェイク技術を用いて作成されたねつ造コンテンツに関して、製

作者が著作権を主張した場合を思考実験としてみたいと思う。勿論、権利を主張する者は、これ

は精巧に作成された自身が作成中のフィクション（例えば仮想戦記）に用いる画像であり、現実

世界の人物をモデルとした時代小説のようなものだと主張するだろう。制作者は、全体完成の暁

には、フィクションとして公開予定であり、たまたまその一部をネットに先行公開していたとこ

ろ、他者に意図せぬかたちで用いられて、現実世界でディープフェイクとして機能したのみであ

る、と主張すると思われる。これは今までも趣味による個人作成映画（映像）はあるし、それを
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ネットで公表すること、その一部だけを公表することも行われていることである。そこで実在の

人間をモデルとすることも多くみられ、現在進行形に近い時事ネタで作成されることもある。そ

れはアマチュアだけでなく、プロの作品でも現在進行中の作品は有るので、非難出来ないであろ

う。AI使用については脇に置くとすると、ディープフェイク技術を用いた、ねつ造コンテンツで

も著作物性は満たす可能性は多いと考えられ、仮想戦記コンテンツだと強弁された場合19、この

ようなディープフェイク技術を用いた、ねつ造コンテンツでも著作物としての保護ができてしま

いそうである。 

ここで考えたいのが、確かに製作者の主張の様に仮想戦記として全体が完成していればそれは

そのコンテンツとして著作物といえるだろうし、通常であれば再作途中の一シーンであっても保

護される余地はある。しかし、いま目の前にある生成物は特定の人物が不利益を蒙るように精巧

に作成されたねつ造画像である。たまたま全体から切り出されて、フェイクコンテンツとして用

いられたのであれば別であるが（その場合は普通に著作権侵害であろう20）完成部分はそのフェ

イク部分しかない。このような場合に、このフェイク画像は著作権を与えることが適当であるだ

ろうか。恐らく主観的な意図を問うことは難しいだろう。製作中の仮想戦記の一シーンと言い張

る製作者に対して加害意図を認定することは困難であるし、あまりそれを強化しすぎると表現の

自由を委縮させかねない。しかし、これに著作権を与えることはやはり正義や公正という概念に

反するだろうし、詳細は省くが前出のフロリディ等が提案している「情報圏」21へ与える負の効

果もあまりに大きい。 

以上のように考えると、あくまでも思考実験であるが、これは「文化の発展に資さない」とい

                                                  
19仮想戦記などでは B級陰謀論が繰り広げられて、そこから開戦、というシナリオはよく持ち出

されるものである。その為、例えば自国の元首が自分は陰謀組織の一員で世界を破滅させて自身

は莫大な利益を得るという計画を陰謀組織で話しているところの画像（それが何者かに録画され

て流出したというかたちの）ディープフェイク画像があったとしても、直ちに、自国の首相を失

脚させるために作成されたと断定することは難しい。 
20例えば、ドイツのヒトラーを取り扱った映画ではヒトラー役の役者はヒトラーそっくりである

ので、この映画を切り取ったヒトラーパロディー物は世界中に存在し、配信元が著作権の侵害で

都度動画公表サイトの YouTubeに削除依頼をしているなどの例がある。

http://cinematoblog.hatenablog.com/entry/2017/09/28/200000 「ヒトラー 最後の 12日間は

パロディ動画が有名です。」 
https://dic.nicovideo.jp/a/%E7%B7%8F%E7%B5%B1%E9%96%A3%E4%B8%8B%E3%82%B7
%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA 
ニコニコ大百科「総統閣下シリーズ」など参考。 
ディープフェイクとは当然このようなものではない。 

21ルチアーノ・フロリディ/ラファエル・カプーロ/チャールズ・エス著、西垣通・武之内禎編著訳

「情報倫理の思想」NTT出版 2007年及び岩波講座哲学 09「科学/技術の哲学」岩波書店 2008
年等参考。情報倫理上、情報圏という概念が登場している。一言でいうならば、要するにデジタ

ルデータの集合体による情報環境のことである。 
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う理由で著作保護を与えない可能性もありうるのではないか22。そして、次の「ダーク・ウェブ

コンテンツ」の現状を考えると、著作権保護が与えられない可能性がある、というだけでそれら

の取引マーケットの拡大をわずかながら抑制する効果もあると思われる。 

勿論以上は思考実験である。本稿において、AIの自動生成コンテンツの著作物性を論じること

は論点先取といえる面もある。また、ディープフェイクの規制は必要だとしても、基本的には人

権侵害が問題となるものであり著作権が問題となる可能性はほとんどない。加えて、名誉棄損や

プライバシー侵害23などの枠組みで規制する方がどう見ても妥当であろう。ダニエル・J・ソロー

ヴ著、大谷卓史訳「プライバシーの新理論」みすず書房 2013 年によるとプライバシーには社会

的利益があり、「その社会的利益によって正当化すべきなのである」（同書 pp.126-127）とされる。

プライバシーとは個人的利益を保護するものであるが同時に社会的利益も保護するものであり、

その観点からこのような領域の問題はプライバシー侵害との観点で立論したほうが良いであろう。 

思考実験であるので、現実的に、このようなものの著作物性（とその著作者・著作権者である

こと）を要求する場合、人権侵害コンテンツの制作者または流通者として、社会的非難または法

的責任を問われることからそのような主張をするものはまずあり得ない。あくまでも、著作権法

はそのようなことを考えているのではないかという方向性を明確にするためにあえて極論を用い

て思考実験をしてみた。次も同様である。 

「ダーク・ウェブコンテンツ」は正確に用語の定義がされているとは言い難い。まずダークウ

ェブとは、前掲書大谷 2017p.470 によると、「アクセス認証や特殊なソフトウェアの利用によっ

て限られた人間にしかアクセスできない領域（ディープウェブとダークウェブ）が存在するとの

指摘がある」とされたインターネット上の特殊領域である。この領域をめぐっては様々な論点が

提示されており、前掲書木澤佐 2019 はこれらの全体的総括、案内書である。それによると、こ

のダークウェブには、撮影・製作（所持）自体が違法なコンテンツ流通の場にもなっているよう

である。本稿では、これを「ダーク・ウェブコンテンツ」と呼んで取り扱うこととする。 

セキュリティ意識の強い彼らはダーク・ウェブコンテンツを金銭的売買しないそうであり、紙

幣の様にコンテンツを交換することは有っても、金銭が介在することはほとんどないそうである。

そして、木澤佐は面白いことも指摘している。それは木澤佐自身の誤認の可能性も有るが、これ

                                                  
22同じように偽造品等についても考える必要性があるだろう。イミテーションとしてはっきりと

わかるかたちの物はともかく、本物を装う物に著作権保護を与えるべきか、そういう論点も同じ

く考えられるだろう。 
23真実ではなくても私生活の事柄と受け手に思われるような情報の公開もプライバシー侵害とい

えるからである。 
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らのコンテンツには著作権は存在しないため、売買のインセンティブが働かないとの指摘である。

これらのコンテンツは無限にコピーが可能であり、一度ネットに出回れば誰でもコピー・再配布

が可能であり、（他の違法品、銃器や麻薬などと異なりコンテンツは）金銭売買のインセンティブ

は働かず、現実にそのような売買サイトが立ち上がったものの利用者不足でわずか 2か月で閉鎖

に追い込まれたこととレビューされている。木澤佐はビットコインといえども追跡可能であるこ

とや詐欺師、おとり捜査がはびこるなかでビジネス的な発展がされないことと同時に「（前略）要

は、児童ポルノの世界には著作権が存在しないという事実が、児童ポルノをビジネスとして発展

させるモチベーションを幸か不幸か阻害している面は否めない」（前掲書木澤佐 2019p.136）とし

ている。 

上記の考察が正しいか否かは不明であるし、そもそも著作権があって、それに基づく何らかの

契約があっても民法 90 条による公序良俗違反で無効である。著作権保護を求めることが事実上

不可能ということで著作権が存在しないと言い切ってしまっても結論に影響はしないと思われる

が、よく考えると著作権法そのものに著作物は公序良俗に反するものは著作物にならないとの規

定は見当たらない。違法コンテンツであっても、一応は著作物の要件を具備するならば、著作物

となってしまう可能もあるのではないか。もちろんその権利を行使することはできないし、その

ような生成物を創作したことにより別な犯罪に問われるため、現実的に創作者が当該著作権を主

張して裁判に臨む可能性はほぼあり得ない。むしろ、刑事の方で当該コンテンツの創作者ではな

い旨を必死になって主張すると思われるので、これは全くあり得ない思考実験である。 

このような場合、違法コンテンツの創作は文化の発展に寄与しないとして、著作権保護を与え

ないという方法は良い手であると思われる。勿論、著作物の定義にある、「文芸、学術、美術又は

音楽の範囲」ではないとする方法もあるだろう。しかし、まさにこのような違法コンテンツを積

極的に著作権保護の対象として認めないことが、間接的に文化の発展に寄与することとなるので

はないかと考える。潜在的であっても、著作物性の要件は満たすが、文化の発展に寄与しないコ

ンテンツというものがありうることで、ささやかながらそのような違法なビジネスの拡大を防ぐ

間接的効果が考えられるだろう。著作権法は個々の文化的内容には立ち入らないとはいえ、創作

することが違法なコンテンツにまで立ち入らないことが適切とは考えにくい。 

現実に、ある国では合法でもわが国では違法な物（例えば大麻）等があるが、わが国でそれを

取り締まることが貿易上の問題になる事は有っても、それは各国の裁量権の問題であり、ある国

では文化的理由から我が国で違法とされるものを神聖な物としていたとしても、わが国に持ち込

まない限り、問題は無い。他の文化への配慮や関心を持つ必要性は有っても、そこから他がそう
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であるから、わが国もそれに合わせるべきとの主張には直接つながることとはならない。多様な

文化を尊重することと、自国を自国の文化に合わせて法律を制定して運用することは衝突するも

のではない。それぞれ自国で自分たちなりに自国の文化を尊重できるようになっていればそれを

他国に押し付けるということが無い限り双方のバランスをとることができる。文化の問題は他者

（達）に自身（達）の文化観を強制することであり、それが生じていない限りであればある程度

のバランスをとることができるだろう。我が国の法律に触れるものは文化の発展に寄与しないと

して著作権保護を与えないという考え方をとっても問題は少ないものと思われる。 

思考実験は以上である。特許法においては、特許要件を満たしていても特許法第 32 条のよう

に公序良俗に反するものへは特許権を付与しない。一方、著作権法にはそのような規定はない。

これは、著作権法が内容的審査に服すことが適当ではなく、問題が生じた場合は刑事法での処罰

や各種民事的制裁処置によるものと考えたためであろうと思われる。しかしながら、だからと言

って著作権法が全くそのようなものに無関心と考えることはいき過ぎである。文化の発展に資す

るか否かという観点は潜在的であっても、存在し使われる可能性はほとんどないとはいえ、文化

の発展に資することが無いとして直接的に著作権保護を否定される可能性も理論的には残存して

いると考えられる。全て市場による自然淘汰に任せるのではなく、間接的に文化の発展という概

念を網掛けの様に著作物に被せているといえる。 

繰り返すが、これも思考実験である。現実的にこのようなコンテンツの著作権を主張する者が

表れる可能性は限りなく考え難く、本問題自体も、主に被写体とされる児童・未成年者の人権保

護が規制理由になるだろう。著作権は関係ないといえる。 

また、ダークウェブ等々とりあげたものにはバックボーンに強力な思想性がある。サイバース

ペースに関する詳細な思想の検討は控えるが、徹底的自由思想を掲げた者等、これらには様々な

バックボーン思想があり、その研究も極めて多く（概要は前掲書木澤佐 2019を参考）、簡単に論

ずることは適当ではない。あくまでも思考実験として持ち出しているという点を明記しておく。 

著作権法は、文化の発展という概念をもってある方向へ間接的に社会が向くように誘導を試み

ているのではないだろうか。それは、あたかも戦略研究でいわれる有名な「間接的アプローチ」

のようである。 

間接的アプローチ論の生みの親である B・H・リデルハートは戦略論の検討のためのあらゆる

時代の広範な検討と調査を行い「この調査の間に、ひとつの印象が次第に強まってきた。その印

象というのは、あらゆる時代を通じて、敵が準備していないときに敵をたたくことを確実にする

よう『間接的アプローチを行わなければ、効果的な戦果をあげることはほとんど不可能である』
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ということである。正面から敵をまともに攻撃（直接的アプローチ）しないで、間接的手法で攻

撃すること（間接性）は、物質的には概ねいつも（usually）必要であるが、心理的には常に（always）

必要とされる。戦略的観点からみれば『目的に向かう最も遠まわりの経路が、しばしば最短経路

となる』」（B・H・リデルハート著、市川良一訳「リデルハート戦略論上」原書房 2010年 pp.18-19）。 

直接的に違法コンテンツやもっといえば低質なコンテンツを取り締まるという方法もあり得な

くはない。しかし、それのみでは効果的な効力が期待できず、かつ検閲の恐れもある。そうであ

るならば、文化の発展に寄与しないものは著作権で保護されないという心理的・間接的アプロー

チの方が有効である。それは、ダーク・ウェブコンテンツがビジネスとして著作権保護ないこと

により拡大が阻害されている（らしい）例からも効力は有るといえる。当然取り締まりの効果も

あるだろうが、ビジネスとして成立しないことはダーク・ウェブコンテンツに一定の歯止めをか

けているといえる。それは経済的困窮よりそのようなビジネスに参入するものを抑制する効果で

ある。これが無ければ、単なる金銭目的でフェイクニュースを創作・流通するものが裕福でない

国を中心にあらわれているように、ダーク・ウェブコンテンツも、もっと拡大していたであろう。  

その点で極めてささやかであるが著作権法がそのようなものに保護を与えるはずがないという

心理的効果24は、そのような文化の発展に寄与しないビジネスの発展をほんの僅かながら阻害し

ているようである。フェイクニュースを考えても取り締まり（直接的アプローチ）では限界があ

り、その点で著作権保護を与えないことによりビジネスを間接的に阻害している著作権法の文化

の発展に寄与するという部分は間接的アプローチとして有効に機能しているといえる点もあるの

ではないかと思う。そして、文化の発展に寄与しないビジネスの発展を阻害することは例外的で

あるが、創作者は文化の発展に寄与すべし、という間接的、心理的命令を著作権法が下すことに

よって、著作権保護を求めるものは、極めて僅かであるかもしれないが、心理的に文化の発展に

寄与する方向へ誘導がなされる。 

多元的な価値観の中で、各自の文化の発展という解釈も異なるだろうし、異なることが妥当で

ある。しかし、その中でもある程度共通して合意できる部分もあるだろう。例えばそれが先の創

作そのものが違法なコンテンツは作成しない、という部分である。他にも自由な創作という概念

や創作に対する適正な取扱い（経済的な対価だけではなく、名声や人格権的なもの等、取扱い全

                                                  
24ダーク・ウェブコンテンツが著作物にならないという確かな規定は無いような気がするが、少

なくともこの領域の専門家より著作権は無いとされていることからその領域では皆そのように考

えているようである。仮に著作権があると考えられてもあまり結果は変わらない可能性があるが、

少なくとも前掲書木澤佐2019p.136等からビジネスとして発展させるモチベーションを削いでい

る側面はあるようである。 
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体）等は多元的な価値観のなかでも比較的文化の発展に寄与という概念で各人が合意しやすいも

のであろう。これらを基底として、各人が、文化が発展する様に創作を心がけることによってよ

り良い社会が形成されてゆく、それが著作権法の想いではないかと思う。その想いを実体化し、

間接的アプローチにより各自に緩い義務を課した、それが文化の発展に資するということではな

いかと思う。 

勿論上記考え方には問題も多い。これについてはさらに検討が必要である。問題点としては、

結局上記は、コンテンツの間接的なコントロールということとなるので、それは思考のコントロ

ールということとなる。これは自由権をそれも間接的にひそかに制約するということで最悪の統

治形態であるといえる。このような形態を批判するものは多い。文献は省くが、これは多くの者

が批判してきた内容そのものである。一つだけ代表的なもとして、ミシェル・フーコー著、田村

俶訳「監獄の誕生」新潮社 1977年をあげておく。ここでは、「ところが、規律・訓練的な権力の

ほうは、自分を不可視にすることで、自らを行使するのであって、しかも反対に、自分が服従さ

せる当の相手の者には、可視性の義務の原理を強制する」（前掲書フーコー1977p.190）というよ

うに目に見えない本稿的に言えば間接的アプローチによる権力行使の問題点を指摘している。こ

れはフーコーが「試験」という部分で論じていることであり、このような視点から先に挙げた考

え方を検討すると非常に問題の多い、一種の思想統制を構成することも可能になる考え方となっ

てしまうだろう。何故ならば、前述の私見は結局文化という名の訓練・規律を国民に課している

ことと同義になりかねず、ある方向にのみ物事を考えることを強制していくこととなりかねない。

それを避けるために各自が文化の発展に資すると自身が思うことを全力で実現する方向への誘導

という考え方を示した25が、まだ十分な検討とはいえないだろう。 

また、このような間接的アプローチという概念そのものへの批判も多い。前述したリデル・ハ

ートの考え方は「危険なほど同義語反復で、そもそも反証不能」（コリン・グレイ著、奥山真司訳

「現代の戦略」中央公論社 2015年 p.143）という問題点がある26。間接的に効き目があったかど

うかの効果検証は困難であるし27、常に○○であるというものは結局何も言っていないに等しい。  

                                                  
25間接的アプローチによる思想統制＝最悪の政府、もといいさまざまなもので論ぜられるディス

トピアそのものといえる。そこで、それを転化して各自が自分の有する文化観を最大限・全力で

表現する方向にもっていくことで、反自由的概念を自由的促進概念に転化できないか、というの

が私の試みであった。この試みは今後の検討課題となるだろう。 
26その他、多数の批判もあるが、本稿と関係が薄い為割愛する。主な文献は前掲書グレイ 2015
及び http://www.nids.mod.go.jp/publication/senshi/pdf/200003/09.pdfに詳しい。 
27むしろ歴史的には彼の主張する間接的アプローチをとり、ナチスドイツへの宥和政策をとった

チェンバレンは結局失敗し、ハートはその後押しをしたとの手厳しい評価が存在する。現在でも

このような非戦政策にはチェンバレンを例にとって手厳しい評価が存在し、直接的アプローチに
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この概念を応用した、著作権法は間接的に常に各人の考える文化の発展を促すように機能する、

ということも結局何も述べていないと同じなのかもしれない。それでも、「どのような人間、組織、

そして制度も、文化を超越したところで活動することはできない」（前掲書グレイ 2015p.207）と

いうように確かに文化というものはその範囲内にいるものをある意味で拘束するといえると思わ

れる。「文化とはアイディアと行動の両方取り囲んでおり、そこから逃れられることはできない」

（前掲書グレイ 2015p.207）というのは戦略論に関してであるが、極めて理性的、計算的、ある

意味冷徹、非人間的と思われるような戦略論の場面においても当該人間の享受してきた文化的背

景は非常に影響することが多くの研究から示唆されてきている28。前掲書グレイ 2015によると人

間を教育したりプログラムしたりする文化というものは、われわれを囲んでいるものであり同時

にわれわれを編み込んでいるものといえる。これは行動と文化を切り離すことが不可能でありま

た切り離すべきではないことを示している。それは、「人々は文化をまとっている」といえる。文

化は現象でもあるし、行為でもあり、我々も文化の一つであり、行動を解釈するコンテクストの

一部であると前掲書グレイ 2015は主張する。前掲書グレイ 2015は様々な文化学者の定義29を引

きながら、結論として、文化は「我々を編み込んでいるもの」との結論を示している30。 

                                                                                                                                                            
よらなければ問題は解決しないし、かえって事態を悪化させるとの論評がしばしばみられる。第

一世界大戦の悲惨な経験によるハートのリベラルな戦争観、もといい非戦主義が結局ナチスドイ

ツの膨張を許したというのは皮肉であるが直視すべき歴史ではあるだろう。 
28詳細は、前掲書グレイ 2015pp.217-238参照 
29孫引きになるが、前掲書グレイ 2015があげている主な文化の定義を下記に挙げると次のような

ものがある。 
①「特定の生活様式の類であり、制度や日常生活における行動においてその表出を見ることがで

きるもの」（レイモンド・ウィリアムス―前掲書グレイ 2015p.211）。ウィアムスによると文化は

大きく 3つのカテゴリーに分割することを提案しており、それは「理想」、「文書」、「社会的なも

の」だそうである。また、各カテゴリーには「時間を超えた秩序」や、人間の思考と経験が様々

な形で記録された知的想像の産出である「人工物」も含まれるとする。グレイ 2015はこれらか

ら「言い換えれば、文化とは『理想』であり、『アイディアの証拠』であり『行動』なのだ」（前

掲書グレイ 2015p.211）としている。 
②「文化は、取り囲んだアイディアと行動のパターンである」（オックフォードとウェブスターの

2つの英語辞典による定義―前掲書グレイ 2015p.211） 
③「（戦略文化は）『現実』の見方や対処の仕方についての社会的なやり方を示す『戦略』行動の

顕著なパターンであるとする」（ロバート・バットハースト―前掲書グレイ 2015p.212） 
④「文化人類学者が行うのは、彼が特徴あると見た独特な行動の仕方や、その行動の結果を記録

することである。このようなものが、その集団の文化を構成しているのだ」（クライド・クルック

ホーン＆ウィリアムケリー―前掲書グレイ 2015p.212） 
⑤「文化とは・・・ある社会集団の構成員たちが示す、学習された考え方や行動のレパートリー

を指す。このレパートリーは、遺伝的なものとは独立して、ある世代から次の世代へと伝わるも

のだ」（マーヴィン・ハリス―前掲書グレイ 2015p.212） 
30グレイ 2015の議論は戦略論に関してであるが、このようなある意味非人道的、政略的場面でも

文化が非常に効くということは重要であり、また、その文化研究の重要性と説くという意味で極

めて重要である。結局このような領域でも文化は非常に重要であり、それを無視したものは失敗
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一方文化人類学者として有名なエマニュエル・トッドは、家族構造に着眼し、この家族構造の

相違が世界の多様性を形作っていると主張する（代表作は、エマニュエル・トッド著、萩野文隆

訳「世界の多様性」藤原書店 2008年）。文化もこの家族構造を下部構造とした上部構造という風

に示されるであろう。また、家族構造はかつてハンマーでたたき込まれるような垂直モデルが考

えられていたが、現在では周囲の影響を受けて変わっていくもの、よってフランス人が韓国で暮

らして韓国で家族をもてば韓国の家族構成になりその文化圏に統合されていくし、同じく韓国人

がフランスに来ても同じだという議論もしている。（エマニュエル・トッド著、堀茂樹訳「問題は

英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論」文春新書 2016年参考）この考え方には決定論

的という批判もあるが、文化と家族構造というものは十分に検討し、法解釈に生かす必要性は有

るだろう31。 

                                                                                                                                                            
する。戦略的行動も文化的行動であり、行動者の属する文化の影響を逃れられることができない。

グレイ 2015はバーナード・ブローディの「良い戦略は、良い文化人類学と社会学を前提とした

ものだ。軍事史に残る最悪の失敗のいくつかは、これらの分類の未熟さによって生まれた」（グレ

イ 2015p.209）をあげているが、ここでも相手文化をよく考察しないための失敗は数知れないし、

戦略的な判断ですら自分たちの文化が様々なところで影響していることをよく理解しないことに

は破滅的失敗に陥る可能性がある。一見計算と理性の領域のステートクラフトにしても、戦略論

にしても文化的影響を免れることはできず、行動者（プレイヤー）には本人が自覚しようとしま

いと、自身の属する文化圏の文化的影響が生じてしまう。エスノセントリズムはこのような場面

で極めて危険であり、重大な判断ミスにつながるといえるだろう。一方、片一方だけの宥和的文

化、それによる態度は危険とはいえ、文化的に双方非好戦的文化を醸成できれば紛争の可能性も

低くできるといえる。著作権法がそこまで考えた法制であるかは不明であるが、そのような考え

も戦後法制ということで一部は有ったのではないかと推測する。このような概念のものも多いが

一例として岩田賢著「インバウンド誘客が安全保障に与える意義の考察」日本国際観光学会論文

集（第 22号）2015,March Vol.22pp.123-129http://www.jafit.jp/thesis/pdf/15_17.pdfをあげる。

ここで岩田は、インバウンド誘客を安全保障政策にも役立てることを提言している。 
地球規模での人的な大交流を通じ、異文化の価値を相互に尊重することで世界の安全保障に貢

献するものとして、「文化安全保障」があり、また、同じく「ソフト・パワーの充実」という観点

も主張されている。ソフト・パワーとはジョセフ・ナイによって提唱されたもので、ハードパワ

ーと対比されるその国が持つ価値観や文化の魅力で相手を敬服させ、魅了することによって自分

の望む方向に動かす力のことである。最近はほかにスマートパワーという概念も登場してきてい

る。このような思想に相通じる著作権法における文化の発展という論点は面白い考察になると思

うが、それはあまりに遠大であり、いずれかの機会にとっておきたいと思う。 
31例えば、トッドの説からは現在の一部ナショナリストが自賛するような明治期に植民地になら

なかった日本の素晴らしさというものはほとんど否定される。トッドによると日本とドイツ（及

びフランス北部）の家族構造は類似し、同じカテゴリーに分類される。したがって、日本は欧州

人から見て理解可能な民族であり、日本から見ても同じであった。比較的早期に欧州文明を取り

入れることに成功した根底はこの類似性によるといえるだろうし、欧州人が日本人は頭が良いと

いった評価をこの時期下したのも、自分たちにとって理解可能であったからの可能性がある。現

在では批判されているが当時はエスノセントリズムがむしろ当然であり、そのような視点から日

本以外について低い評価をする一方、比較的家族構造・文化の面で類似していた日本を高く評価

したものと思われる。法的観点からは、何故日本だけが近代法を継受できたかという問いも同じ

ように回答（家族構造の類似からと）できるかもしれない。勿論このように簡単に考えるべきで

はない。どのみち慎重な検討を要するであろう。 
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この点は後日さらに検討を進めたいと思う32。恐らく、方法論的には最初は「文化」（他に「文

化的に」や「文化観」）といった語彙を収集し、それを具体的な発話状況にあてはめ、言語と行動

を分析するという方法（J・L・オースティンに始まる言語行為論）を用いるのが妥当ではないか

と考えている。それは収集作業とあてはめ作業だけで分量の多い論文になるだろう。それについ

ては後日を期したい33。ここでは今後の参考として、J・L・オースティン著飯野勝己訳「言語と

行為」講談社学術文庫 2019年をあげるにとどめる。 

表面をなぞった程度であるが、著作権の第一指導原理としては、外形的基準及び権利を与える

ことが正当化できるような諸条件を満たしたものに関して権利を付与し、いかにすれば著作物性

を有する生成物が多く生成されるか、という点を念頭に置いて法解釈をすることとなるといえる。

そのため、著作者・著作隣接権者の利益保護が第一という条文中の他の部分とも全体で整合する。

また第二指導原理として、著作物をいかに活用できるようにするか、その点を考慮して権利者の

権利を考えるということとなる。これは著作権の制限事項に関連する解釈部分となる。恐らく

Cultural studiesの研究者からは「文化の発展」（そもそも文化に「発展」等という概念は適合す

るのかという議論もありうる）などと極めて議論を呼ぶ難しい用語など用いずに、「著作権法は著

作物性のある生成物等を数多く生み出すことを支援することを目的とする」とでも記述すればよ

かったのではないかといわれるであろう。しかし、著作権法は先にみたように単に、著作物とい

う記号的な知識・情報だけを念頭においたものではない。各自によって内容が異なる多元的な文

化観（価値・価値観）を認めたうえで、文化の発展に寄与するという各自の見解を著作物に反映

させることで、社会をよりよくしてゆくという目標がある。その目標はとても容易ではないし、

文化観の相違をどのように乗り越えるか相当なジレンマが発生する。これは遠大なテーマとなる。 

あるべき姿として、循環的だが、そのような著作物を生み出す土壌のようなものがはぐくまれ

ることが文化であり、また文化が発展する著作物が生み出され続けることによって、その文化は

維持、発展される。次の世代に引き継がれるためにも、生産、発展は不可欠である。その場、土

壌ともいうべきものそのものが総体的に文化の発展に寄与してゆくという風に捉えることが妥当

ではないかと思われる。記述すると非常に他愛もないこととなるが、現実的にこれを継続するこ

とは大きな困難がある。基準点をおけない中でどうして発展して言えるだろうか、前代から引き

継いだ表現であるからとドグマ的にある内容を墨守することは単なる思考停止であるが、それと

                                                  
32現状では、前述したディストピア的間接強制概念を自由的で各自が望む形にいかに転化できる

かが最大の検討課題だと考えている。 
33その際は、著作権法における文化の発展とは何か、判例と言論行為論による分析を問うような

テーマでの研究となろう。機会があれば是非取り組みたいと思う。 
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伝統を守るということの差異はどこにあるのか、多元的価値観を尊重すると文化の発展の考え方

について衝突するものもありうるが、それをどう調和するのか、世代を超えて文化のバトンを受

け渡す必要性があるが、それをどうしていくのか、などなど少々考えるだけで大量の疑問点が生

じてくる。また、フェルナンド・バエス著、八重樫克彦、八重樫由貴子訳「書物の破壊の世界史」

紀伊国屋書店 2019 年が明らかにしているように書物は文化の表現の最たるものであるが、それ

ゆえに紀元前から繰り返し破壊されてきた。それも破壊者の多くは、書物を読む者であり、その

書物の危険性・有害性により徹底した破壊を行っている。バエスによれば書物破壊の 60％はその

ような故意であり、一部は敵性文化の破壊を明確に意図していることもあるという。このような

自分の意にそぐわない書物・文化は抹消するという態度では最終的に文化はやせ細ってしまい、

文化の発展とはならないであろう。このような文化破壊を抑制すること、何者かが一方的に真正・

正しい文化を同定しそれにそぐわないものを破壊する、というようなことが無いようにしてゆか

なくてはならない。 

私見は、文化の発展を「相互批判や検証を地道にして生き続ける場」（後半は誤字ではなくあえ

てそう記した）のような観点ではないかと検討している。多元的価値観を肯定しても、批判可能

性は確保されるべきで、逆説的であるが批判可能性があるということは、非常に特異なものであ

っても自由に表現をすることができることが前提であり、それに対して批判することも批判を受

け入れる余地もあることを意味する。フォークロアではないが、一種の著作物を高めていく土壌

というべき地場（伝統というか風習）があること、それは法的保障（表現の自由）だけではなく、

そういう先行著作を批判や検証（改良・革新）をすることが望ましいこととみなされ、それを行

うことが当然とされるような社会、というようなものがそもそも必要であり、それが文化の発展

に必要な土壌であると考える34。 

著作物を作成する「雰囲気」ではないが、何か創作を促進するエンジンとなる創作者の後ろに

ある何か（somehow）、創作を促進する社会的雰囲気のようなものがそもそもなくてはならない、

それが文化といえるものであろうと、本稿では仮定する35。 

                                                  
34山内志郎は、「徳は本来個人に宿るよりも、共同体に宿るもののように思えます」（山内志郎著

「小さな倫理学入門」慶應義塾大学三田哲学会 2015年 p.27）と述べている。このような観点も

検討が必要であろう。また、経済学では、F.A.ハイエク著、田中正晴、田中秀夫編訳「市場・知

識・自由」ミネルバ書房 1986年 pp.52-76「社会における知識の利用」等で説かれるように各自

の持つ知識は断片的であり、それを流通させ、いわば集合知ともいうべき知識の重要性が説かれ

る。知識同様文化もこのような集合的発展は経験則的にも正しいように思われる。 
35他に、「暗黙知」という概念も重要であると思われるが、これについては後の機会に検討できれ

ばと思う。また実際は国家制度の検討も要するだろう。例えばダロン・アセモグル＆ジェイムズ・

A・ロビンソン著、鬼澤忍訳「国家はなぜ衰退するのか上・下」早川書房 2013年のような、収奪
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著作権法の考える文化の発展については、今後も要検討であるが、本稿においては以上のよう

に一旦暫定的結論を置く。今後は、多元的価値観を文化の発展という概念にどう統合してゆくか

という点を含めて考察したいが、本稿において一旦は、文化の発展とは、各自によって内容が異

なる多元的な文化観（価値・価値観）を認めたうえで、文化の発展に寄与するという各自の見解

を著作物に反映させることで、社会をよりよくしていくという目標を達成するための間接的アプ

ローチであり、直接的にあらわれることは少ないが、確かにその背後に常にあるものであり、著

作物の権利者を重視するか、著作物のユーザーを重視するかという著作権法の 2つの大きな指導

原理の中で両者を調和させ、社会発展を願う著作権法の想いを奏でるものであると考える36。 

現状では、以上を一言でまとめると前述の「著作権法は著作物性のある生成物等を数多く生み

出すことを支援することを目的とする」という表現になってしまう。繰り返すように数のみを追

及するという理解ではないのであるが、端的に表すと現状ではこの表現が適切ではないかと思う。

今後は短く端的にまとめた表現も検討できればと思う。 

なお、中山信弘著「著作権法第 2版」有斐閣 2014年 pp.22-25のように「文化」の著作権法的

意味を探るものもある。そのような試みでも、①法律は目的的な存在であり国語的内容と合致し

ない（＝「文化」の語句にとらわれる必要性は必ずしもない）こと②帰納法的に著作権の保護内

容から著作権法が考える文化の発展を探り出すほかないこと③特許権との比較で人の情緒的側面

を重視していること等が明らかにされている。著作権法が保護している著作物の内容（著作物性

の内容）が「人の情緒的・精神的側面を中心として表現された物」であることを考えると、結論

として「著作権法は著作物性のある生成物等を数多く生み出すことを支援することを目的とする」

という考え方と大差はなくなるであろう。 

この点は著作権法の大前提であり、無限に論考・議論を進めることができるが本稿の目的では

ないので、異論もあろうかとは思われるが、本稿においては、「著作権法は著作物性のある生成物

                                                                                                                                                            
的な政治制度では国家は衰退し、自由な言論に支えられた国家は持続可能でないといったような

主張とこの文化の発展はリンクする可能性があると思われる。制度論の多くは経済学関係が多い

が、「法と経済」（前述平井は「法と経済」の日本への紹介者でもある。また前述マージェスもそ

の分野の大家）と呼ばれる研究領域により法制度を考察するものは多くなってきた。特に知的財

産法は前述のように正当化が帰結的、産業又は文化の発展に寄与するという結果論的内容である

ため、極めて多くの文献があり、経済学方面からも言及が多い。 
36この考えのバックボーンとしては、前掲書等井上達夫による議論と岩田一政、小寺彰、山影進、

山本吉宣編「国際関係研究入門増補版」東京大学出版 2003年がある。後者は特に pp.134-154平

野健一郎著「国際文化論」記載の文化の定義（石田英一郎を引きながら人間が環境の中で生きる、

ために自ら創造し、継承し、発展させる「城砦」）と地球文化論（といいつつ、文化触変論をとり、

文化間の接触が増えれば増えるほど文化は多様化するとしている）が参考になった。その他全体

的に両者には様々な面で間接的に影響を受けている。 
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等を数多く生み出すことを支援することを目的とする」という理解（繰り返すが、そこには上述

の長考を踏まえたものである）を前提に論を進めるものとする。 

以上から、本稿でも、大前提として「著作物性のある生成物等を数多く生み出すことを支援す

る」ためにはどのように「いわゆる AI 生成物のオーサーシップ」を解釈すべきか、解釈の指針

として考えるものである。 

 

第二項第二項第二項第二項    著作物（著作権法第著作物（著作権法第著作物（著作権法第著作物（著作権法第 2222 条第条第条第条第 1111 項第項第項第項第 1111 号）総説号）総説号）総説号）総説    

次に、では著作物とは何かを条文よりみていく（前掲書半田・松田コンメンタール 2015pp.16-51

金井重彦著）。著作権法第 2 条第 1 項は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる」と用語の意義を定めている。著作物は第 1号にあり「著作物 思

想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを

いう。」とされる。非常に難しいところであり、何が著作物で何が著作物でないかをわけるもので

あるから非常に重視される条文である。 

前掲書半田・松田コンメンタール 2015 によると著作物であることの要件は①思想または感情

（を内容とするものであること）②創作的であること（創作性）③表現したものであること（表

現）④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること。以上 4つの要件をすべて具

備していることが要求される（前掲書半田・松田コンメンタール 2015P.17）という（図表 5参照）。 

 

第三項第三項第三項第三項    著作物‐思想又は感情要件について著作物‐思想又は感情要件について著作物‐思想又は感情要件について著作物‐思想又は感情要件について    

上記の①の要件については、「人の考えや気持ちが現れているものであれば足りると解されてい

る（前掲書中山 2014p.44）とされ高度・高邁な内容が含まれている必要性は無いとされる。もっ

とも、思想・感情の具体的意味について「この検討は、著作権法上、保護すべきものと保護すべ

きでないものを区分する作業の一環である。従って思想・感情とは、土地の境界画定作業とは異

なり、単なる「人の考えや気持ち」が現れているか否かという事実判断の問題として捉えるので

はなく、著作権法の体系を睨み、そこから何を保護すべきなのかという規範的判断の問題として

理解すべきである」（前掲書中山 2014p.46）とされるように著作権法全体を鑑みた規範的判断が

必要である。  

規範的判断であるので、個別具体的に、著作権法の体系を睨み保護されるべきものであるか否

かを判断されることとなる。なお、この要件から「額に汗理論」を否定する組み立て方もある。

「額に汗理論」は後述するが、データ収集にいかに労力を費やそうとも、単なる事実的データを
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収集するのみでは思想・感情を表すとはいえず、著作権法での保護は求められないという考え方

が通説的である。 

 

第四項第四項第四項第四項    著作物‐思想又は感情要件‐事実そのもの論、二分論について著作物‐思想又は感情要件‐事実そのもの論、二分論について著作物‐思想又は感情要件‐事実そのもの論、二分論について著作物‐思想又は感情要件‐事実そのもの論、二分論について    

具体的には保護されないものを考えた方がわかりやすい。一つに「事実そのもの」は「思想ま

たは感情」の要件を満たさないとされる。これは端的には「事実自体に独占を認めると、表現の

自由や学問の自由等に対する重大な弊害となり得るので、独占を認めるべきではないことは明白

である」（前掲書中山 2014p.47）といわれる。 

実際憲法学者の中には、著作権法は表現の自由を害しているのではないかという問題意識で研

究をしている例があり代表作では大日方信春著「著作権と憲法理論」信山社 2011 年等が存在し

ている。上記の要件①～③（第三章第二節第二項）をまとめて論じているが、非常に手厳しい指

摘をしているので、先に少しだけ憲法学者の言に耳を傾けてみよう。なお、議論の先取りである

が、著作権法では「アイディア・事実/表現形式二分法」といわれるものがあり、著作権が保護す

るものは、後者の表現のみで、アイディアそのものや事実は保護されないという理論がある。他

に著作物の利用/使用の二分法というのもあり、前者が著作権に関連するもの（文章の盗用等無断

の場合侵害）、後者は関連しないもの（例えば購入した書籍を読む等、侵害にあたらない）をいう。

もっとも「何が利用で何が使用か。その判断基準は明らかではない」（名和小太郎著「著作権法

2.0」NTT出版 2010p.70）とされるように後者の判断基準はあいまいで、これは「技術の発展と

ともに、著作物の型も、その利用行為のモードも多様化している。この技術発展を著作権法は追

いかけなければならない・著作権の分野でモグラ叩き的な議論が繰り返されるのはこのためであ

る」（前掲書名和 2010p.70）ということからもこちらの基準で判断を常に明確にすることは難し

い。そのため、最初に著作物にあたるか否かという著作物性の要件が非常に重要でこれが自由使

用できるか否かを決する重要な部分となる。その重要な部分が、アイディア・事実/表現形式二分

法であり、これにより学問の自由や表現の自由と創作の保護バランスをとっているといえる。も

っとも「ただ思想と表現の間に物理的に明確な線引きをすることはできず（後略）」（前掲書中山

2014p.59）というように簡単な線引きはできていない。 

 

第五項第五項第五項第五項    著作物‐二分論に対しての憲法学からの批判著作物‐二分論に対しての憲法学からの批判著作物‐二分論に対しての憲法学からの批判著作物‐二分論に対しての憲法学からの批判    

大日方によると「著作権法は無体財産権の中から著作権法を範疇化し、当該権利の発生・取得・

交換のルールを定めることで著作物の言論市場における取引を安定させると同時に、対立する権
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益との利害調整を図ったもの」（前掲書大日方 2011p.39）であり、「憲法学は、当該利害調整のル

ールが適正になされているか否かについて、憲法理論より査定しなければならない。これが著作

権を巡る法的問題について憲法学に求められている任務である」（前掲書大日方 2011p.39）と、

憲法学は著作権法が「対立する権益との利害調整」を適切に行っているかを査定する必要性が有

るとしている。その中で俎上にあがっているものが「事実そのもの」論である。大日方によると、

「著作権者と著作物利用者の表現物をめぐる権益は、著作権法に内在する表現の自由の調整原理

で調整済みであるとされてきた（中略）ところがこの原理それ自体の正当性（legality）は軽視さ

れてきていないだろうか。著作権の客体は〈特定の表現形式（form of expression）であり〈アイ

ディアや事実〉ではないとする著作権法理論を『アイディア・事実 /表現形式二分法』

（idea/expression dichotomy）という。（中略）この二分法は、著作権法で利用規制されるもの

を『表現』、なお自由利用が認められるものを『アイディア・事実』という。ところが、この境界

を画定する基準の提示に、同法理は失敗している。したがって、この法理論は、著作権法で保護

されるもの/保護されないものを記述するための装置ではありえても、あるmaterial（表現物）が

そのどちらかであるのかを決定するルールではない」（前掲書大日方 2011p.22）と後述要件の表

現と合わせて、事実そのものであるか否かを画定する基準を提示できていないとしている。前述

した中山の「従って思想・感情とは、土地の境界画定作業とは異なり・・・」とあるように、本

要件からだけでは、表現物が事実そのものであるかを断定することはできない37。 

                                                  
37憲法上の問題について追記すると、大日方は明言こそしていないが、前掲書第 3章（前掲書大

日方 pp.91-126）で詳細に「アイディア・事実/表現形式二分法」を検討し、同理論は「死にぎわ

の」法理論であり、著作権法の憲法学が忌避する表現制約的側面を見失わせる理論ではないかと、

事実上著作物性の要件全体そのものを否定的に解釈している。要するに、大日方はここまでは明

言をしていないが著作物性の要件は砂上の楼閣であり、その幻影攪乱によりさも憲法上の問題を

自己調整しているように見せかけているが、実体は存在せず、単なる憲法上の問題を隠ぺいして

いるだけだと大変手厳しい。省略しているがそれは表現の幅や創作性の部分にも及ぶ著作物性、

すなわち何を保護し、何を保護しないかの境界問題であり、これら全体を含めて、アイディア・

事実/表現形式二分法は何が保護される著作物であるか、何が保護されない生成物であるか区分す

ることに失敗している。このような境界区分に失敗した理論をもって憲法上の表現の自由との調

整が既に自己完了できているという理屈は疑問だという趣旨が記されている。また、創作性にも

厳しい指摘があるが詳細は省略する。 
大日方は、本法理について「（前略）ところで、著作権の客体である『表現』について、換言す

ると、著作権法で利用規制される『表現』について、その概念は確定的に提示できたであろうか。

本章では著作権法により『保護される表現』は不確定要素に苛まれ、当該概念を定式化すること

はできないことを論述してきた。『アイディア・事実/表現形式二分法』という elastic ruleは、表

現規制を正当化する論拠にできないであろう」（前掲書大日方 2011p.126）と極めて否定的である。

それは、著作権法が内部で表現の問題を解決している、という主張に対してくだされたものであ

り、「本書のはじめから述べてきたように、著作権は表現の自由を制限する法概念である。この二

つの権益を調整するために制定されたのが、著作権法であるといえよう。その著作権法には、著

作権と表現の自由の両権益を定義的衡量した帰結が内蔵されているというなら、当該調整原理は、
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もちろん、同理論が要求する、著作物性の有無を確定する基準を提示できていないことが即座

に著作権法が憲法違反であるとの結論には結びつかない。むしろ、著作権法側より考えた場合、

本要件は表現の自由との調整規定として規範的に各個人に独占させるべきでないことを「事実そ

                                                                                                                                                            
表現規制の文脈で伝統的に確立されてきた憲法理論の要請を満たさなければならない」（前掲書大

日方 2011pp.125-126）と先に記して、アイディア・事実/表現形式二分法がそれに適合しないと

いうことを詳細に記述しているので主張したいことは明らかであろう。 
本稿は憲法の論文ではないので、著作権法が表現の自由を制約する法律であるか否かについて

は踏み込まないのはもちろん、大日方のいうように、アイディア・事実/表現形式二分法が「死に

ぎわ」の法論理であるか否かも判断はしない。ただし、このような批判のあることは念頭に置い

て議論を進めるべきことに注意を喚起するのみにとどめる。 
注意のために大日方の最終的主張を確認しておく。大日方は前掲書全編をもってアメリカの憲

法理論を詳細に検討し、「著作権は表現の自由を制約している。本書の執筆動機はこの視点を確立

することにあった」（前掲書大日方 2011p229）とし「著作権は表現の自由のためにある」という

言説を批判し、アメリカの判例で用いられた「制憲者は著作権それ自体を自由な表現の動力源に

しようとしていた」について「この言説は著作権が表現行為を制約していることを隠蔽する言説

でもある」（前掲書大日方 2011p229）と批判している。そのうえで、このような表現を制約する

著作権法を憲法学の視点から十分に問い直す必要があるとし、「ただ表現の自由も絶対的に保障さ

れるわけではない。そこで著作権法によりときに言論行為に規制がかかるわけである。ただ、こ

の言論行為に課された規制が表現の自由の法理により正当化できるのか、この議論枠組を明確に、

あるいは意図的に持ち続けることが憲法学から著作権制度を問う場合には重要になる。本書の要

諦はここにある」（前掲書大日方 2011p.229）と著作権法の言論規制が表現の自由から見て正当化

できるものなのか憲法学より絶えず検討しなくてはならない旨を述べている。そのため、大日方

もむやみやたらに著作権法を批判するのではなく、表現の自由を制約する（言論規制行為）に対

して著作権法側が正当化理論を提示できれば、問題は無いという姿勢である。ただし、現状のと

ころそれは疑問であり、前述「アイディア・事実/表現型二分法」以外に「フェア・ユースの法理」

を詳細に検討したうえで、「表現の自由の制限として理解すべき著作権保護も、この二つに代表さ

れる法理論でもなお、憲法上の疑義を回避できていると評価できるであろう」（前掲書大日方

2011p.159）と一度は評価しながら「ところが、現行法制度は、機能的著作物および事実的著作

物まで、著作権の客体に含めている。『創作性』を欠くこれらの著作物まで既存の法理論の枠組み

に押し込んでいるために、『表現』概念、『複製』概念の拡張が余儀なくされている。著作権と表

現の自由の調整法は、このような状況下でもまだ適正であるといえるのか、論争を呼ぶところで

あろう」（前掲書大日方 p.159）としている。 
大日方は、「アイディア・事実/表現型二分法」に関しては非常に厳しい評価を下した。一方、

アメリカのフェア・ユースに関してはところどころ手厳しい評価をしているが、最終的には好意

的評価をしている。また、日本にフェア・ユースはないがそのような著作権の制限概念を有し、

包括的概念ではないが個別具体な著作権の制限条項を有していることを紹介している。これらに

よって憲法上の疑義にはかなり保留をしつつも、一応は疑義にこたえているとの評価である。た

だし、それは「創作性」のある主に学術的著作物または芸術著作物を念頭に置いた場合である。

それらが無い場合は正当化理由に関して重大な疑義があるとしている。本稿は、後述するように

「創作性」をことさら重要視するが、それはこのあたりの批判を念頭に置いた点もなくはない。 
結局、大日方は法と経済学の見地や著作権法の基本的正当化理論などにも目配せしながら、著作

権が表現の自由を制約しても良い理由を明示せよと著作権法側に迫っているといえる。ちなみに、

「著作権制度が将来の言論の産出にとって有効な誘因となったとしても、そのことは著作権と表

現の自由の問題に直接的な解法を提示するものではなかろう。表現の自由は、言論産出量に還元

できない価値をもっている、と本書は考えている。また、著作権保護の最適量を求めようとして

も、その高度の抽象性ゆえに、当該理論の信憑性を殺ぐ結果にいたってしまうのではないか」（前

掲書大日方 2011pp.226-227）と、著作権法により、言論産出が促進される、という反論はそれ

で表現の自由を制約する正当化理由とはならないとしている。 
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のもの」と認定し、著作物性を排除する要件と考えた方が良いであろう。したがって「事実その

もの」といっても何が事実そのものかは多くの判例・学説があるが、ここで重要なものは、「各個

人に独占させる」ことが適当な表現物であるか、適当でなく万人が利用できることが社会的妥当

性及び法目的である「著作物性のある生成物等を数多く生み出すことを支援する」事につながる

かを規範的に考慮し、後者にあたるものを「事実そのもの」と認定することが最も優良であろう

と私は考える。 

 

第六項第六項第六項第六項    著作物‐事実そのもの論への私見著作物‐事実そのもの論への私見著作物‐事実そのもの論への私見著作物‐事実そのもの論への私見    

さて、著作権法に戻るが、大日方でなくとも、「事実そのもの」とそれ以外を区別することは難

しく、中山を先に挙げたが、境界画定は一律的ではなくそれは「事実そのもの」のみならず、「思

想または感情」要件全体に関係する。なお、後述する創作性や表現されたものという要件も同上

で区別の境界を明瞭かつ明確に示しているとはいいがたい。 

では、事実を独占させた場合どうなるか、それは実は民法では、この問題は権利の濫用として、

非常に重厚な議論がなされているところである38。知的財産法においてもこの議論は比例性原理

を通じて入り込んできているといえる。これは知的財産権が不当に大きな影響力をもたらす場合、

それを裁判所がバランスを再調整するというものである39。  

                                                  
38末川先生古希記念「権利の濫用 中」有斐閣 1962年では、公表裁判例 1727件をあげて、それ

らを「自力救済と権利濫用」、「解約告知の正当事由と権利濫用」、「無断転貸・譲渡と権利濫用」、

「地代家賃増減請求権の限界」、「居住権の限界」、「職権濫用」、「捜査権の濫用」、「検察官の当事

者たる地位の濫用」、「誤判へ誘うもの」、「国家緊急権の濫用」、「議員特権の濫用」、「国政調査権

の濫用」、「多数決原理の濫用」、「裁量権の濫用」、「警察権の濫用」、「所有権の濫用」、「解除権の

濫用」、「上空に対する土地所有権の濫用」、「音響・震動による生活妨害と権利濫用」、「危険施設

と権利濫用」、「地下水利用権の濫用」、「抵当権・質権の濫用」、「会社制度の濫用」、「株主総会に

おける議決権ないし多数決の濫用」、「少数株主の濫用」、「会社訴権とその濫用」、「代表取締役の

代表権の踰越と濫用」、「手形制度の濫用」、「普通契約約款の濫用」、「信託目的の濫用」、「上訴権

の濫用」、「強制執行における権利濫用」、「民法 730条と権利濫用」、「父母の婚姻同意権とその濫

用」、「夫婦間の権利の濫用」、「離婚請求権の濫用」、「結納返還請求権の濫用」、「認知請求権の濫

用」、「養子制度の濫用」、「親権の濫用」、「扶養請求権の限界」、「組合脱退の自由と権利濫用」、「団

体交渉権保障の範囲」、「争議権の濫用」、「経営権の根拠と組合活動の限界」、「使用者の施設管理

権と組合活動の自由」、「企業閉鎖と不当労働」、「使用者の言論の自由と不当労働」、「解雇権の濫

用」、「懲戒権の根拠と限界」とに分けて論じている。 
39これは、前出マージェスの比例性原理が参考になる。マージェスはまず中層的原理というもの

を提示する。それは「中層的原理とは、本質的に異なる原則と実務を貫き、結びつける概念であ

り（後略）」（前掲書マージェス 2017p.182）や「中層的原理とは、ある特定の法分野において、

個別に存在する原則、ルール、実務といった多くの細部を束ねる基本概念である」（前掲書マージ

ェス 2017p.182）と説明される。マージェスは知的財産法には、非専有性、比例性、効率性、尊

厳性といった 4つの中層的原理があるとしている。この中層的原理は、根本的な倫理的価値観が

大きく異なる者同士が議論を可能にする概念であるとする。また、「中層的原理は根本的な価値観
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この考えをとるマージェスによれば「―つまり『小さな権利』が『非常に大きな影響力』をも

たらす場合―には、そのバランスを再調整するために最高裁判所が介入するのである」（前掲書マ

ージェス 2017p.216）。この原則は事実という本来だれもが使用できなくてはならないにもかかわ

                                                                                                                                                            
と多くの点で関係しているが、その原理の妥当性はいかなる特定の価値にも依存しない。この原

理は、現実の実務のパターンを織りなす原則と細部から生まれてくる。それゆえ、知的財産分野

における多くの規範的な議論が行われるのは中層的原理レベルである」（前掲書マージェス

2017p.183）ともされる。 
マージェスはこの比例性原理を前掲書マージェス 2017pp.207-246で詳細に論じている。マー

ジェスの議論は、アルの橋という例などを用いて説明しているが、日本では「大審院昭和 10年

10月 5日第三民事部判決」（昭和 9年（オ）第 2644号妨害排除請求事件）（民集 14巻 1965頁）

「宇奈月温泉事件」（中田裕康 、潮見佳男、道垣内弘人編「民法判例百選Ⅰ総則・物権[第 6版]」
（有斐閣 2009年）pp.4-5大村敦志解説（筆者が参照したのは古い百選であった）及び今尾真著

「〔追録〕 宇奈月温泉事件」http://hdl.handle.net/10723/2808）を参考にした方がわかりやすい。 
簡単にこの裁判をまとめると①「宇奈月温泉」は別の温泉よりお湯を引いている温泉である。

②お湯を引くために訴外 Aによって引湯管（木管）が通されている。③宇菜月温泉は現在鉄道会

社 Y会社によって経営されている。そこに、④引湯管の一部をかすめる本件係争地を Xが訴外 B
より購入した。⑤Xは購入した本件係争地内にある Yの引湯管は不法占拠だとし、撤去または周

辺の荒地ごと高額での買い取りをＹに請求した。なお、Xは本件係争地に引湯管が通過している

ことはあらかじめ知っていた模様である。⑥交渉は決裂し訴訟へとなった。そこでは、⑦Yは X
の買い取り請求及び撤去請求を拒絶し、それに対して Xが所有権に基づく「妨害排除」を求め訴

訟したというかたちとなった。裁判では、一審、二審ともＹが勝訴した。主な理由は、ⅰ引湯管

の迂回は事実上不可能であり、ⅱ引湯管の中断はそのまま「宇奈月温泉」の破壊につながること。

ⅲXの所有地にほとんど価値がないこと。ⅳXは本件土地購入にあたって引湯管が通過している

事実を知っていたこと。ⅰ～ⅳ等により Xを「権利の濫用」にあたるとした。 
そこで、Xは上告した。 
主な上告理由は、所有権は絶対であるべきであるから、妨害排除請求は当然に認められるべき

である。というものと、僅少の土地を所有する弱者に対して、圧倒的な大企業がその猛威を振る

って押しつぶすのは不当である。という 2つが主なものであった。 
これに対して大審院判決（戦前のため大審院というが今日の最高裁とほぼ同じ）は上告を棄却

した。判旨は次のようなものであった。 「Ⅰ所有権に対する侵害又はその危険の存する以上、所

有者はある状態を除去又は禁止せしめるための裁判上の保護を請求し得るのはもちろんであるが、

Ⅱ該当侵害による損失よりも撤去に要する費用が莫大ないし不可能な場合で、（Ｘのような）第三

者にしてそのような事実を奇貨として富を図ろうとして、殊更侵害関係にある物件を買収して、

一方で侵害者に対して侵害状況の除去をせまり、もう一方で自己所有物件を不当に高額な値段で

の買い取りを請求する。そして一切の協調に応じずと主張する。これでは除去の請求は単に所有

権の行使たる外形を構えるにとどまり、真に権利を救済するものではない。Ⅲ即ち、その行為は、

全体において専ら不当な富の利益を得ようとするものである。所有権をもってその具に供するも

のである以上、社会観念上所有権の目的に違背し、その機能として許すべき範囲を超脱するもの

である。それは権利の濫用に外ならない。④従って、不当な富を得る目的を追行する手段として、

裁判上侵害者に対して当該侵害状況の除去並びに将来における侵害の禁止を訴求するにおいて該

訴訟上の請求は外観の如何に拘らずその実体においては保護するべき正当なる富の利益を欠いて

いる」というものであった（判旨は現代的なかなづかいに修正している）。 
まとめると、この判例は温泉営業を兼ねる鉄道会社が、遠くの温泉から温泉を引くための木管

の一部を、無権限で、他人の所有地の上に設置していたので、土地所有者（土地譲受人）が、木

管の撤去および立入禁止を請求したのであったが、これに対し、このような妨害排除の請求を、

所有権の濫用だとして、しりぞけたものである。本来権利があるはずにもかかわらず、その本来

あるはずの権利が権利濫用として行使できない例であるといえる。このようにあまりにもバラン

スを欠く権利行使は認められないという考え方が比例性原則というわけである。 
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らず不当にそれを占有し、それを行使しようとするときに働く。すなわち、そもそも事実そのも

のであるかどうかが争われる場面は、侵害訴訟時である。その場合、例えば自身の著作物にあら

かじめ使用されそうな各事実をちりばめておき、軽微な類似性をもって、侵害訴訟に臨む者に対

しては、彼の著作物は事実そのものであるから著作物性が無い、としてその著作物性を否定され

ることになる。このように事実そのもの論は機能すると考えた方が良いと考えられる40。 

                                                  
40内田貴・大村敦志編「民法の争点」有斐閣 2007年 p.49等も参考。もっとも、本文だけでは、

どのような場合が小さな権利により非常に大きな影響力を及ぼすかが若干明確ではない。 
そこで、再度権利濫用法理を振り返ると、権利濫用法理は、重倉珉祐著「略説民法総則」法律

文化社 1968年 p.11によると、権利濫用には主に「客観説」「主観説」の二説があるとされる。

具体的には、客観説は「権利濫用とは、ある行為が外見上は法律に規定された権利範囲の内容に

属し、正当な権利行使のように見えても、現実の具体的事情を考慮すると、権利の社会性に反し、

正当な権利行使とは認められない場合をいう」（前掲書重倉 1968p.11）とされ、主観説は権利濫

用とは、権利の行使が、単に他人に損害を加えることを目的とする主観的意図を要件とする場合

をいう」（前掲書重倉 1968p.11）（なお、この学説は独民 226条を参考にしている学説である）

という。 
 この二説は、前掲書重倉 1968pp.11-13を参考にすると次のように発展したとされる。 
 まず、権利濫用の初期の形態は主観的意図を要件としていたとされる。近代法の権利本位の法

思想のもとでは、自己の権利を行使する者は、何人に対しても不法を行うものではないというよ

うに、形式的に権利範囲に属する行為であるかぎりは適法な権利行使と認め、そのような権利行

使は何人をも害しないから、その結果、他人に損害を加えたとしても、賠償責任ないとされた。

しかし、権利の社会性という見地からすれば、権利行使が他人に損害を加えることを目的として

なされる場合にかぎらず、権利行使によって得ようとする利益と、その権利行使によって他人が

受ける損害とを比較して、後者の損害が著しく大きいような場合は、その権利行使を制限しなけ

ればならないことは当然で、この調整の機能をはたすのが権利濫用の法理であるとしていた。 
この時代の判決として、大審院判決昭和 11年 7月 17日（民集 1481頁）があげられる。内容は、

発電所が他人の所有する山地の地底に無断で発電用水路を掘ったものであった。これは、当然所

有権を侵害するものである。判例は、工事が竣工した後に、所有者は損害賠償の請求をすること

はできるが、その除去を求めるのは巨大物資と勢力の空費をきたし、社会経済上の損失少なから

ざるものであるとして、所有者の請求を棄却した。 
同じく、東京地裁昭和 28年 2月 26日（下級民集 312頁）は、間口 0.36メートル奥行き約 9

メートルのほとんど利用価値のない帯状の土地の賃貸権を有する者が、その賃借地上に建築され

た家屋の一部を撤去して賃借地の明け渡しを求めることは権利の濫用であるとした判例である。 
 その後時代を経ると、以下のような客観説にたった考え方を取ったと思われる判例が登場して

くることとなる。 
客観説では、正当な所有権の行使や適法な行為によって他人が損害を蒙ることは、かならずし

も少なくないが、これらの損害は社会生活をしている以上、ある程度はお互いに受忍しなければ

ならないのであって、原則として権利濫用とはならない。しかし、権利の行使が他人に損害をあ

たえることを目的としないものであっても、それが権利の社会性に反する場合には、たとえ、外

見上は正当な権利の行使であっても、これを制限または禁止しなければならない。したがって、

もし権利の行使によって他人にあたえる損害が、社会通念から見て、受忍義務の限度を超える場

合は、損害賠償義務を負わされなくてはならないし、時によっては、かかる行為を停止せしめる

必要もあるというものである。このような客観説の立場に立ったと思われる判例には次のような

ものがあるとされる。大審院判決大正 8年 3月 3日（民録 356頁）では、私設鉄道会社が停車場

に近接し、鉄道線路から僅かに 2メートル未満の地点に生立する由緒ある松の木を機関車の煤煙

によって枯死させた事件において、許可された営業行為にもとづくものであっても、煤煙予防の

施設をすれば、樹木の枯死を防止しえたのに、これを怠って樹木所有者の権利を侵害したのは正
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当な権利行使の範囲を超えたもので、損害賠償の責任を免れないとした判例である。同じく、広

島高裁昭和 28年 1月 6日（高裁民集 49頁）は甲が乙の借地権があることを知らないで宅地を買

ったところ、乙が借地権を主張したので、甲は乙にその宅地を売り渡し、代金の支払いは 1週間

以内とし、もし期限までに支払われないときは、その売買契約を解除するとともに、乙はその借

地権を放棄する旨の和解契約が成立した。その後、弁済期が 2回延期され、乙が最後の弁済期を

すぎた翌朝に甲に代金を提供したが、甲は受領を拒絶して前記和解契約の効果を主張することは

権利濫用・信義則違反に該当しないとした判例である。 
後述するが、客観説のいう社会通念は不安定すぎる概念であり、このような客観的要件ばかり

を重要視することはかえって権利濫用の濫用ともいうべき事態を発生させ、ひいては法的安定性

すら害しかねないのではないかという危惧が生じる。これは、本来正当な権利行使であり、行使

者自身も正当な権利行使であるためまず請求は認められるであろうと請求をする。ところが、そ

れが客観的要件（それは結局公共的利益との比較考量といわれるものとなるだろう）により認め

られない。これは、権利行使者にとってあまりに酷であり安易な私権制限等々の批判もある程度

説得力を持つ。しかしながら、主観的要件、すなわち一種の故意を要求することは権利濫用の基

準が明確にはなるが権利意濫用法理の幅をあまりに狭めすぎ、今度は権利濫用法理の形骸化をも

たらす可能性が発生する。少なくとも、権利濫用を主観的要件でのみ認めるということは、この

主観的要件の立証、すなわち一種の故意を立証することの困難があり妥当とは言いがたいとされ

る 。 
 ひとつ例を考えてみたい。例えば、Z地域という地域があり、その地域はほぼ純白の外観を持

つ建造物のみが建っていたと仮定する。そのような中に Yという人物が土地を購入して自身の思

うままの建築物 Gを建てたとする。これ自体はまったく適法なことであり問題は起こりえない。

しかし、この Gはピンク一色であり、極めて奇怪な建築物であったとする。もっとも、どのよう

な建築物を構築しようとも原則として自身の所有権の及ぶ範囲であり、他人を害していないので

あれば問題とはならないはずである。そして、Gは奇怪ではあったが通行等を害するほどではな

かったとする。そのため Yとしては特に周辺への害意まではなく、自身の趣味による建築物であ

るとしていた。  
この建物に対して周辺住民Xらが権利の濫用としてYに対してこの建築物を撤去するように請

求したとする事案を仮定する。このような事案において、純粋な主観説からすると Yに害意はな

く、正当な権利を行使して建築物を構築しているのであり、何ら権利の濫用はないという結論に

至るであろうと思われる。一方、客観説の立場からすると、無理に奇怪かつ周辺と調和しない外

観の家を立てる必要性はなく、公共の利益と比較考量して権利の濫用となる余地があるであろう

と考えられる。 
客観説の方では、使用収益権能の濫用を認めやすい。しかし、客観的要件のみを推し進めるこ

とは、今度は正当な権利者の保護に欠けるという重大な欠陥があることは先に指摘したとおりで

ある。本来周辺住民 Xらは無権限者なのであり、Xらが正当な所有権を持つ Yに対してその土地

の利用に関して何らかの請求ができる理由はないはずだからである。であるならば、主観的要件

論も無視し得ないものと考える。意図的に他人の権利を侵害しようとして自らの権利を行使する

ことを認める理由はないはずであるから、加害の意思とれるようなことが権利行使者にあるとす

るならば、これを権利の濫用とすることには反対は少なくなると思われる。問題はこの加害の意

思をどのように立証するかである。先の事例に即して考えるならば、純粋な主観説からいえば、

意図的害意までは認められないため権利濫用は認められないと思われる一方、客観説からはその

ような建物を立てる必要性はなく、周辺に対して多大な迷惑をかけるため権利濫用を認める余地

が生じる。とどちらの説を採るかによって結論が換わるように見える。しかし、本当に主観的要

件において Yが潔白であると言い切れるであろうか。 
Z地域はほぼ純白の外観を持つ建築物のみが立っていたことは Yが土地を購入したときから十

分わかっていたはずであり、この Zの土地状況は万人に対して極めて明白な状況があったと思わ

れる。このようなところにあえて、奇怪かつ周辺と明らかに合致しない建築物を建てることは、

通常の判断力からして一種の地域に対する加害であると判断できるのではないかと思う。Yは当

初からそのような Z地域にたいして害意をもって Z地域に当たる土地を購入し、当該建物 Gを建

築したと考えるならば、これは主観的要件からも間違いなく権利の濫用となるであろうと思われ
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例えば、何気なく毎日の日記をつけていた者 Kがいたとする。その者の隣に偶然にも後に有名

となる者Nが生活しており、都度その日記には後に有名になるNの生活の一部が描かれていた。

有名になったことで、Nの過去は様々な角度より検証され、時には Nの思想の源流を探るという

ことで N の過去について詳細な研究がなされた。この際 N 自身も日記をつけており、その日記

や様々な証言・文献などで Nの過去が再生される。すると、Kの日記はかなり事実と思われるこ

とが多々あり、Nについての研究に関しては偶然 Kの日記内容と同じ内容が登場することがほと

んど必須となっていた。このような中で、Kが著作権を主張する。この主張を認めてしまうと事

実上 N についての研究は K の著作権を侵害してしまい、ほとんど研究が不可能となる。このよ

うな場合、物権法の世界であれば権利濫用による抗弁がなされる。しかし、権利濫用法理は相手

の権利を消滅させるものではなく41、権利行使を行わせないのみである。物権法の世界では、物

権法が対世的権利とはいえ、実際の問題となるのは、ほとんど訴訟対象者のみである。一方著作

権法においては、利害関係が発生するものは、将来も含めて、例でいえば Nについての研究を行

う者すべてである。理論的にはまず K が研究者 O に権利行使をして権利濫用で著作権が用いる

ことができなかったとする。しかし、Kは他の研究者 Uに対して、結果を考慮しなければ、権利

行使を行うことはできる。 

このような不具合を避けるためには、Kの日記の一部について著作物性は無いとして著作権保

護の対象から外す方が妥当である。もちろん Kの日記全体ではなく、事実そのもののみを記載し

ている部分で、この部分は他の資料を用いても結局同じ内容とならざるを得ない部分のみである。 

例えば隣人 Nの毎日の行動を記述し、「Nは毎日 5：00に起きて、それから○○をして・・・

                                                                                                                                                            
る。 

権利濫用に関連させて、論じてきたが、これは事実そのもの論における比例原則の考え方であ

る。すなわち、主観的要件を幅広くとらえ、害意・加害の意思を客観的状況から推定するという

ものである。客観的要件より主観的要件を推定するという枠組みであるといえる。 
事実そのもの論でも同じ構図を用いることができると思われる。それは、訴訟に及ぶ様態から、

主観的意図それは、本当の意図のみではなく、ある程度客観的にあえて、事実そのものと考えら

れる部分を侵害されたと主張する場合の様態から、判断を加える。著作権の場合、特許権におけ

る特許法 104条の 3、特許権が無効とされるべきものと認められる場合の権利行使制限や、同じ

く権利濫用法理を用いることは性質上難しいと考えられる。しかしながら、無効とすべき著作物

もありうるだろう。そういう場合の一つに、事実そのもの論を用いることができると考えること

が適切な解釈ではないかと考える。 
権利濫用法理は、権利行使に害意性があるという要件と、私権と公共的利益の利益衡量による

要件のバランスの上に成り立っているといえる 。知的財産法に盛り込まれているとされる中層的

原理の中の比例性原理にもこれに類似があるといえる。 
41実体法の規定は、法律効果の定め方に着目するとⅰ権利根拠規定ⅱ権利障害規定ⅲ権利消滅規

定ⅳ権利阻止規定の 4つにわけられるが、少なくとも権利濫用は権利消滅規定（時効援用）等と

異なり、権利行使を阻止することができるのみで、権利は残る。当然、相手や条件・状況が変わ

ればその時は権利濫用とならずに権利を行使できる可能性がある。 
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21：00には寝るという行動パターンを繰り返していた。まるでカントのような人だ。」（文章その

ものは一日の行動パターンなのでもう少し長いとする）。というような場合、N の毎日を記載し

ようとすると K 当該日記部分と同じよう内容になる。研究者であれば K の日記も参照するだろ

うから、依拠性についても満たしているといえるだろう。そのような中で、Kの権利行使は容認

できない。何故ならば、Kはたまたま隣人が有名人となったことによって通常の日記をはるかに

超える利益を得ることができるようになるからである。これは、事実の占有による過大な影響力

が付与されることを意味する。一方、そうでない部分については過大な影響力とは言い難いため、

特に後述する創作性があれば著作物性を認めても構わないであろう。そして、このような場合 K

には明らかに今回の状況を奇禍として、トロール的に日記を用いることを企図しているとみてよ

いであろう。 

マージェスがあげている知的財産法全体での議論からは、ここでの K は、偶然 N が隣人だっ

た場合と、将来を見越して有名になりそうなものを何人か探してその者の行動を詳細に書き留め

ておくという 2つのパターンが考えられる。しかし、ここが著作権法の特殊性で、土地や特許等々

と異なり、待ち伏せが難しい。となると、偶然的に記載内容が事実そのものといえるほどに、事

実だけを記載していたこととなる。それは複数の資料から同じ内容が合致してしまう場合と、そ

れしか文献がない場合、そういう記述方法以外に記述ができないような場合というものが考えら

れる。そのような中で、その事実が様々なところで用いられるようになったところで、当該事実

に対して著作権を行使する、このようなことは排除されなくてはならない。 

事実そのもの要件は、この比例性原理を表すものであると考えられ、裁判上著作権を行使され

た側（被告）の防御として用いられる、消極的な要件という意味合いが強いものと私見は結論す

る。そうであるから、事実とそうでないものの境界画定ができている必要性はなく、著作権者と

著作物利用者の表現物をめぐる権益は、著作権法に内在する表現の自由の調整原理で調整済みと

いわれてきたことの意味も通じる。そこからも、著作物性の要件は創作性を中心に考えたほうが

良く、本要件は、やや循環しているが、最終的には前述中山のように、規範的に各個人に独占さ

せることが適当であるかを判断するための要件となる。 

もちろん、その場合でも既存の「事実そのもの」に関しての既存の学説・判例は重要であり、

単なるデータ、少なくとも何の意図もない、単体の事実のみを示す数値・数字や、自然法則、ル

ールそのもののみに関しては著作物とはならないと判断するほかない。あくまでも上記のような

規範的判断が入るのは境界事例に関してのみである。 

この私見はある意味危険である。というのは「論点先取」の可能性が高い。上述まででも明ら
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かの通り、私見はある一種の循環論法化していると批判されうる。すなわち、「著作権法は憲法上

問題が無い、何故ならば、表現の自由に問題が生ずるようなものは独占権を与えないからだ。何

故そう言い切れるかというと（表現の自由に問題がある）そのようなものは（各個人に独占権を

与えることが適切でないから）著作物性を否定され著作権で保護されないからである」という定

式は明らかな循環論法であろう。 

また、事実そのものとして各個人に独占させることが適当な表現物であるかをどのように決め

るか明確性を著しく欠き適当とは言い難い。すなわち、結局「各個人に独占させることが適当な

表現物であるか」は一種社会通念上等というような極めてあいまいで恣意的基準が入りかねない。

それは権利濫用法理のなかにも社会通念上という概念が、判例のなかにも表れていることからも

明らかである。これは「憲法において、司法権の独立を保障するとともに、「すべて裁判官は、…

この憲法及び法律にのみ拘束される」（憲法第 76条 3項）とされているのは、裁判官の恣意的判

断を抑制するためである。したがって、最もあいまいな概念であり、状況によってどのようにも

解釈されうるばかりでなく、その名の下で、少数意見が無視されたり、個人の尊厳や基本的人権

が侵されたりする恐れがある概念を根拠に条文を解釈するには注意が必要である」（加賀山茂著

「民法改正案における『社会通念』概念の不要性」明治学院大学法科大学院ローレビュー第 24

号 2016年 http://hdl.handle.net/10723/2733 p.3）とされるように非常に注意が必要である。 

「社会の多数意見に代表される『社会通念』が、少数意見を圧迫したり、個人の尊厳、基本的

人権を侵したりしたことは、歴史が示すところだからである」（前掲書加賀山 2016p.4）というよ

うに、曖昧な社会の多数者を基準とした判定基準には問題がある。例えば、青井は主著（青井秀

夫著「法理学概説」有斐閣 2007 年）において、ナチ司法を検証し、ラートブルフ・テーゼとい

う、「ナチの司法官は法律（制定法の形態をとった不法）に盲目的に従っており、『制定法を超え

た法』で対抗が必要」という論理を退けている。すなわち、「制定法を超えた法」を運用し、概念

法学など制定法へのがちがちの拘束を求める立場に対して、自由法学の立場に立っていたのはナ

チ司法の方であったことをナチ司法の具体的判例より導き出している。当時いまだユダヤ人の人

権を守りうる法律すら、共同体理念や「健全な民族感情」等々を持ちだして無力化し、また政治

的に迎合した司法運用がなされた実態がある。そのため、全体的に青井は自由法学とナチ法学の

連続性を指摘しつつ、このような制定法の拘束力を弛緩させる方向へ批判的な立場をとっている。  

青井自身は利益法学の少数説に立つようであり、もちろん一種の誤謬を含む制定法への徹底的

な盲従を求める概念法学や極端な法実証主義には反対しているものの、それ以上に自由法学への

警戒心が随所に垣間見える。制定法の「弛緩」は必要なことがあるが、それは法の欠缺が如何と
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もしがたい場合に特殊な法操作を行ってはじめて正当化されうる、とでも要約できる立場のよう

である。 

本稿は法理学の論文ではないのでこの詳細は検討せず参考までの提示であるが、特に著作権法

は法目的が「文化の発展」（もちろん前述したように文言上の問題のみでその実態は、明確性を持

つ適当な法律概念ではあったが）という少々コメントし難い文言を持っていることを考えると、

この点は留意しておく必要性が有るだろう。これは、民法上に「社会通念」という用語を取り入

れたことに対しての批判文脈であるが、「しかも、現在の社会通念は、現在の社会の多数説ではあ

っても、将来の多数説となるべき現在の少数説を尊重すべき場合もあるのであって、社会通念を、

それ自身として法的根拠とすることは、非常に危険であり、他の概念とあいまって、法の解釈を

補強する場合にのみかつ、慎重に利用すべき概念である」（前掲書加賀山 2016p.4）というように、

現在の価値観からは、「独占をさせても問題が無い」と考えられても後々においてそれは大きな表

現の自由上の問題となりうることも考えられる。 

一旦表明した、私見を批判したが、では何を基準に「事実そのもの」と事実に何らかの加工を

した思想または感情要件を満たすものとを分けるべきか。それは、また戻ってしまうが、中山の

いうように一義的に決することはできない。循環論法的であっても、学問や表現の自由を害すよ

うな「事実」に関しては個別具体的に審査してゆくほかないであろう。そして、結局、事実に何

らかの加工をした思想または感情が（後述する要件だが）表現されているか否かの判断は、多く

の場合創作性の問題としたほうが良いと思われる。創作性は詳細を後述するが、私見によれば個

性の発露である。これも安定性を欠く部分はあるが、少なくとも何らかの個性的部分が見受けら

れればそれは事実そのものとは異なるといえるのではないか。そういう意味で、思想または感情

要件は創作性要件にある程度までは吸収されていくのではないかと考える。もちろん完全に両者

は同化し、独自の要件として機能しなくなると主張する訳ではなく、境界問題など一定の場合で

は、創作性の方が判断基準として重要になるのではないかと考えている。創作性判断のほうが積

極的要件であるとのとらえ方である。 

例示をする。記者 Aはある事件を取材し、客観的にできるだけ事実のみを並べて数ページほど

の年表を作成した。これは Aの思想又は感情が表現されているといえるか、事実の羅列か。通常

（学説・判例とも）は数ページにもおよび事実といっても取捨選択があるため、この場合 Aの思

想・感情は有るとされる。しかしこれが 1頁だけであったら又は半ページだけ、最後は 1行だけ

であればどうであろうか。どこかで、「事実そのもの」のみを示したものとされるであろうが、判

例では短い文章でも著作物性が認められることもある。このように事実そのものだけであるか、
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そうでないかの判断は一義的につけることは難しい。 

結局、判例等々をみても多くはこのような場合、創作性を問題としている。例えば、東京地裁

平成 7年 12月 18日判決ラストメッセージ in最終号事件では、多数の単文・短文の著作物性が

争われた。その論点のほとんどは、創作性に関しての争点であった。この場合、思想・感情要件

よりも短い文章であっても当該作成者の個性が表れているかが重視されている。 

表現の独占を許すことが妥当かどうかという判断基準は創作性の場合でも登場するが、表現物

が事実のみか又は思想・感情が現れているかではより強く要請されるであろう。何故ならばそれ

は事実の独占という深刻な事態を招くためである。しかし、その部分でも事実のみで思想・感情

が表現されていないかどうかの基準は創作性の有無が関係してくるであろう。何らかの個性が発

露されていれば、それはその発揮された個性の持ち主の思想・感情といってよいと解釈し、創作

性＝個性の発露があるかどうかをまず重視したほうが良いと思われる。 

 

第七項第七項第七項第七項    著作物‐思想または感情要件のその他著作物‐思想または感情要件のその他著作物‐思想または感情要件のその他著作物‐思想または感情要件のその他    

他に、技術思想や契約書や書式、図面関係や著作権法第 10 条第 2 項との関係もこの要件（①

思想または感情要件）では重要である。 

まず、技術思想は思想であるので、したがって後述の要件との関係になるが技術思想が創作的

に表現されている場合は、技術思想であっても「思想または感情」を満たす。特別扱いは不要で

あり、特許明細書の場合その表現はどれも似たり寄ったりになるため、保護の幅が非常に狭いの

ではないかという論点はあるが、思想・感情が技術思想だからと言って、その表現物を差別する

必要性はない。また、前掲書中山 2014pp.46-55 等では思想・感情要件について様々な観点から

論じており、技術思想について同上 pp.53-55で特に論じている。ここではアイディアと表現をわ

けて、技術思想・アイディアそのものは著作権法で表現されないことを記しているが、それは技

術思想以外も同じであり、特許権のように技術思想そのものが保護対象になると誤解しないよう

に注意的に記されていると考えた方がよいだろう。 

次に、契約書や書式については、一律に「思想または感情」を創作的に表現するものではない

とすることは適当ではないとされる（前掲書半田・松田 2015 コンメンタール p.18 等）。契約書

などにも将来生じる可能性のある紛争を予見し、それに対応する契約書を作成するなど法的思想

が現れることがあり一概に「思想または感情」が創作的に表現される余地がないとすることは適

当ではなく、個別具体に書式、契約書というものも考えるべきで、「極めて単純なブランクフォー

ム書式、記載内容の法定されている証券のフォーム、極めてありきたりな定型的内容の契約書を
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除いては、原則として著作物に該当するものと解すべきものである」（前掲書半田・松田コンメン

タール 2015p.19）などとされる。表現されたものに、その作成者の何らかの意図が混入していれ

ば、一応の要件は満たすといえる。なお、中山は「つまり契約書案等の著作物性は一律に否定さ

れるというものではなく、かなりの程度独創的な表現を用いて創作したものもあり、独占による

弊害の少ない場合には著作物性が認められることもあり得る」（前掲書中山 2014p.52）とバラン

スをとりながら、独占させても弊害の少ない独創的なものは保護して良いとしている。独占させ

ることの可否を判断基準の一つにしている点で規範的判断をしているといえる。 

図面も、同じであり「技術思想」が現れていれば保護対象である。もっともその「技術思想」

は「『単なる技術』を超えた、設計者の、対象物を基礎づけない『技術思想』ということにならざ

るを得ない。したがって、それは極めて狭い範囲になる」（前掲書半田・松田コンメンタール p.23）

とあるように狭い範囲となる。しかし、対象を基礎づけない設計者の技術思想が創作的に表現さ

れていれば、著作物性を持つということは本稿にとって大変重要な指摘である。 

最後の著作権法第 10条第 2項との関係は本稿にとって関係はない。著作権法第 10条第 2項は

単なる事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物には該当しないという確認的な規定と

されている。これは思想又は感情もまた創作性もないため、通常は著作物性の判断ではじかれる

ものだが念のため規定しているという考え方が通説（前掲書半田・松田コンメンタール 2015p.23、

前掲書中山 2014p.50、等いずれも同様に解している）であり、関係性が問題となるようなもので

はないようである。念のため、小泉直樹・田村善之・駒田泰士・上野達弘編「著作権判例百選第

5版」有斐閣 2016年等の重要判例集を調査したが、それにも判例は見当たらなかった。 

まとめると、「思想又は感情」の要件に関しては、「人が何か思ったこと」＝「表現されたもの

に何者かの意図が混入している」というレベルと考えればよく、意図が混入しているかどうかに

ついてその境界には曖昧な点がある。曖昧な点は、規範的判断により決していくほかないだろう。  

考え方を図表に示した（巻末図表 6）。このように中心に明らかな事実そのものが有り、その周

りに境界が不明確な事例、例えば若干データを編集といえば編集したようなものや事実ではある

が、それを記載したもの（何者かの意図が混入している可能性も否定できない）が有り、これの

外側には「思想又は感情」があるとされる生成物が広がっている。 

境界判断の規範は、まず製作者の何らかの意図が読み取れるものであるか、次にそれは繰り返

すが、「各個人に独占させる」ことが適当な表現物であるか、適当でなく万人が利用できることが

社会的妥当性及び法目的である「著作物性のある生成物等を数多く生み出すことを支援する」事

につながるか、という点となる。そして、結局「製作者の何らかの意図が読み取れるもの」であ
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るどうかはどちらかというと創作性の問題となる。創作性＝個性が発揮されている状態であれば、

この何らかの意図は十分読み取れるであろう。 

 

第八項第八項第八項第八項    著作物‐創作性総論著作物‐創作性総論著作物‐創作性総論著作物‐創作性総論    

長くなりかつ重複点もあるが、次に②要件：創作性（第三章第二節第二項）を検討する。創作

性については本稿の中核的観点である。まずここでは本稿の外郭を埋める議論を行う。 

創作性とは何かというのは大変難しい議論である。通説的見解では、「ここで求められる創作性

とは、顕著な独創性等が必要とされるものではなく、また、芸術的に高い評価を受け得るもの等

のようなレベルも問われない。基本的には、他者の表現物を模倣することなく（依拠することな

く）、独自に創作して、著作者の個性が表現物に反映されていれば良いと解されている」（作花文

雄著「詳解著作権法第 5版」ぎょうせい 2018年 p.67）とされる。キーワードはⅰ創作の高低を

問わないⅱ他者の表現物に依拠していない（要は模倣をしていない）ⅲ著作者の個性が表現物に

反映されている。以上 3つだと思われる。 

 

第九項第九項第九項第九項    著作物‐創作性‐創作性著作物‐創作性‐創作性著作物‐創作性‐創作性著作物‐創作性‐創作性の高低の高低の高低の高低    

ⅰは、「著作権法は著作物性のある生成物等を数多く生み出すことを支援することを目的とする」

という大目標からも、保護される著作物性の基準が高すぎることは適当ではなく、またそもそも

創作性の高低など判断することがほぼ不可能だということを考え合わせると当然の基準である。   

なお、AI生成物においてその保護範囲の問題などから、創作性の高低あるいは薄い創作性、強

い創作性等を問う学説などもある。しかし、本稿では、創作性の高低に関して事実上の判断が難

しいことから及び、本稿はオーサーシップの帰属を問題として保護範囲を問うものではないので、

考察対象外とする。 

 

第十項第十項第十項第十項    著作物‐創作性‐他者の表現物に依拠していない著作物‐創作性‐他者の表現物に依拠していない著作物‐創作性‐他者の表現物に依拠していない著作物‐創作性‐他者の表現物に依拠していない    

一方ⅱは非常に議論を呼ぶ。前掲書半田・松田コンメンタール 2015 では、創作性は、独創性

と創造性の 2つの概念が包摂されるとしている（前掲書半田・松田コンメンタール 2015pp.24-41）。

もっとも同書は、創造性は法律的に判断できないし、そのようなものを判断しようということも

危険だとし、原則的に独創性が肯定されるか否かを重要視している。   

この点について少し、条文を離れると、例えばゲーテは「独創性ということがよくいわれるが、

それは何を意味しているのだろう！われわれが生まれ落ちるとまもなく、世界はわれわれに影響
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をあたえはじめ、死ぬまでそれがつづくのだ。いつだってそうだよ。一体われわれ自身のものと

よぶことができるようなものが、エネルギーと力と意欲の他にあるのだろうか！私が偉大な先輩

や同時代人に恩恵を蒙っているものの名を一つひとつあげれば、後に残るものはいくらもあるま

い」（エッカ―マン著、山下肇訳「ゲーテとの対話上巻」岩波文庫 1968 年 pp.241-242）あるい

は「芸術には、すべてを通じて血統というものがある。巨匠をみれば、つねに、その巨匠が先人

の長所を利用していて、そのことが彼を偉大にしているのだ、ということがわかる。ラファエロ

のような人たちが土台からすぐ生い育つのじゃない。ちゃんと、古代および、彼ら以前につくら

れた最上のものの上に立脚しているのだ。その時代の長所を利用しなかったら、彼らがたいした

ものになるわけがない」（前掲書エッカ―マン 1968pp.303-304）と、エネルギーと力と意欲以外

は自身のものと呼べるものではなく、かつ巨匠も先人たちの長所を利用しているというものであ

る42。このようにゲーテを持ち出すまでもなく、新しい創作物とはいえ、ある程度は先人たちの

先例に依拠している部分はあり、他者の表現物に「まったく」依拠していないということは極め

て困難である。また、前述や「何もかも独学で覚えたというのは、ほめるべきこととはいえず、

むしろ非難すべきことなのだ」等ゲーテの言葉を引きながら齋藤孝著「座右のゲーテ」光文社新

書 2004 年では、何者にも依拠せずに完全オリジナルなどあり得ないし、そのような路線は非難

されるべきとの論を展開している。その他、齋藤は、個性重視、主観重視、学識軽視・伝統軽視

といった風潮を辛辣に批判（前掲書以外の同氏著作においても同じ傾向がみられる）している。 

詳細は省くが、その他建築・土木・エンジニアリング関係や上記のような人文関係、いわゆる

理系・文系双方でオリジナル性の否定、模倣の奨励、また（後述するところだが）時に個性の否

定（個性的であることはよろしくないとされる）がされていることは、著作権法とは離れるが念

頭には置いておいた方が良いと思われる。これは時に、著作物性の問題で立ち現れるからである。 

例えば、土木構造物の著作物性について検討した岡（牛木理一先生古希記念「意匠法及び周辺

法の現代的課題」発明協会 2005 年 pp.491-509岡邦俊著「環境デザインと著作権」）は、著作権

法の実務に長く携わる者として代表的な土木工学者の言葉に戸惑いを感じたという。それは、「非

恣意性、非自己完結性、必然の形、凡庸の美・・・」（前掲書牛木古稀 2005p.503）といった工学

者側が重要視する概念は著作権法から見ると自らの著作物性を放棄せんが言動にみえ、本稿的に

言えば創作性を棄てた、あるいは自己の思想・感情を棄てた、必然的形態になる設計こそ最上と

                                                  
42http://d.hatena.ne.jp/kawasimanobuo/20160516/p1 
 ゲーテに関しては、本文中参照の齋藤氏の著作のほかに上記「ノボ村長の開拓日誌」を参照し

ている。特に、ゲーテの名言の並べ方は、「ノボ村長の開拓日誌」2016-05-16の並べ方に依拠し

ている。 
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いう言動のように見えるからであろう。著作権法の創作性概念がすべての分野、万人にとって有

益なものであるかどうかは本稿の考慮外であるが、後述する「個性の発揮」が忌み嫌われること

もあり、そのようなものが発揮されていることが当該分野においては問題視されることが有りそ

れは時に著作権法と摩擦を引き起こすことは留意しておいた方がよいだろう。 

 

第十一項第十一項第十一項第十一項    著作物‐創作性‐独創性とは何か著作物‐創作性‐独創性とは何か著作物‐創作性‐独創性とは何か著作物‐創作性‐独創性とは何か    

皮肉なことに、勉強家であればあるほど、他者の表現物を模倣（依拠）する可能性は高くなる。

有名な盗作騒動であるヴィスワナタン騒動で、氏が釈明した「自身が盗作元作品の熱心なファン

であり、繰り返し読んでいたため、いつの間にか、文章や言い回し、フレーズが同化してしまっ

ていた」という内容は本当であるかどうかは不明であるが、ある程度あり得なくはない釈明であ

る。知的財産法の分野でその点を主に取り上げているものに宮武久佳著「知的財産と創造性」み

すず書房 2007年がある。前出ヴィスワナタン騒動についても同書 pp.113-115を参考にしている。

特にこの問題を取り扱った章が第 8 章「創作と盗作の間」同書 pp.111-127 である。齋藤氏の著

作、宮武氏の著作双方で、シェークスピアやモーツァルトの盗作やフォークロアの活用について

言及があり、考えさせる内容となっている。特に後者は知的財産法の専門家の手になる書物であ

り、全体的に創造性を知的財産の中でどうとらまえてゆくか、依拠性を全てアウトとすれば創作

活動はやせ細ってしまうのではないか、一方創作者の権利を守らないことにも創作活動がやせ細

ってしまうのであるからという視点で貴重な見地を得られる。また、道義的責任と法的責任は異

なること、「『盗作でも作品が作品として鑑賞者に意味があればよいのではないか』という考え方

だって成り立つのではないか」（前掲書宮武 2007p.126）や「おそらく、決定的に問題となるのは

作品の完成度だ」（前掲書宮武 2007p.127）といった見解が知的財産法分野の専門家より発せられ

ることは驚きである。条文解釈でこれらの見解をストレートに引き出すことは困難だと思われる

が、受け取り側にとって意味があるか否か、もっと言えば創作性をその背景ではなく、受け取り

手側の視点で有無を考えるという考え方は大変参考になるものである。 

齋藤はゲーテの言葉から「学識を得ようとすれば、才能をなくしちまう、などと思っている。

どんな才能だって、学識によって養われなければならないし、学識によってはじめて自分の力倆

を自在に発揮できるようになるのだというのに」（前掲書齋藤 2004年 p.76）を引用して論説し、

数学などは昔の天才の成果を利用して高校生でもかつての天才レベルの計算ができるようになっ

ていることを指摘して「しかし、数学のように答えが明快にいかない、個性というものが関わる

ジャンルでは、そうした当たり前の知的循環が思いのほか軽視されているのである」（前掲書齋藤
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2004 年 p.80）という指摘をしている。他にもスポーツの例や、他のゲーテの言葉を引用して遺

産（伝統）を引き継ぐことの重要性、先人に準拠することの重要性を説く。しかし、著作権法的

に見れば、ある意味多く勉強することはそれだけ先行作品に依拠してしまう危険性を増やす一方、

勉強していなければ類似した作品でも（その作品を知らないため）依拠していないこととなり、

侵害はなくなってしまう、という勉強しない者の方が有利ではないかとの疑問がわく。これに「個

性」などという言葉が付着すると、更に厄介なこととなりそうである。法律とそのような一般的

な話は区別すべきと思われるが、世間一般ではそのような論説・考え方があることは考えておい

た方がよいだろう。 

法律学者でも同じ考えのものはいる。前出森村は著名な法律家（法哲学者）であるが、著作権

に対して非常に辛辣で、ハイエクや、オスカー・ワイルドを引用しながら次のように批判してい

る。「著作権法は他人の著作の翻案等による無断の変更を禁止しているために、先行作品の翻案や

脚色や編集にすぐれた才能を発揮できる著作者までも、なけなしの独創性をふりしぼって何とか

他人と違ったものを作り出そうという空しい努力をするのである」（前掲書森村 1995p.175）「独

創性をもっていたことを誰も否定しないワイルドは、その登場人物に次のように言わせていた。

（中略）剽窃の問題が実に煩わしく議論され、そういうことを口にするのは、薄い、血の気がな

い唇をした無能な人間か、自分は何も持っていないのに、ものを盗まれたと騒ぎ立てれば金持ち

に思われるかと考えている、醜い口付きをした連中に決まっているのだ」（前掲書森村 1995p.183）

と、著作権そのものと、著作権の権利強化を主張する方面に手厳しい批判をしている。 

パテントトロールならぬコピーライトトロールというべきか、現代でも何かと著作権や、類似

著作権、挙句の果てにほぼ言いがかり的な内容にまで「著作権」という言葉を用いて他人の足を

引っ張る行為を行う者や、著作権は無方式のためこれを悪用して、無権原でも詐欺的に警告を行

うもの等、著作権の悪用も多くなった43。前掲書内閣府知的財産戦略推進事務局資料においても、

                                                  
43議論百出のところであり、加えて先日 TPP関係で著作物保護が 70年に延期されたが、それに

関連する議論も含めて参考となるものに福井建策著「著作権の世紀」集英社 2010年がある。ま

た、これらについてはネットでの真偽不明な情報や警告状送り付けビジネスが行われていること

を確認した。例えば、http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1711/29/news120.htmlによると「知

的財産教育協会財団」を名乗る団体から、「著作権侵害訴訟最終通知書」なるハガキが来たとされ

ている。これを受けて複数の団体が、注意喚起をしている。私も類似する名称の「知的財産研究

教育財団」からの注意喚起ツイートで本件を知った。関連性は不明だが、同時期にネットの深部

では、著作権の無方式性等々を喧伝する向きを発見できた。真偽不明ながら、事業妨害的使用の

成功例（単に著作権を振りかざして気に入らない相手を懲らしめたというレベルのものであった

が、こういう法律を勉強すると便利であり、社会的弱者が社会的強者を懲らしめることができる

のだ、という他者への事例拡散と当該行為の社会的正当化を図っている。）があるようである。ま

た、ご丁寧に他人の著作権侵害（？）を発見したと称して、様々喧伝して、権利者に訴訟を起こ
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「AI創作物を大量に生成した上で、人間の創作物であるとして権利主張を行ういわばトロール的

な使われ方も想定される」（前掲書内閣府知的財産戦略推進事務局 2017p.7）等悪用の問題も論じ

られている。そのあたりも併せて考えるべきであろう。そしてその一方、昨今海賊サイトブロッ

キングの問題が生じ、賛否双方で大きな議論が生じている。広い視野が必要である。 

 

第十二項第十二項第十二項第十二項    著作物‐創作著作物‐創作著作物‐創作著作物‐創作性の私見性の私見性の私見性の私見    

さて、条文外はここまでとして、通説を再度みてゆく。「著作物として認められるためには、『創

作性』が必要である。創作性とは模倣であってはならないということである」（土肥一史著「知的

財産法入門第 15版」中央経済社 2015年 p.268）というようにストレートに創作性＝模倣ではな

いという定義規定もあり、これが最もシンプルかつ分かりやすい定義であろう。また「この創作

性は、思想・感情それ自体に必要とされるのではなく、その表現形式に必要とされる」（前掲書土

肥 2015p.268）というように、思想や感情に模倣があっても表現形式にオリジナル性が有れば問

題は無い。逆に言えば、内容がいかに優れていても表現に創作性が無ければ著作物としての創作

性は無いとされる（前掲書半田・松田コンメンタール 2015p.25）。判例としても大阪地裁昭和 54

年 9月 25日判決発光ダイオード事件や東京地裁平成 6年 4月 25日判決城の定義事件等学術的に

は価値がある内容でも表現に創作性（これは後述の「ありきたりな表現との関係だが」）が認めら

れず、表現されたもの自体の著作物性はあえなく否定されてしまった。 

この非模倣性要件に加えて、不可避的な表現やありきたりな表現も創作性が無いとされること

が多い。しかしながら、「ありきたりな表現」とはなんであるか、非常に難しい。ここでも思想・

感情要件と同じく最終的に規範的判断、すなわち、「各個人に独占させる」ことが適当な表現物で

あるか、適当でなく万人が利用できることが社会的妥当性及び法目的である「著作物性のある生

成物等を数多く生み出すことを支援する」事につながるかを規範的に考慮することが必要ではな

いかと思う。 

                                                                                                                                                            
すよう連絡をとったというものも発見できた。パクリ撲滅活動等というような活動もあるようで

あるが、過度のものは執筆者を委縮させ表現の自由を毀損することとなりかねないし、そもそも

著作権法上本当に侵害であるか疑問であるようなこともある。もっとも、悪気があるかは外形上

判断できないものが多く、本人はどうも社会的正義のつもりで活動していると思われるものも多

くみつけられる。ここから、これらすべてが悪意のトロール的と断定することも適切とは言い難

く、やはり著作権の考え方として、そういう方向になる事もあることを念頭においた方がよいだ

ろう。特にパテントトロールは特許権等を保有して行動するが、コピーライトロールは、無権限

であってもこれはパクリだ、といって行動をしてくるのでより悪質である。トロールまでいかず

とも、著作権がないものまで擬似的著作権というべきものを用いて活動することや非専門家では

よくわからない点から議論が独り歩きすること等も注意が必要である。専門家以外でも明瞭でわ

かりやすく、使いやすい著作権法解釈が待たれるであろう。 
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例えば、島並良・上野達弘・横山久芳著「著作権法入門第 2版」有斐閣 2016年 pp.28-29で不

可避的な表現やありきたりな表現を検討している。ここでは上記規範と文言こそ違うが、「不可避

的な表現やありきたりな表現は、同種の表現行為を行う者がごく一般的に採用する表現であるか

ら、著作権の保護を与えてまでその創作活動を奨励する必要があるとは言い難い。かえって、こ

の種の表現に著作権の保護をみた認めた場合には、同種の表現行為を行うことが不可能または著

しく困難となり、他者の表現活動の自由を過度に制約することとなりかねない」（前掲書島並

2016p.28）としている。なお、注釈で依拠性について、広く流通した著作物にある、ありふれた

表現であればそれへの依拠を疑われる可能性があり、一度他人の著作物にアクセスした後は、依

拠を否定することができなくなる点から、やはり依拠性の要件があってもありふれた表現などに

著作権の保護を与えることは適切ではないとしている。 

この点は私見と大意においては同じことを述べているが、そのうえで「表現がありふれたもの

であるか否かは、法的、規範的な評価を含むため、常に一義的に明確に判断できるというもので

はない。問題となる表現が同種の表現行為において標準的に採用される表現と比べてどの程度特

徴的なものかという点と、当該表現を著作権により保護した場合に他者の表現活動にどの程度の

不自由が生じるかという点とを相関的に考慮して、ケースバイケースで判断すべきである。この

判断はしばしば微妙であり、限界的な事例では評価が分かれることもあろう」（前掲書島並

2016p.29）としている。 

もちろん、この点は思想・感情要件と同じ批判を呼ぶであろう。大日方の批判や法的安定性を

欠くといった一般的に指摘される批判はここでは繰り返さない。そういう点からも次の「ⅲ．著

作者の個性が表現物に反映されている」が最も重要なところとなるであろう。個性の発揮（発露）

という概念は文言的にもまた内実的にも問題が無いわけではないが、著作物性を考えるにあたっ

て最も重要な点であると考えており、個性の発揮（発露）があるか否かが著作物性のメルクマー

クとなると考えている。結局オリジナル性・独創性といった問題も最終的には個性が発揮されて

いるか、「創作性とは模倣であってはならないということ」という場合も、模倣でないとは製作者

の個性が発揮されていることと言い換えることもできるであろう。簡単に概念図を作成したので

図示を行う（巻末図表 7）。 

 

第十三項第十三項第十三項第十三項    著作物‐創作性‐個性が表現物に反映されている著作物‐創作性‐個性が表現物に反映されている著作物‐創作性‐個性が表現物に反映されている著作物‐創作性‐個性が表現物に反映されている    

ⅱに比べて、ⅲの「著作者の個性が表現物に反映されている」は比較的判例でも重要視される。

例えば、知財高裁平成 22年 7月 14日判決 
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（http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/080461_hanrei.pdf）では、まず先の最高裁判

例を引用し「著作権法は、思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから（著作権法第

2条第 1項第 1号）、既存の著作物に依拠して創作された著作物が思想、感情若しくはアイデア、

事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、既存の

著作物と同一性を有するにすぎない場合には、複製にも翻案にも当たらないものと解するのが相

当である（最高裁判所平成 11年（受）第 922号同 13年 6月 28日第一小法廷判決・民集 55巻 4

号 837 頁参照）」として次に「このように、複製又は翻案に該当するためには、既存の著作物と

これに依拠して創作された著作物との同一性を有する部分が、著作権法による保護の対象となる

思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要である（著作権法第 2条第 1項第 1号）。

そして、「創作的」に表現されたというためには、厳密な意味で独創性が発揮されたものであるこ

とは必要ではなく、筆者の何らかの個性が表現されたもので足りるというべきであるが、他方、

文章自体がごく短く又は表現上制約があるため他の表現が想定できない場合や、表現が平凡かつ

ありふれたものである場合には、筆者の個性が表現されたものとはいえないから、創作的な表現

であるということはできない。」と「厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要では

なく、筆者の何らかの個性が表現されたもので足りるというべき」と個性の発揮があればそれで

よいとしている。 

同じく、応用美術分野で大きな衝撃を与えた有名判例である TRIPP TRAPP事件（知財高判平

27 年 4 月 14 日判決：平成 26 年（ネ）第 10063 号 著作権侵害行為差止等請求控訴事件

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/085044_hanrei.pdf）では、「控訴人製品につい

ては、応用美術以外の美術の著作物と同程度の創作性があること、すなわち、表現者の個性が何

らかの形で表れていることが明らかといえるから、著作物性が肯定されるべきである。」との控訴

人側主張を受け入れた。すなわち判例は「この点に関しては、いわゆる応用美術と呼ばれる、実

用に供され、あるいは産業上の利用を目的とする表現物（以下、この表現物を『応用美術』とい

う。）が、『美術の著作物』に該当し得るかが問題となるところ、応用美術については、著作権法

上、明文の規定が存在しない。しかしながら、著作権法が、『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り、もって文化の発展に寄与することを目的と』していること（同

法 1条）に鑑みると、表現物につき、実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることを

もって、直ちに著作物性を一律に否定することは、相当ではない。同法第 2 条第 2 項は、『美術

の著作物』の例示規定にすぎず、例示に係る『美術工芸品』に該当しない応用美術であっても、

同条第１項第１号所定の著作物性の要件を充たすものについては、『美術の著作物』として、同法
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上保護されるものと解すべきである。したがって、控訴人製品は、上記著作物性の要件を充たせ

ば、『美術の著作物』として同法上の保護を受けるものといえる。」まず、本件は著作物性の問題

だとし、その著作物性について「著作物性の要件についてみると、ある表現物が『著作物』とし

て著作権法上の保護を受けるためには、『思想又は感情を創作的に表現したもの』であることを要

し（同法第 2条第 1項第 1号）、『創作的に表現したもの』といえるためには、当該表現が、厳密

な意味で独創性を有することまでは要しないものの、作成者の何らかの個性が発揮されたもので

なければならない。表現が平凡かつありふれたものである場合、当該表現は、作成者の個性が発

揮されたものとはいえず、『創作的』な表現ということはできない。（中略）表現態様も多様であ

るから、応用美術に一律に適用すべきものとして、高い創作性の有無の判断基準を設定すること

は相当とはいえず、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである」

と「個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否か」が重要だとしている。そして、本件

を詳細に検討し、「（本件は）作成者である控訴人オプスヴィック社代表者の個性が発揮されてお

り、『創作的』な表現というべきである。したがって、控訴人製品は、前記の点において著作物性

が認められ、『美術の著作』に該当する」と結論した。 

以上のように、判例でも、独創性云々以上に「個性の発揮」が創作性の中核的な概念であるよ

うに判示されることが多くある。 

中山などは「新しい創作性概念」として「表現の選択の幅」と捉える捉え方を提唱している（前

掲書中山 2014pp.60-80）。それに対して、作花は、「（前略）『表現の選択の幅』が存在することは、

個性に基づく表現がなされる上での前提となるものであり、殊更に創作性概念を、個性ではなく

『表現の選択の幅』と捉える意味は、さほどないものと思われる」（前掲書作花 2018p.68）と否

定的に解している。創作性に関してはこのように議論が尽きないところである。 

本稿においても創作性は中核的概念であるので、後半部分でも登場するが、ここでは作花の「（前

略）このような独自の精神活動による独自性のある表現物、すなわち該当創作主体の、個性が反

映されているものを、創作性のある表現物として捉えている」（前掲書作花 2018p.68）とし、あ

りふれた表現に関しては、基本的に、規範的思考を優先させ、何を著作権の保護に値するか、そ

れは創造性の有無や創作性の高低ではなく、その独占権をあたえることが、法目的に適うかを考

慮して決めるものとしたい。「個性の発露」という考え方も異論は有ろうかと思われるが、本稿で

は一旦そのように構成したい。 
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第十四項第十四項第十四項第十四項    表現したもの表現したもの表現したもの表現したもの    

③要件：表現したものであること（第三章第二節第二項）はこれまでもたびたび登場した。「い

わゆる AI 生成物」を対象とする本稿にとって意味合いは低いが、前出のようにアイディアと表

現は区分されること、著作権法は表現のみを保護することは再度確認をしておく必要性が有る。

また、「表現」のみでこの要件は充足するため、第三者に知覚される必要性はない（前掲書半田・

松田コンメンタール 2015p.42）とされるし、固定要件も原則不要で直接人が読めるかたちである

ことも不要、表現のされた方も自由で要件は表現した「もの」であるので「物」に示されている

必要性もない。表現さえされておれば良いということであり、多くは前出創作性の問題として処

理したほうが良いとされる（前掲書半田・松田コンメンタール 2015pp.42-44）。 

 

第十五項第十五項第十五項第十五項    文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの    

④要件：文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること。これは、 一見文言上、

「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属さないもの」は著作物性を有しないため、これらの範

囲にあるかどうかについて検討の必要性が迫られるように思える。しかし、必ずしもそうではな

い。例えば、http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/013986_hanrei.pdf、当落予想表事

件（東京高判昭和 62年 2月 19日、判時 1225号 111頁）は、符号を付けた総選挙の当落予想表

の著作物性が争われた事件である。判決は、「『文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する』とい

うのも、知的、文化的精神活動の所産全般を指すものと解するのが相当である」として、個別具

体に文芸、学術、美術又は音楽の範囲を示すことはなかった。そして、当落予想表は「国政レベ

ルにおける政治動向の一環としての総選挙の結果予測を立候補予定者の当落という局面から記述

したもので、一つの知的精神活動の所産ということができ、しかもそこに表現されたものには控

訴人の個性が現れていることは明らかであるから、控訴人の著作に係る著作物であると認めるの

が相当である。」として著作物性を認めた。なお、思想又は感情については前出判例と同じく「『思

想又は感情』とは、人間の精神活動全般を指し、『創作的に表現したもの』とは、厳格な意味での

独創性があるとか他に類例がないとかが要求されているわけではなく、『思想又は感情』の外部的

表現に著作者の個性が何らかの形で現れていれば足り・・・」と個性の発揮で足りるとしている44。 

「文化的精神活動の所産全般を指すもの」というが、前出のように「文化」の語句は著作権法

において、Cultural studiesにおける「＜文化＞は近代において確立した概念であり、自然の「耕

                                                  
44http://www.kondolaw.jp/LegalEdge/2007/05/post_3.html 
 判決の解説は、上記、近藤法律事務所 2007年 05月 03日著作権実務判例集を参考にしている。 
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作」の意から転化した人間の「修養」の意を含み、さらに＜文明＞との対抗から国民や民族、階

級や民族、非西欧社会それぞれに固有の価値や生活様式といった意味合いを帯びてきました。・・・

（中略）＜文化＞概念には、西欧の自己を表すと同時に他者をも表す二面性がある・・・（以下略）」

（前掲書吉見 2018p.18）というような重層的・複雑的観点を必要として解釈を要求するものでは

なかった。Cultural studies や国語的意味を離れて、原則45創作を促進するということに「文化

の発展」という語句が用いられていることから、今回の「文化」の意味も、それらを基礎とする

ことはできない。立法趣旨として、工業所有権（産業財産権）との守備範囲を抽象的に表現して

いるとされ、文化的精神活動の所産全般の例として「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」という

ものをあげているのみで、概念自体に弾力性が有り、これは制限列挙ではないとされる（前掲書

半田・松田コンメンタール 2015pp.45-47）。 

判例では、東京地裁昭和 33年 8月 16日判決（編物段数早見表事件）によって「編物段数早見

表について、「原告は何人も考えうるグラフを編物の段数と寸法との関係において利用しうること

を考案したものであるが、二個の数の函数関係については、グラフによってこれを示しうること

はすでに現社会においては常識であって、原告の独創的思考と解することはできないものである。

そして右数値の関係を指せば、原告の作成した文書はその函数関係を編物に利用するという点に

その特色をもつものであるけれども、この点についても、原告以外に同一内容の考案が行われう

るものと認められるばかりでなく、右のような創作物は文芸、学術、美術のいずれの範疇にも入

らない」（古いためか判例を検索できず、判旨は下記、ひらお法律特許事務所の HPより入手した 

（http://hirao-pat.in.coocan.jp/copyright/1hanrei_right.htm）と、補足的に本要件を満たさな

いため著作物性を否定したとの理由も示されているものの、あくまでも「原告の独創的思考と解

することはできない」や、「原告以外に同一内容の考案が行われうるものと認められる」という根

拠があってはじめて、著作物の範疇に入らないとの判断ができるといえる。もっとも、これは産

業財産権の保護範囲とみた方が良い事案であるので、著作権保護の範囲ではないと判示したこと

にも意味はあったと思われる。 

 この要件は基本的に産業財産権との保護対象のすみわけをした要件であるといえるだろう。特

に意匠権と著作権法の関係はよく議論されるところであり、純粋美術と同程度の高度な創作性が

ある場合は意匠法と著作権法との重畳的な保護も可能とされることも多い46。 

 著作物に関する条文の検討は、以上で終える。 

                                                  
45前述のように解釈にあたっては著作権法独自の複雑な検討が必要である。 
46前掲書作花 2018p.118参考。また、単調な判断ではなく、制度間調整の視点が必要としている。 
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第十六項第十六項第十六項第十六項    著作者著作者著作者著作者    

 次は、2 条第 1 項第 2 号の著作者である（前掲書半田・松田コンメンタール 2015pp.52-62 三

山裕三著）。これは本稿のメインテーマであるので詳細は後述し（第三章第四節参照）、ここでは、

「著作者とは、著作物を創作する者をいう」という点のみを確認するにとどめる。創作したとは

どのような行為を指すのかというのが最大の問題となる点であり、後述判例・学説共に、この論

点が最重要のポイントとなる。 

 

第十七項第十七項第十七項第十七項    その他関連条文その他関連条文その他関連条文その他関連条文    

次に、関連条文として、本稿では採用しないが、プログラム（前掲書半田・松田コンメンター

ル 2015pp.205-209辛島睦著）とデータベース（前掲書半田・松田コンメンタール 2015pp.210-219

小川憲久著）、二次的著作物（前掲書半田・松田コンメンタール 2015pp221-235 板倉集一著）、

共同著作物（前掲書半田・松田コンメンタール 2015pp236-244 長塚真琴著）の条文を念のため

確認するのと合わせ、採用しない理由も簡単に示す。 

プログラムは第 2条第 1項 10号の 2に規定される。「プログラム 電子計算機を機能させて一

の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをい

う」。これは「本条は、コンピュータ・プログラムの著作物性を明確にした昭和 60年著作権法一

部改正の一環として、『プログラム』を定義したものである」（前掲書半田・松田コンメンタール

2015p.205）。とされる。AI がプログラムであることはもちろんであるが、その生成物はプログ

ラムに限らずあらゆるものが考えられるので、プログラムについての考察は除外する。生成物と

いう意味では第 10 条の考察であるが、これも著作物の例示であるので、前出著作物性を検討す

ることの方が重要と考え、同じくこのあたりの考察は本稿より省いている。 

データベースは同 10号の 3にあり「データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物で

あって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

をいう」とされる。AI 生成物をデータベースと考えることもありうるが、AI そのものが一種の

データベースではありえても、その生成物が全てデータベースというわけではない。AIより出力

された絵や文章をデータベースと捉えることは不可能ではないが難しく、結局、後述編集著作物

としての考察を行った方が有益との結論に達した。これは例えばデータベースを考察するような

研究書でも「公開されている裁判例の中で、データベースの著作権保護に関して争われたものは

いまだ少数である。以下では、編集著作物の事案を中心に（中略）創作性の判断と侵害の成否に

ついて概観していく」（蘆立順美著「データベース保護制度論」信山社 2004年 p.110）と蓄積の
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ある編集著作物の考察を行いながらデータベースについて論じていることからもこのアプローチ

の方が有効だと考えた。 

次に二次的著作物は、同 11号にあり「二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形

し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう」とされる。AI

は様々なデータを集積し相関関係を見つけ出して、そこから生成物を作成する、その関係を考え

るとその生成物は二次的著作物ではないかとの議論も成り立つことは成り立つ。しかし、「学説に

おいては、二次的著作物と原著作物を対比して、原著作物の特徴の同一性が維持されていなけれ

ばならず、特徴の同一性が失われていれば二次的著作物ではないし、依拠した特定の原著作物が

存在し、これに『新たな創作性』が加えられていなければ複製にすぎないとされる（前掲書半田・

松田コンメンタール 2015p.230）」とされる。ところが、AI 生成物において、原著作物の特徴の

同一性が維持される可能性は低い。また結局創作性の問題となるし、仮に創作性なく原著作物に

近いものを生成すれば単なる複製となるので、AIが二次的著作物を生成するのは非常に限られた

場合に限られ、基本的に原著作物に近いものを生成するようにとする人間による指示があるなど

のときでないと難しいと思われる。 

補足すると、画風や書風そのものに著作権は及ばない。これらはアイディアであり、表現され

たものではないからである。そのため、例えば最近話題になったネクスト・レンブランド

https://japanese.engadget.com/2016/04/07/ai-3d-the-next-rembrandt/等は仮にレンブランドの

絵に著作権が有ったとしても（当然、現実にはレンブランドの絵は著作権が切れている）、レンブ

ランドの著作権を侵害することはない。このように AI が同じ者の絵や書を徹底的に学習して当

該人物であれば作成したと思われるような新作を生み出そうと、その生成物と画風や書風のモデ

ルになった者との間に二次的著作物のような関係が発生することはない。 

また、編集著作物と二次的著作物との関係であるが、「また、既存の著作物を素材として、選択・

配列して作成される編集著作物も二次的著作物といえそうであるが、編集著作物（著 12条）は、

二次的著作物とは別に規定されている。そのため、二次的著作物は、一般の用語法にいう二次的

著作物よりもその範囲が狭く、二次的著作物の範疇から編集著作物を除外する趣旨を明らかにす

るものであるとする見解がある」（前掲書半田・松田コンメンタール 2015p.226）と編集著作物以

外の二次的著作物を定めたのが本号との理解がある。加えて判例によると、最高裁平成 13 年 6

月 28日判決（江差追分事件）では、翻案について、「言語の著作物の翻案（著作権法 27 条）と

は、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表

現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに
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接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作

する行為をいう」としている。同判例の解説によると、①被告の作品が原告の著作物に「依拠」

していること、②被告の作品が原告の著作物の「表現上の本質的な特徴の同一性を維持し」てい

ること、③被告の作品に新たな創作的表現があることが必要である（著作権判例百選第 4版（旧

版）の山本隆司著 No.49翻案権 http://www.itlaw.jp/jurist198-49.pdf）とされる。 

以上から AI 生成物が二次的著作物になりえる可能性を否定するものではないが、その可能性

は低く、「表現上の本質的な特徴の同一性を維持」した生成物はよほど意図しない限り難しいであ

ろう。よって、本稿では、その方向での論考は行わないこととし、後述編集著作物としての論考

を中心とすることとした。 

検討除外の最後のパートで共同著著作物を確認する。共同著作物は同 12号に規定される。「共

同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に

利用することができないものをいう」これは、前出大本論文内でも議論が有ったが、あまり現実

的ではない。また関係者一同を共同著作者とする場合、第 64条及び第 65条等共同著作の場合に

おける他の権利者の同意問題が生ずる。事実上の共同性が無いことが多く、利権者間の関係を調

整することは難しくなる。共同著作としても現実の権利行使や譲渡等が困難になるだけであるの

で適当な解決策とは言い難いと思う。 

基本的には、「二人以上の者が共同して創作した」という要件を AI生成物が満たせる可能性は

低い。「今日の通説は、共同著作者間に双方向的な共同創作の意思がある場合に限り、共同著作物

が成立すると解す」（前掲書半田・松田コンメンタール 2015p.240）ないし「共同創作の意思では

なく創作行為の客観的共同性、すなわち（一定の幅のある）同時性を基準とする見解があるが、

これも通説に含めてよいと思われる」（前掲書半田・松田コンメンタール 2015p.240）とあるが、

いずれにしても AI 生成物は共同創作意思も同時性も無い場合がほとんどであろう。もちろん例

えばユーザーにオーサーシップを認めるとして二人のユーザーが共同制作の意思を持って同時に

同じ AI を用いて共同著作物を作るということはあり得る。しかし、これは通常の文脈と同じで

あり、特別に AI生成物のオーサーシップとして論ずることではない。 

以上から、前掲の大本論文と同じく、可能性を完全に排する訳ではないが、共同著作物につい

ては本稿では考察の対象外とする。 

第 10 条については前述のとおり、本稿とのかかわりは薄くなるため割愛する。その他も多く

は関連してもない。残りのうち非常に大きなものは第 12条の編集著作物、第 15条の職務著作で

ある。 
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第十八項第十八項第十八項第十八項    編集著作物とは編集著作物とは編集著作物とは編集著作物とは    

それでは、編集著作物を確認してゆく。 

まず編集著作物を定めた第 12条を確認すると「編集物（データベースに該当するものを除く。

以下同じ。）でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。 

第二項 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさな

い」とされている。編集著作者の著作者認定など詳細な検討は後述するのでここでは基本的な内

容をコンメンタール（前掲書半田・松田コンメンタール 2015pp.634-667 横山久芳著）と具体例

が必要なので編集著作物の著作物性に関する判例を中心におさえることとする。 

 最初に「編集著作物も著作物の一種であるから編集物は、編集者の素材の選択または配列に関

する思想または感情を表現したものでなければならない」（前掲書半田・松田コンメンタール

2015p.640）とされる。前述著作物性と同じ議論が必要となる。ただし、「事実を素材とした編集

物においては、外見上は、単なる事実の集合物と変わらないものもあるため、その編集過程を検

討し、編集者の一定の編集方針なり分類基準なりに基づいて選択または配列された成果かどうか

によって編集物該当性を判断することとなる」（前掲書半田・松田コンメンタール 2015p.640）と

いうように外見上だけでは判断ができない。もちろん、いわゆるアイディア表現二分法があるた

め、編集方針等といったアイディアが保護されるわけではなく、あくまでもその編集方針等によ

り表現されたもののみが保護されることとなる。 

 次に、「その素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」と規定されているので創作性が

必要である。これは「著作権法はあくまでも『創作性』を保護する法であって・『額の汗』すなわ

ち情報収集コストを保護する法ではないため・・・」（宇賀克也・長谷部恭男編「情報法」有斐閣

2012年 p.220）とされるように、あくまでも著作権法は創作促進法・創作を保護するものであっ

て、近時大幅に変容してきているとはいえ元をいえば産業発展という観点のものではなかった。

「だが、著作権法の本来の目的は『文化の発展』にあり、そこには『産業の振興』という言葉は

なかった」（前掲書名和 2010p.126）のである。それを如実に示すものが、名和が「余談」との断

りのうえであげている著作権審議会（名和は 1980年代半ばから 20年間も著作権審議会に席をお

いていた）の一コマ「つねには居眠りをしていた無言の主査が、かっと眼をあけて、いま、ビジ

ネスの議論をした委員がいたが、著作権法にはビジネスという用語はひとかけらもない、とたし

なめたことがあった」（前掲書名和 2010p.131）というエピソードであろう。 

 具体的判例では例えば「東京地裁平成 11 年 2 月 25 日判決松本清張作品映像化リスト事件」

（http://www.netlaw.co.jp/hanrei/matsumotoseichoushousetsulist_110225.html）があげられる。
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この判決は、「原告リストが著作物又は編集著作物に当たるか」が争点とされたものである。裁判

所の事実認定によるとこの原告リストは「松本清張の小説の映画化に関する事項のうち、題名、

封切年、製作会社名、監督名、脚本作成者名、主な出演者名を、また、そのテレビドラマ化に関

する事項のうち、題名、放送年月日、番組名、放送局名、製作会社名、監督名、脚本作成者名、

主な出演者名、視聴率を、それぞれ一覧表にまとめたものである」というものであった。このよ

うなものが、著作物性を有するか否かが争われ裁判所はまず著作物であるか否かについては次の

ように否定した。「原告リストは、前記のとおり、松本清張の小説の映画化及びテレビドラマ化に

関する事項を一覧表にまとめたものであり、該当事項以外には何らの言語的記載がないから、そ

の記載内容をもって、思想又は感情を創作的に表現したものということはできない。したがって、

原告リストが言語の著作物に当たるということはできない」。しかしながら、「もっとも、原告リ

ストは、一応、事実情報を素材とした編集物ということができるから、その素材たる事実情報の

選択や配列に創作性があれば、編集著作物として著作権法上保護される余地がある。そこで、更

にこの点について検討することとする」と著作物ではないが編集著作物にあたる可能性が有るの

でそれを検討すると次の争点へと向かった。 

裁判所は次に編集著作物であるか否かを以下のように否定した。「前記認定の事実に照らせば、

小説の映画化に関する事項に関し、題名、封切年、製作会社名、監督名、脚本作成者名、主な出

演者名を、また、小説のテレビドラマ化に関する事項に関し、題名、放送年月日、番組名、放送

局名、制作会社名、監督名、脚本作成者名、主な出演者名、視聴率を、それぞれ項目として選択

し、その順序に従って配列して、右の該当事実を整理・編集することは、従来の事実情報資料に

おいても採られていたものであって、原告リストがこの点において何らかの独自性、新規性を有

するとは認めることができず、また、題名、監督名、脚本作成者名、主な出演者名等の各事項に

おける個々の事実情報の選択・配列の点においても、原告リストが著作物として保護すべき創作

性を有するものとは認められない」と原告のリストは従来の事実情報資料と同様の方法により整

理・編集されそこに何らかの独自性、新規性はなく、個々の事実情報の選択・配列の点にも創作

性は無いとしている。更に、原告が主張した「松本清張の小説は、極めて多数かつ長期間にわた

って映像化されているため、その映像化に関するリストの作成には多くの困難を伴うものであっ

て、原告リストは、極めて価値の高い貴重な資料である」という点においても、裁判所は「なお、

原告は、原告リストについて、その作成の困難性や資料としての価値の高さを強調するが、著作

権法により編集物著作物として保護されるのは、編集物に具現された素材の選択・配列における

創作性であり、素材それ自体の価値や素材の収集の労力は、著作権法によって保護されるもので
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はないから、仮に原告が事実情報の収集に相当の労を費やし、その保有する情報に高い価値を認

め得るとしても、そのことをもって原告リストの著作物性を認めることはできない」といわゆる

「額に汗理論」を否定し、「素材それ自体の価値や素材の収集の労力は、著作権法によって保護さ

れるものではない」とした。 

欧州ではデータベース作成の投資保護として、著作権法上の創作性の有無を問題とせずに、情

報収集にかかるコストを保護する仕組みがある。清水隆雄著「CA1155 - データベースの法的保

護に関する EU指令」カレントアウェアネス No.219 1997.11.20 http://current.ndl.go.jp/ca1155 

によると、「ところが EU 諸国内においては、データベースの著作権に対する考え方はアメリカ

と異なる。例えば、イギリス、アイルランドにおいては、いわゆる『額に汗（sweat of the brow）』

理論が採用されているため、データベースに何ら創造性がなくても、その制作者は著作権法上の

保護を受ける。また、北欧三国やオランダにおいては、ほとんど創造性を有しないカタログの製

作者に対しても著作権上の保護を与えている」としている。額に汗を保護する国もあるというこ

とは留意が必要であろう。 

続けて、前掲書清水 1997 は「今回公表された指令の特徴は、商標、著作権、特許などの、い

わゆる知的所有権の中に全く新しい『スイ・ジェネリス権（sui generis）』を加えたことである。

スイ・ジェネリス権は、著作権とは別個のものである。この権利は、データベースの作成には多

大な人的・技術的・財政的資源を必要とし、データベースが、域内における情報市場の発展に必

須であり、データベースの作成者を保護する法的枠組みを整備しなければデータベース作成への

投資が促進されないとの認識の下に発案されたものである。これは、データベースに何ら創造性

がなくても、開発に対する投資を保障するため新たに持ち出された考え方であり、『額に汗』理論

と類似している」としている。ここでは「スイ・ジェネリス権（sui generis）」と表記されてい

るが、今日では「データベース権」と呼ばれるものである47。 

また、「EU 加盟国は、このような指令にもかかわらず、例外措置を定めることができる。」と

されているので、例外措置の議論も含めて、スイ・ジェネリス権を論点とすることは可能である。

例えば、欧州の制度紹介と日本法を考察するものとして、フランク・ゴッツェン著「データベー

スの製作者に対する産業財産権保護－欧州及び日本の保護制度の今後に関する考察－」知財研紀

要 2007、といった論文がある。このような議論も有益であるが、結論として本稿のとった結論に

                                                  
47東修作著「オープンデータのライセンスを考える(5)データベース権」

http://okfn.jp/tag/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%8
3%8D%E3%83%AA%E3%82%B9%E6%A8%A9/ においてもスイ・ジェネリス権＝データベー

ス権との記載がされている。スイ・ジェネリス権とは特別の権利という意味のようである。 



 

78 
 

は影響を及ぼさないこととなったため省略する。 

また、アメリカでもこの「額に汗理論」は一時判例でも採用された実績がある。その後、Feist

最高裁判決（Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)）に

より額に汗理論は否定された。その後欧州の動きや国際動向なども踏まえて、データベースの保

護をどのようにするべきか、アメリカでも流動的状況があるとされる。参考は前掲書蘆立 2004

である。蘆立 2004 による本理論のアメリカでの変遷は大変興味深いが、やはりこの点も本稿で

は採用しなかった。理由として、本稿は解釈論を展開するため、日本において条文上に「創作性」

が記載されている以上、その創作性（「その素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」）

はいかに解釈されるべきかに紙面を充てる方が有益との判断である。 

 

第十九項第十九項第十九項第十九項    編集著作物の判例編集著作物の判例編集著作物の判例編集著作物の判例    

それでは、編集著作物に議論を戻す。最高裁判所の全判例統合検索の全文検索で「編集著作物」

と入力すると 120件の判例が表示される。先に抽象論よりも最近の判例を中心に具体的にどのよ

うなものが編集著作物と認められたかをそこから考察してゆく。 

近時の判決として、知財高裁平成 30 年 10 月 9 日判決（事件番号：平成 29(ネ)10101：

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/088047_hanrei.pdf）では宗教的内容をとりまと

めたものについて「本件著作物を含む既発表の複数の文章の著作物を創作的に選択・配列した編

集著作物であるというべきである」と判示している。素材が宗教的内容で事実そのものとは異な

るとはいえ勝手に内容を改変することや、一種の個性的解釈が許されないものであっても、「既発

表の複数の文章の著作物を創作的に選択・配列した」場合は編集著作物となる。宗教的内容とい

う信者にとって変動しないものであっても、それの編集による創作性は認められるという当然の

判断で、これは法律を編集したものでも編集著作物となることと変わりはない。編集著作物に当

たるか否かの判断における選択・配列の創作性の重要性を明快に理解できる典型的な事例である。 

非常に面白い判決として、知財高裁平成 30年 6月 20日判決（事件番号：平成 29(ネ)10103等：

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/087858_hanrei.pdf）がある。これは、特殊車両

製造の制御プログラム、タッチパネル画面、取扱説明書及び警告用のシールに関しての著作物性

が争われ、その中で説明書が編集著作物にあたるか否かが争われたものである（なお、著作権に

関して自体は予備的主張である）。裁判所は当該説明書に対して、「控訴人説明書で説明されてい

る装備や機器は控訴人車両に搭載された装備、機器であり、取扱説明書による説明が必要なもの

であると推認できるから、控訴人説明書に掲載した装備、機器の選択の点に作成者の個性が表れ



 

79 
 

ているということはできないし、また、その説明の順番にも作成者の個性が表れているというこ

とはできない。したがって、これらの点について、素材の選択又は配列に創作性を認めることは

できない」と編集著作物性を否定した。この判例は著作物性の創作性について全面的に、「作成者

の個性」という用語を用いており、当該編集著作物性に関する議論でも原告側主張の各内容に関

して、「拡幅操作の説明を別の説明書で行うことは、利用者の利便性の観点からは、一般的に採用

され得るところであり、したがって、この部分を控訴人説明書の説明対象から除いたことに作成

者の個性が表れているということはできない」や「このような記載方法は一般的なものであるか

ら、この点において素材の配列に創作性を認めることはできない」としている。なお、編集著作

物以外の制御プログラム、タッチパネル画面の著作物性もすべて否定しており、原告側が設計に

関して「表現方法の選択の幅は天文学的な数字となる」という主張等種々の主張をしているが、

「モジュール分割の方法もありふれたものであり、この点に作成者の個性が表れているというこ

とはできない。（中略）実際に控訴人プログラム①を作成するに当たっては、上記の順番の選択は

相当程度限定されることは前記アのとおりであって、控訴人が主張するような選択の幅はない」

というように（ほとんど同様の論法が各著作物性を主張するプログラム他にて繰り返されている）

作成者の個性が表れているとはいいがたいとして著作物を認めなかった。 

東京地方裁判所平成 30 年 3 月 28 日判決（事件番号：平成 27(ワ )21897 等：

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/087626_hanrei.pdf）はデータベースの著作物性

が争われたものである。前述のようにデータベースと編集著作物は別物であるが、その著作物性

の判断基準については、同じ枠組みを有し、本稿はデータベースを特別の考察外としているが近

時の参考事例として、ここで本判例をとりあげておきたいと思う。 

本判例で興味深いのは、当該ソフトウェアは将来データベースになることが予定されているに

過ぎない段階で、それをデータベースと考えることができるかという論点である。裁判所は原告

製品について「食品の商品情報を広く事業者間で連携して共有する方法を実現するためのデータ

ベースを構築するためのデータベースパッケージソフトウェアであって、食品の商品情報が蓄積

されることによりデータベースが生成されることを予定しているものである。そうすると、この

ような食品の商品情報が蓄積される前のデータベースパッケージソフトウェアである『ｅＢＡＳ

Ｅｓｅｒｖｅｒ』は、『論文、数値、図形その他の情報の集合物』（著作権法 2条 1項 10号の 3）

とは認められない」と、中身が入っていないものはデータベースには当たらないとしている。さ

らに、「原告は、『ｅＢＡＳＥｓｅｒｖｅｒ』に搭載されている辞書情報を『情報』と捉え、この

集合物をもって『データベース』と主張するものとも解されるが、原告の主張によっても、これ
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らの辞書ファイルは、商品情報の登録に際して、当該商品情報のうち特定のデータ項目を入力す

る際に参照されるものにすぎないのであって、辞書ファイルが備える個々の項目が、『電子計算機

を用いて検索することができるように体系的に構成』（著作権法 2条 1項 10号の 3）されている

と認めることは困難である」と、辞書機能があるというものも、その辞書も特定データ項目の補

助ツールにすぎず、それはデータベースの要件を満たすことは不可能だとしている。そのため、

「著作権法上の『データベース』に当たるものとは認められないから、その創作性につき検討す

るまでもなく、データベースの著作物ということはできない」と創作性の判断以前に原告の主張

は退けられている。編集著作物の要件を考えると、枠だけ作成して中身がないものは、恐らく認

められなのではないかと考えられ、目次だけあるようなものでは当然著作物性は認められないで

あろう。もっとも、本判例は創作性の判断以前だとしたが、仮に創作性を判断しても、個性の表

れは存在しないので結論は変わることはないと考えられる。 

編集著作物に戻り、知財高裁平成 29 年 10 月 5 日判決（事件番号：平成 29(ネ)10042：

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/133/087133_hanrei.pdf）は、2頁のファイルが編集

著作物にあたるか否か争点の一つとなったものである（反訴での重要争点であるが本稿ではその

一部だけを取り上げる）。このリストは、交通事故にあたって状況を把握するためのチェックリス

トであり、氏名に始まって具体的状況をチェックする欄と保険の状況等々を書き込むようになっ

ている。裁判所は「被告ファイルの性質上、これらの事項に関連する具体的な項目の選択につい

ても自ずと限定されるところ、本件１審被告ファイルのチェックボックスを付した各項目は、い

ずれもありふれたものというほかなく、そのような項目を適宜並べたものというほかないから、

素材の選択又は配列による創作性があるということはできない。」とこのような交通事故相談用の

チェックリストは「ありふれたもの」として著作物性を認めなかった。この判例では個性の表れ

といった、用語は用いられていなかった。 

次に参考になるものとして、東京地裁平成 28年 2月 16日判決（事件番号： 平成 26(ワ)22603：

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/085707_hanrei.pdf）はカタログの編集著作物性

が争点の一つとなったものである。ここで裁判所は「原告カタログは、US カタログの各題号を

大分類とした上、日本の住宅事情、生活習慣、原告担当者の経験に基づく米国コーラー社らしさ

に関する認識その他の事情を考慮してＵＳカタログにおける中分類の一部を選択した上でこれと

異なる順に配列し、各中分類に含まれる製品及び小分類の一部を選択して配列したものであり、

ページごとの構成は、製品を 2 列及び 5 行に配列する構成その他の基本的な構成を決めた上で、

適宜写真を挿入するなどしてこれを変化させた構成を設けたものと認められる。したがって、原
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告カタログに掲載する製品の分類、選択及び配列に作成者の個性が表現されているということが

できるから、これら選択及び配列は、思想又は感情を創作的に表現したものと認めるのが相当で

ある」と作成者の個性の表現という用語が用いられ、カタログのような定型的内容でも、「原告担

当者の経験に基づく米国コーラー社らしさに関する認識その他の事情」から配列を行っていれば

それは個性の表現だとしている。一方、「原告は、特定の製品につき価格、サイズ、材質等と製品

写真を基本情報とした点にも創作性があると主張するが、製品のカタログにおいてはこうした情

報を掲載するのが一般的であることを踏まえると、この点について作成者の個性が表現されてい

るということはできない」と一般的な内容に関しては、作成者の個性が表現されているものでは

ないとしている。 

次に、また「個性の表現」というものに、知財高裁平成 28年 1月 27日判決（事件番号：平成

27(ネ)10022：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/085630_hanrei.pdf）がある。こ

こでは、裁判所は「上記作品の収録及び除外基準は、ありふれたものであって、本件書籍は、素

材の選択に編者の個性が表れているとまでいうことはできない」とありふれたものであるから個

性が表れているとはいえないというロジックを展開している。最も収録と除外基準はありふれて

いるとしつつ「これに対し、『I 創作（詩・小説）』、『II 随筆』、『III 評論・感想』、『IV アンケー

ト』、『V 自作関連』、『VI観戦記』の分類項目を設け、特に、上記 IV、V、VI の分類項目を独立

させたこと、さらに選択された作品をこれらの分類項目に従って配列した点には、編者の個性が

表れているということができる。なお、個々の分類項目の中で年代順に配列したことは、ありふ

れたもので、編者の個性が表れているとまでいうことはできない」と分類法による創作性は認め

た。そのため、「したがって、本件書籍は、作品を 6 つの分類項目を設けそれに従って配列した

という素材の配列において創作性を有する編集著作物に該当するというべきである」と素材の配

列に創作性を有するので結局は編集著作物と認められた。このように「創作性は、素材の選択か

配列かのいずれかに認められれば良い」（前掲書半田・松田コンメンタール 2015p.641）とされる。

片方の創作性が否定されても、もう片方の創作性が肯定されれば上記判例のように編集著作物に

該当すると判断される。 

次は論文の盗作事件において、編集著作物の創作性の高低が創作性に影響するか否かを判断し

た知財高裁平成 27年 10月 6日判決（事件番号：平成 27(ネ)10064等： 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/085363_hanrei.pdf）をとりあげる、論点は当

然別な点であったが、ここの中で学生の盗作論文を見逃した被告学園側が、「原告表現 1 は、編

集著作物としての創作性を有さない」と主張し、具体的には「原告表現 1は、丁 1文献の該当箇
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所の内容を抜粋したもので、その抜粋部分の選択及び配列のいずれにおいても、作者の何らかの

個性が表れたものとはいえず、創作性がない」としてその内容を詳細に述べ結論として「以上の

とおり、原告表現 1は、全体として、丁 1文献の該当箇所から、その内容を抜粋・引用している

だけで、その抜粋部分の選択及び配列のいずれにおいても、作者の何らかの個性が表れたものと

はいえず、創作性はない」と主張した。それに対して、裁判所は「被告らは、原告表現 1及び同

2 の創作性は否定されるべきと主張する。しかし、接続詞の有無等、明らかに表現の本質的部分

とはいえない部分を除くと、被告らが、原告表現 1及び同 2における創作性がない根拠として具

体的に指摘するのは、原告表現 1が、丁 1文献の重要部分をありふれた方法で選別、要約、加工

したものである、原告表現 2が、英国著作権の条文の客観的な説明にすぎない、という点である。

これらは、いずれも原告表現の創作性の低さを指摘するものではあるが、特定のまとまりのある

文章から重要と考える部分を選別、要約、加工したり、特定の法律の条文の内容を説明したりす

る表示方法として、多様な選択の幅がある以上、上記の主張では、原告表現 1及び同 2に個性の

発揮がなくありふれたものといえるほどの事情を指摘できておらず、原告表現 1及び同 2の創作

性は否定できない」と創作性の低さを指摘してもそれのみで、個性の発揮が無いありふれたもの

とはできないとしている。なお、本判例は上記のように「個性の発揮」、「ありふれた表現」、「選

択の幅」とキーワードを 3つとも用いている。判例で用いている文脈から、選択の幅がある＝そ

の中から選択することに個性の発揮がある及び、ありふれた表現ではない＝個性の発揮がある、

というかたちに読めることから、結局個性の発揮を創作性と同視しているものと考えられる。 

次に、辞典それも主としてフィクション作成用のネーミング辞典に関して編集著作物性が争わ

れたものとして、東京地方裁  平成 27 年 3 月 26 日判決（事件番号：平成 25(ワ)19494：

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/085141_hanrei.pdf）をとりあげる。裁判所は「編

集著作物（法 12 条 1 項）における創作性は、素材の選択又は配列に、何らかの形で人間の創作

活動の成果が表れ、編集者の個性が表れていることをもって足りるものと解される」と、ここで

は、編集著作物の創作性について、編集者の個性が表れていることをもって足りるとしている。  

私見としても、この判決同様に、「何らかの形で人間の創作活動の成果が表れ、編集者の個性が

表れていること」が編集著作物の成立要件であると解したいと思う。続けて、裁判所は「そして、

原告書籍は、ネーミング辞典であるから、1234語の原告見出し語とこれに対応する 10か国語及

びその発音のカタカナ表記を主要な素材とするものであって、これを別紙『分類対比表 1－1』の

『原告書籍』欄のとおり大、中、小のカテゴリー別に配列したものであると認められるところ、

原告従業員らは、こうした素材、とりわけ見出し語の選択及び配列を行うに当たり、幻想世界に
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強い興味を抱く本件読者層が好みそうな単語を恣意的に採り上げて収録語数1000から1200語程

度のコンパクトで廉価なネーミング辞典を編集するという編集方針（以下『原告編集方針』とい

う。）の下、収録語の取捨選択を行い、構成等を適宜修正しつつ自ら構築したカテゴリー別に配列

してネーミング辞典として完成させたものであるということができる。したがって、原告書籍は、

原告従業員らが素材の選択と配列に創意を凝らして創作した編集著作物に当たると認められる」

とした。なお、一方「原告書籍のように見出し語を 1、2 語程度の外国語で言い換えたり外国語

をカタカナで表記したりしようとする場合、その選択の幅は非常に狭く、見出し語が定まれば自

ずと一定のものに決定されざるを得ないと考えられるから、原告見出し語に対応する原告書籍記

載の外国語の表記やカタカナ表記自体の選択については著作物性を認め難いというべきである」

と述べる。前記のように、編集著作物の成立要件を「編集者の個性が表れていることをもって足

りる」としている以上、選択の幅が非常に狭い＝個性の発揮が難しい＝創作性が認めがたく、著

作物性が無いと判断していると解しても問題はないものと考えられる。そしてさらに「（前略）著

作物性が認められると主張するようであるが、原告書籍のレイアウト等はありふれたものに過ぎ

ないというべきであるし、原告カタカナ索引についても、各外国語のカタカナ表記から検索する

ための索引というのはアイデアに過ぎず、かかるカタカナ表記を 50 音順に並べたというだけで

は表現として創作性があるとは認められないから、原告の上記主張は採用することができない」

とありふれた表現とアイディアに創作性は認められないとした。やはり、これらは「編集者の個

性が表れていない」からであると裁判所が解していることは明らかで、実際この争点の最後に「そ

の他、被告が、るる主張する点を考慮しても、上記のとおり、編集著作物における創作性は、素

材の選択又は配列に、何らかの形で人間の創作活動の成果が表れ、編集者の個性が表れているこ

とをもって足りるものと解される以上、原告書籍の著作物性が否定されるものではない」と、再

度「編集者の個性が表れていることをもって足りる」から、個性が原告編集方針から見出せる以

上著作物性が否定されることはないとしている。このように前述した、個性の発露を中心とした

考え方は最近の判例とも整合するものと思われる。 

以上、最近の判例を様々とりあげた。まとめると、素材の配列などに創作性が有ればよいので、

素材自体は事実そのもの等創作性のないものでも構わない。その配列等に個性の発揮（これは選

択幅であったりもする）が必要でかつありふれた表現というべき通常一般に行われるような配列

などには創作性は認められない。なお、未完成発明ならぬ未完成編集物（とりあげた判例ではデ

ータベース）といえるこの後編集物となることが予定されているに過ぎないものは、判例上定義

を満たさないとして退けられているが、これはそもそも配列・選択の創作性がないことを意味し
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ている。 

 

第二十項第二十項第二十項第二十項    編集著作物の学説編集著作物の学説編集著作物の学説編集著作物の学説    

 次に編集著作物に関する学説を確認する。 

編集著作物は独自の保護範囲や創作性をもつかについて学説はわかれている。 

端的にまとめたものによると「一つは、実効的な保護を付与するために、出来る限り編集著作

物の特性を考慮した創作性のレベルや侵害の判断基準を設定することを肯定する見解であり、他

方は、編集著作物においてもその他の著作物と同様の創作性および侵害の基準が採用されるべき

であるとするものである」（前掲書蘆立 2004p.143）とされる。この対立は著作権法 12条が編集

著作物に関して通常の著作物とは異なる基準を創設したという「創設的規定説」と、単に通常の

著作物と同様の基準を確認したにすぎないという「確認規定説」という解釈の対立にもなってい

る。 

本稿は編集著作物をテーマにしているわけではないので、この学説についてどちらが優れてい

るかを検討するものではない。前述した判例を観る限り、どちらとも言い難いところがあるが、

創作性は個性の発露とみていることに通常の著作物と変わりは無いように見える。また、編集著

作物であるか、著作物であるかの境界線は不明瞭であるが、「程度問題ではあるが、相当数の素材

を収集し、選択し、配列したものを特に「編集著作物」と捉えるべきである」（前掲書作花 2018p.106）

とする48。 

 

第二十一項第二十一項第二十一項第二十一項    職務著作概説職務著作概説職務著作概説職務著作概説    

 前出 Hristov と同じく、本稿は法人著作のアナロジーを用いて、AI 生成物の著作者がどのよ

うに推定されるか検討するものである。したがって、AIが「法人等の業務に従事する者」に相当

し、AI生成物の著作者は法人であると主張するものではない。本項で後述するように、条文から

見ても、従事する者は人間が想定されており、これが AI に置き換わることは相当困難である。

そのため、本項においては、職務著作の要件を簡潔に検討するにとどめる。 

 次にここから職務著作（職務著作物・法人著作物）の要件と性質を確認する。 

                                                  
48この点について、断定を下すほどの検討はできなかったが、基本的に本稿は確認規定説よりの

考え方となる。また、創作的規定説は創作プロセスを考慮することとなる学説であるが、本稿的

にあまり良い説とは考え難い。創作過程の探索は特に本稿が対象としているいわゆる AI生成物

において、判断が難しいことが多く、私見は、創作プロセスよりも結果として誰の個性が発露し

ているかを問う方向を予定している。そういう意味では前者を基本としたいが、後者も近時有力

に主張される学説であるので配慮はしておきたいというスタンスである。 
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 まず、職務著作を定めた著作権法第 15 条は次のとおりである。「第 15 条 法人その他使用者

（以下この条において「法人等」という。）の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務

上作成する著作物（プログラムの著作物を除く。）で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表

するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、そ

の法人等とする。2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプ

ログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない

限り、その法人等とする」。 

 前述のように著作者となるためには著作物を創作したものである必要性がある。金銭を出費し

た者や、アイディアを提供した者は著作者ではない。しかし、これの例外ともいえるものが、職

務著作である。職務著作においては、作成した社員が著作者になるわけではなく、また共同著作

者となるわけでもなく、著作者は当該社員が所属する法人・企業となる。これは法人・企業等が

毎日大量の著作物を生み出すが、その権利帰属を各社員にゆだねるのでは、権利関係が複雑化し

円滑な経済活動に支障をきたしかねない。そこで、職務で作成された著作物に関しては一元的に

法人・企業等を著作者とするようにしたものである。 

前掲書コンメンタール（半田・松田コンメンタール 2015pp.720-737 作花文雄著）や各種教科書

（前掲書作花 2018・前掲書島並 2016等）によると、本条文に示された職務著作の要件は下記の

とおりである。 

まず、職務著作となるためには、「法人・企業等の発意に基づくこと」が必要である。そのため、

社員という身分があるからと言って発意の無いものに関しては職務著作とはならない。全ての著

作物が企業のものとなるわけではないということである。もちろん、実際は法人・企業などその

ものが何か考えるわけではなく、その構成員が発意をするわけであるから、それは職務遂行上の

指揮系統にのっていれば法人・企業等の発意と考えてよいと思われる。  

会社のために作成した著作物は誰かからも指示されない著作物も多いが、全て法人・企業等の

発意が擬制される。むしろ、会社のためではないもののみが職務著作から外れると解釈したほう

が妥当である。 

次に、「法人・企業等の業務に従事する者が職務上作成するもの」であることが求められる。こ

こでいう「法人・企業等の業務に従事」とは法人・企業等の具体的指揮命令下にある事が求めら

れる。そのため具体的指揮命令の働かない外部委託などはこの要件に当てはまらず職務著作とは

ならない。例えば、橋梁の設計図を発注するような場合、単に要求する橋梁の概要を外部者に提

示して仕事をさせた場合などがこれにあたる。一方、例えば受託者より技術者を派遣させるなど
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具体的指揮命令下で仕事をさせた場合には雇用関係等々がなくとも職務著作となる事もあり得る。 

ここでいう「職務上における作成」とは、勤務時間内であるかどうかを問わず、自己の職務で

作成することである。別な問題はあるが、自宅持ち帰り仕事でも自己の職務であれば職務著作に

なる。反面、勤務内でも自己の職務外であれば職務著作とはならない。なお、特に行政の場合職

務が厳格に事務分掌規程や場合によっては法で決まっているが、仮にそこから逸脱していたとし

ても、（行政上の問題は考えられるが）職務として、事務分掌規程外の創作活動をした場合はそれ

も職務著作となる。加えて行政の場合、公定力が発生するため事務分掌規程外の職務を公務員が

勝手に行って行政文章を発行してしまった場合、一見して重大かつ明白なものでない限り取り消

されるまでは有効となるため、事務分掌規程内の行為であるかどうかを問う意味は薄い。職務と

してならされていれば、たとえ、違法であったとしても一応は職務著作が成立すると考えるのが

妥当であろう。 

3 つ目に、「法人・起業等が自己の名義で公表するもの」であることが要件とされる。ただし、

プログラムは内部使用専用という事もありうるため、この要件は外されている。ここでいう公表

とは、公表予定を含むだけでなく内部文章であっても公表されるときは法人・企業等の名称が付

されることが適当なものを含む。例えば稟議文章や調査レポートなどがこれにあたるであろう。 

最後に作成時の契約、勤務規定その他別段の定めのないことが要求される。契約は（公序良俗

に反さない限り）自由であるため、ものによっては職務著作とならないという契約を結ぶことは

可能である。その場合は、その契約等が優先される。 

いわゆる AI 生成物においては最後の要件は考慮対象外となるので、本稿で重要視されるのは

発意性、職務従事性・職務内業務性、公表名義性となる49。 

 

第二十二項第二十二項第二十二項第二十二項    職務著作の判例職務著作の判例職務著作の判例職務著作の判例    

 職務著作のアナロジーを用いる際に注意すべき点を示す判例があるため、紹介する。 

                                                  
49ここで補足すると、職務著作について詳細な著作物である潮海久雄著「職務著作制度の基礎理

論」東京大学出版社 2005年では、アメリカを中心とした本制度の比較法が展開され、第 3章か

ら立法論が論ぜられている。その中で、創作性が低いものとして特にコンピュータープログラム

の問題を重点的に取り上げている。同書に限らず、コンピュータープログラムを著作権法に取り

込んだことに関しては様々な方面から様々な論評があり「プログラムという鬼っ子を抱え込むこ

ととなった」（これは名和 2010p.131等）といわれることもある。そしてさらに、pp.247-255で

コンピュータ創作物も論じている。他デジタル著作物等も論じている。人格権の話も含めて示唆

に富むが、本稿では、この点を職務著作とは切り離す。同じく職務著作と創作者主義との関係な

ど職務著作は多様な論点がある。しかし、本稿の論点はオーサーシップの問題に限定することを

改めて記しておく。そのため、職務著作についてはアナロジーとしての参考にとどめ、例外的に

議論も最小限としている。 
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代表例は、最二小判平成 15年 4 月 11日判時 1822号 133頁〔RGBアドベンチャー事件〕で

ある。ここでは、「雇用関係の存否が争われた場合には、同項の『法人等の業務に従事する者』に

当たるか否かは、法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに、法人等の指揮監

督下において労務を提供するという実態にあり、法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供

の対価であると評価できるかどうかを、業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払方法等 

に関する具体的事情を総合的に考慮して、判断すべきものと解するのが相当である」としている。 

 一般に対価性が必要とされるものであるが、本判決の判例評釈によると「『法人等と雇用関係に

ある者がこれに当たることは明らかであるが、雇用関係の存否が争われた場合には』と述べてお

り、これは場合を限定したものと言えます」（上野達弘著「著作権法に関する最高裁判決の射程」

コピライト NO.686/vol.58 2018.6 http://www.f.waseda.jp/uenot/misread.pdfp.16）とあり、

その後の判例を研究した結果としても、限定的に解釈すべきとして「したがいまして、雇用関係

にない者が『業務に従事する者』に当たる場合があるかどうかについて、同判決は何らかの立場

を示したものではありません」（同上）としている。本判例の射程は、「雇用関係の存否が争われ

た場合」であるので AIに転用する際にそこまで対価性は問題にならないかもしれない。AIは派

遣社員のように指揮監督下にはいるだろうが、雇用関係を結ぶとは考え難い。また対価性が問題

になった場合は、対価としてエネルギー供給やメンテナンス実施をあげることができるかもしれ

ない（ただし、この点はかなり要検討であり、少々理論的に無茶もあるといえる）。 

 他にも代表例を何点かあげてゆく。 

法人の発意に関しての代表例として東京地裁平成 22年 2月 18日平成 20(ワ)7142号著作権侵害

差止等請求事件 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/038484_hanrei.pdf）とその控

訴審判決である、知財高裁平成 22 年 8 月 4 日判決が有名である。高裁判決は評論（前掲書百選

2016年 p.66-67平澤卓人解説）等も多いので地裁の方をとりあげてみたい。 

本件の主要な争点は「原告が本件各平成 15年度報告書の著作者であるか否か（著作権法 15条

1 項の適用の有無）（争点 1）」である。具体的争点は、大学が市と締結した共同研究に参加した

原告のこの共同研究に関する著作が大学の職務著作になるかという点である。通常研究者が自由

に研究し大学が特に研究を指示することが無いという大学の特殊性から問題となったといえるだ

ろう。しかし、大学が市と共同研究契約を結んで、その共同研究の担当者として原告が従事して

いた以上は、これは職務著作だと判断したのが、本判決の判旨である。本判決は、AI生成物を考

えるうえで、ある組織に所属する優秀な研究者に仕事を依頼するという点から重要な類似性があ

る。これは今後、組織というよりその組織が保持している AI を評価して生成物作成の依頼が発
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生することが十分予測されるためである。したがって、地裁までさかのぼり、本判決を検討する。 

まず、原告は本共同研究の報告書を単独著作物だとする。下記引用の前に著作物性について主

張する部分があるがそれは省略する。原告はまず、「本件各共同研究は、北見市環境緑化部環境課

が、環境分析化学、環境水質工学及び無機化学等の分野における第一人者であり、研究能力や研

究実績のある原告に対して依頼要請することにより開始されたものである」。要するに大学ではな

く、研究者に委託されたものだと主張する。次に「本件各共同研究における研究内容及び研究方

針は、原告が、それまでの研究成果及び学識に基づき決定し、これを実行したものである。本件

各共同研究は、原告の指揮監督の下に行われており、原告以外の参加者は、単に原告の指示・指

導に従って、データを集積し、編集作業等を行ったにすぎない。（中略）それは、本件考察部分以

外の創作性のない部分についてにすぎない。（中略）本件各平成 15年度報告書の枢要な部分であ

る本件考察部分を執筆したのは、専ら原告であり、原告以外の者は関与していない」と、創作性

のある部分は単独で行ったと主張した。原告は、共同契約はかたちだけであり、事実上市との個

人契約であるから、法人の発意などは無いと主張した。なお、その他職務性等も主張しているが

割愛する。 

一方被告側は「本件各平成 15年度報告書は、被告と北見市等との間の共同研究契約に基づく、

被告から北見市等に対する報告書であり、学術論文ではない。本件各共同研究は、環境調査であ

り、発明、発見等を目的とする研究とは異なり、投下した費用に対応する調査結果が作成される

ことが必要とされ、被告は、共同研究契約に基づき、北見市等に対して、適正な調査報告書を作

成、提出すべき義務を負っていた。そして、本件各共同研究の遂行にあたっては、調査の大部分

が業務委託により実施され、その他の部分についても、共同研究に携わる共同研究者の組織的活

動として調査が実施された。また、本件各共同研究に係る報告書も、共同研究者の組織的作業に

より作成された。以上のとおり、本件各共同研究、あるいはその報告書の作成は、特定の研究者

個人による研究活動に依存するものではない」と特定個人の契約ではなく大学としての業務委託

契約であると反論している。 

裁判所はまず職務著作の要件を確認し「①法人その他使用者（法人等）の発意に基づくこと、

②法人等の業務に従事する者が職務上作成したものであること、③法人等が自己の著作の名義の

下に公表するものであること、④作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこ

と、の各要件を充足するか否かについて検討する」と要件ごとの判断をしている。今回は①のみ

をとりあげる。ここでは裁判所は原告の主張に対して「北見市の担当者は、被告に対して共同研

究の申込みをする以前に、原告から共同研究への参加の内諾を得ていたものと認められる。しか
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しながら、法人等の発意に基づくとは、著作物作成の意思が直接又は間接に使用者の判断にかか

っていることを意味し（略）被告の判断（被告内部における意思決定及び北見市等との契約の締

結）にかかっているものといえるのであり、原告が事前に共同研究への参加を内諾していたとの

事実は、上記判断を左右するものではない。（略）原告は、本件各共同研究は、専ら原告の個人的

資質や実績等に依拠して実施されたものである旨主張するものの、本件各共同研究がいずれも北

見市（又は常呂川水系）の環境調査研究であることに照らすと、原告を研究代表者として本件各

共同研究が行われたのは、原告の個人的資質や実績を評価したことによる面があることは否定し

得ないものの、それのみならず、原告が北見市所在の国立大学である北見工業大学に所属してい

たことにも依拠するものと考えられる」としている。 

上記部分は、前掲書百選 2016 の判旨・解説等で現れない部分だが、本稿を考える上では重要

である。すなわち、個人的な接触が先行していても、それと法人の発意等は左右されない。更に、

個人の資質や実績の評価があってもその中に、所属組織に依拠する部分もあるとの指摘である。 

次に、知財高裁平成 18 年 12 月 26 日判決「宇宙開発事業団プログラム事件」

（http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/033985_hanrei.pdf）をとりあげる。前掲書百

選 2016pp.74-75城山康文解説を参考に争点は 2つだが、1つが指揮命令・監督関係があったか、

もう一つが、法人等の具体的な指示がなくとも発意と職務上作成の要件は満たすか、である。 

裁判所は「『法人等の発意』の要件については、法人等が著作物の作成を企画、構想し、業務に

従事する者に具体的に作成を命じる場合、あるいは、業務に従事する者が法人等の承諾を得て著

作物を作成する場合には、法人等の発意があるとすることに異論はないところであるが、さらに、

法人等と業務に従事する者との間に雇用関係があり、法人等の業務計画に従って、業務に従事す

る者が所定の職務を遂行している場合には、法人等の具体的な指示あるいは承諾がなくとも、業

務に従事する者の職務の遂行上、当該著作物の作成が予定又は予期される限り、『法人等の発意』

の要件を満たすと解するのが相当である」と、要するに勝手に著作物を作成していても、職務上

から予定又は予期されるような場合は法人等の発意は有るとしている。本稿で転用すると、AI

が勝手にいわゆる AI 生成物をいつのまにか生成していても、その生成が予期されるような場合

は、具体的な指示また承諾がなくとも法人等の発意は有ったこととなるということである。もち

ろん、「法人等と業務に従事する者との間に雇用関係があり、法人等の業務計画に従って、業務に

従事する者が所定の職務を遂行している場合」であるので管理性は必要である。なお、この場合

雇用契約があったが、雇用契約外であっても指揮監督下にあれば同様とされる（前出判例どおり）。 

続けて裁判所は「また、「職務上作成する著作物」の要件については、業務に従事する者に直接
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命令されたもののほかに、業務に従事する者の職務上、プログラムを作成することが予定又は予

期される行為も含まれるものと解すべきである」とやはり発意と同じように解している。 

さらに裁判所は「さらに、「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」の要件については、

公表を予定していない著作物であっても、仮に公表するとすれば法人等の名義で公表されるべき

ものを含むと解するのが相当である」とこれは前出と同じである。 

職務著著作の判例は以上である50。このように代表例を検討すると、前出 Hristov が主張した

内容にはそれなりの説得力もあると考えられる。Hristovは AI開発に対しての資金回収を可能と

するため、創作主義の例外である職務著作のアナロジーを用いた。しかし、本稿では、むしろこ

の考え方は、創作性を前提として、その創作性を与えた者を推定することにも用いることができ

るのではないかと考えている。すなわち、資金回収という考え方でも、帰属主体を探索している。

これは創作性を与えたオーサーシップの帰属主体を探索する試みと類似である。AIが勝手に生成

物を作成したにもかかわらず、創作性があるとしたならば、その創作性はどこから来たのか。そ

れを探るには、同じようなロジックを用いることのできる可能性がある。 

 

第三節第三節第三節第三節    法律解釈に関しての基礎的確認（法律解釈にあたっての留意点等）法律解釈に関しての基礎的確認（法律解釈にあたっての留意点等）法律解釈に関しての基礎的確認（法律解釈にあたっての留意点等）法律解釈に関しての基礎的確認（法律解釈にあたっての留意点等）    

 条文の確認は以上とし、次に法律解釈にあたって基礎的確認をしたいと思う。これは何の基礎

的内容がない「自称解釈」にならないよう、学問的に堅牢とまでいかなくとある程度の基礎のあ

る解釈論を展開するために必要と考えたためのレビューである。無論、これらは心構えとして全

体の根底を流れるものであって、表面に現れるものではないし、本稿は基礎法学部分に関しての

論文ではない。しかし、極めて端的であっても基礎法学的なことをレビューしておくことは自分

勝手な解釈論とはおおよそ呼べないような解釈をしてしまうことを防ぐのに有益だと考えている。 

もちろん、法律学はローマ法以来の千年以上にわたる蓄積があるとされるし、「解釈とはいかに

すべきか」というような方法論に関しては、載籍浩瀚であり、考察する一生終わらないであろう。

                                                  
50他に例えば、東京高裁昭和 60年 12月 4日判決新潟鉄工刑事事件（前掲書百選 2016pp.70-71
吉田広志解説）は職務上横領の中で、横領した著作物の職務著作性が争われたものである。外部

に公表する予定の無い資料であったが、結果として、「仮に公表されるとすれば法人等の名義で公

表されるものも含まれると解する」と裁判所は判断した。通常職務上作成したものはそのように

解されるべきであるから、結局よほど特殊なもの、個人名での公表が予定されているようなもの

以外の職務で作成したものは「仮に公表されるとすれば法人等の名義で公表される」となるであ

ろう。ここはいわゆる AI生成物に関して関連は薄い。  
また、著作の名義も問題となったことがあるが AIが自分の名前を生成物に明記することはあ

まり考えにくく、そもそも AIの名称も管理者か AIの作成者が付すため、問題になる事は少ない

だろう。大量生産品であれば製品名として一般化してどれか一つの AIを指すことが困難となる

だろうし、1点ものの AIであれば通常管理者がいるであろう。よって考察対象外となる。 
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よってあくまでも心構えといったかたち、基本的な確認をするにとどめる。 

 

第一項第一項第一項第一項    法解釈とは法解釈とは法解釈とは法解釈とは    

 本項においては、法とは何か、法解釈とは何か、代表的な法哲学書から簡潔に要約する。 

 法とは何かを論じた古典的著作としては、H.L.A.Hartによる「法の概念」（H.L.A.ハート著・

長谷部恭男訳「法の概念第 3版ちくま学術文庫 2014年」）が有名である。オースティンの法とは

威嚇に支えられた命令であるとの考えを避け、人々の行為を方向付ける一次ルール（個別のルー

ル）とその一次ルールをいかに定めるかを定める二次ルール（認定のルール）の組み合わせが法

であるとの理解はその後のドゥオーキンとの論争により現在で法の絶対的理解とはされがたくな

ってきているがそれでも重要な概念であると思われる。 

 Hartの立場は、一般に法実証主義といわれる。もっとも、Hart自身によると「つまり私の理

論はいわゆる『柔らかい実証主義（soft positivism）』であり、ドゥオーキンのいう『単純事実』

実証主義ではない。」（前掲書ハート 2014p.383」という。Hartは「あらゆる不確実性をいかなる

コストを支払ってでも排除することは、私の見るところ、認定のルールの目標ではない。認定の

ルール自体も、また、このルールによって同定される個別のルールも、議論の余地のある不確定

な「周縁」を持つという本書における明確な指摘は、このことを明らかにしている（略）。また、

法文の意味に関して生じうるあらゆる可能な問題を事前に確定してしまうことは、法が実現すべ

き他の諸目的と往々にして衝突することも、私が一般的に主張するころである。わずかな不確定

性は許容されるべきだし、多くの法的ルールについては、事前に予見不可能な事例の様相が判明

し、問題となる論点が特定された時点で、十分な情報に基づく司法的決定がなされ、合理的に紛

争が解決されるように、部分的な不確実性が残ることは、許容されるべきだし、むしろ歓迎され

るべきである」（前掲書ハート 2014pp.384-385）としている。Hart は周縁部に不確実性が残る

ことを積極的に肯定しており、その部分について司法的決定で対処することは紛争が合理的に解

決される限りにおいて問題ないとの認識のようである。その部分が解釈論の仕事となるといえる

のではないかと思う。そこから認定のルールに定められた適正な手続きにより主権者たる国民の

代表者により制定された個別ルール（本稿の場合著作権法）のどこが周縁で、解釈を施すべき不

確実性が許容されるところか。反対から言うならば、事前に認定されている部分はどこか、その

部分は解釈という名でもって勝手に変更してはならないこととなる。私見では事前に認定されて

いる部分とは当然条文であり、またその条文のうち明らかに意味が事前に予定されている部分で

ある。この周縁において解釈を施し、また基本的な解釈の路線を用意し、問題となる論点が特定
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された時点で、十分な情報に基づく司法的決定がなされるようなことを支援できるように理論を

組み立てておくことが重要ではないかと思われる。 

 本稿においては、条文と条文のうち明らかに意味が事前に予定されている部分を基に「いわゆ

る『AI生成物』のオーサーシップ」が問題となった時にそれへの回答を用意できる基本的枠組み

を結論として示すことができることが肝要と思われる。 

 また、前掲書平井 2010 は、良い法律論の要件としてまず前提として、法律学特有の用語法を

用いていることを置きつつ①「反論可能性」が存在すること ②「反論可能性」のより大きな言明

は、反論可能性のより小さな言明よりも良い③「反論可能性」が大であればあるほど、法律家の

直面する問題の中心である「議論」による紛争解決への手がかりが与えられる④反論に堪え得た

言明、しかもそれが「反論可能性」の大なものであればあるほど「良い」の 4 つを挙げている。

これもポイントであろう51。 

                                                  
51他に平井は、現代法学の課題（前掲書平井 2010pp.1-40収録論文に同名の論文がある）として、

「政策志向型」訴訟の増加と法律家のネゴシェーターとしての役割増大を指摘し、それに対応し

た法律論の必要性を説いている。平井の指摘時よりさらに弁護士（弁理士も）は大幅に人員が増

え、ますます「訴訟離れ」は進むであろう。弁理士でいえば、弁理士数の増加と出願件数の低下

により、「出願離れ」とでも呼べるだろう。そうなると予防法学的仕事の増大とともに、「積極的

にある目的を達成するのに法律的に見て何が最も適切な手段であるか、それは『正しい』『公平』

な手段であるか、といったいわば法的戦略・計画を策定する仕事も重要となろう」（前掲書平井

2010p.25）となる。平井は論文中で「弁護士」と記しているがこれは法律家全般ととらえるべき

で、（少なくとも付記であれば知的財産訴訟及び弁理士資格保有により登録可能となる行政書士も

付記を登録すれば行政訴訟が可能な）弁理士もその範疇に入るべきだろう。平井は今後の法律論

について「『政策志向型』訴訟では、弁護士は、政策・制度の問題を発見し、それらを具体的な訴

訟に結びつけるように法律論を組み立て、単なる法律解釈論よりも何が『あるべき』政策・制度

なのかを構想する力を要求される（中略）このように弁護士もまた政策形成者・政策決定者・組

織者なのである。しかし、弁護士は行政官や経営者と同じ意味で政策決定を行うわけではない。

それには『法』の観点に、言いかえれば『正義』『公平』に適っているかという観点から決定を行

うのであって（中略）以上のような弁護士の変化に対応できるような法理を提供することも、現

代の法律学の課題でなければならない」（前掲書平井 2010p.26）と厳しい基準を用意している。 
大変厳しい基準であるが、本稿もテーマとしている AIが発展してきている中では、通り一遍

に過去の判例・学説をとりまとめ簡単な操作を施して自説としてまとめ上げるのみでは厳しくな

っていくと思われる 。そのため、この基準を満たせるよう努力する必要性は有ると考える。そし

て平井は次のようにまで言い切っている「裁判を中心とした『法』の概念規定は、もはや現代的

意味を有しない。『資源配分規範』および取引交渉による解決（私の用語では『市場的決定』）を

中核とし、かつそれを『正義』の視覚からコントロールするものとしての『法』概念が構築され

なければならない。それには『意思決定』概念および－論証は避けるが『正義』が一義的に明ら

かにならない以上－共通の前提のもとに事実と論理にもとづいて対等の当事者が議論をたたかわ

せるという手段が、『法』の概念中核とらなければならない。そうして、『正義』を議論するため

の枠組みの形成と、それに基づく制度設計の基礎理論の構築とが、現代法律学の課題である。」（前

掲書平井 2010p.36）この平井の主張を検討することは本稿の射程外であるが、判例を先例として

正しく解釈しながら、上記のような骨組みに資するような、議論ができうる理論をどれだけ提示

できているかが、問われるものと考えられる。 
 まとめると平井テストは次のようになる。1、法律学特有の用語法に従って記述されているこ
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 他にも、解釈にあたって様々な心構えがとかれる。例えば、内田貴「民法Ⅰ〔第 3版〕総則・

物権総論」東京大学出版会 2005 年は①一貫性、②射程内での類似事例への適用妥当性、③説得

的思想及び正義・衡平の視点、が必要としている。内田は連作小説を例にとって、法解釈を説明

している。前章は既に先人によって書かれていて、それを書き継ぐというイメージである。登場

人物の名前や基本的性格等は前章と整合的である必要性があるが、ストーリ展開には相当程度自

由がある。その自由な中で当該作品の価値を高める良い創作と悪い創作が分かれ、ストーリにも

当然許される創作の幅がある。法解釈も同様で、既存の法規範体系に整合性があり、政治的・社

会的に妥当で創造的な解釈が必要としている。「それは、決して解釈者の自由な価値判断ではなく、

価値によって拘束される創造だ、といえる」（前掲書内田 2005p.19）としている。 

 加藤雅信著「新民法大系Ⅰ民法総則第 2 版」有斐閣 2005 年は、機械的に三段論法による結論

を導く概念法学的態度と結論先行の自由法学どちらかに偏ることに注意し、裁判の予測可能性及

び具体的妥当性双方に目配せしながら事案によりバランスをとった法的判断が必要としている。

法律には二律背反する要請の中で、微妙なバランスが必要としている。 

 法的解釈についてはいくら紙面があっても足りないが、上記した考え方を念頭におきながら考

えを勧めたいと思う。 

 

第二項第二項第二項第二項    訴訟法への意識とリガール訴訟法への意識とリガール訴訟法への意識とリガール訴訟法への意識とリガール・・・・マインドコントロールに陥らないためにマインドコントロールに陥らないためにマインドコントロールに陥らないためにマインドコントロールに陥らないために    

 本稿は訴訟法に関して考察対象外であるが、実体法と手続法は表裏一体といえるし、「（前略）

しかし、本書で繰り返し強調してきたように、西欧法の伝統として法と裁判手続きは不可欠のも

のとして自覚され、なんかんづく判例法主義の国では、こうした司法手続きこそが実体法を生み

出す母胎であると観念されてきたこともあって、西欧諸国では手続法の重要性は決して閑却され

ることはなかったといえる」（三ヶ月章著「法学入門」弘文堂 1982年 p.219）とあるように訴訟

法を軽視することはできない。なお、前掲書で三ヶ月は、引用したように書籍内で何度も実体法

と手続法は両輪であり、沿革的なものにより日本では「（前略）かくして手続法の履修を必ずしも

必須のものとして要求しないという、世界の法学教育の普遍的傾向からみればまさに異常ともい

うべき特異な伝統が、ここに形づくられることになる」（前掲書三ヶ月 1982p.176）という状況が

生じているがそれを当然に批判している。結局三ヶ月によると「前講で詳しくふれたように、わ

                                                                                                                                                            
と。2、反論可能性があること。これは有名なカール・ホパーの反証可能性と同じであろうから、

Aという仮説が－Aといった事象があればその仮説は偽であるということが確保されていること

だといえる。3、政策志向型訴訟にも耐えうるような、基礎理論の構築に資する法律論であるこ

と。この 3つをクリアできていれば、素晴らしい法律論を展開したこととなる。 
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が国でも法学教育の目標としては『リーガル・マインド』の養成ということが少なくなかったと

はいえ、その内容に盛り込まれたものをみると、西欧諸国とはかなり異なって、みしろ人民を上

から統御するための心構えとでもいう方向で考えられる傾向がみられないではなかったのもゆえ

なしとしない」（前掲書三ヶ月 1982p.178）とこのあたりは戦前の法律教育についてであるが、そ

の後の戦後教育においてもいろいろ問題点を指摘している。 

三ヶ月の批判の是非は不明であるが、少なくとも法の運用技術を全く論じずに「訴訟法は本稿

の検討課題外である」という態度は具体的裁判での活用を考えていない、「治国平天下の学」（前

掲書三ヶ月 1982年 p.178）としての法学（＝裁判を通じて究極的には各人の人権を守るという発

想ではなく、人民統制術として学ぶ→「リーガル・マインドコントロール」等と揶揄される態度、

究極的には権威への盲従）になりかねないといえなくもないため、訴訟法へいくばくかの配慮を

することとする。なお、問題視されるリーガル・マインドコントロールには、「より大きく人を動

かす術を身につけるというところにこそ法学教育の効用が認識されたからである」（前掲書三ヶ月

1982p.179）という他者をコントロールするという意味と、「法律学における『理論』とは、仮説

を構築し、検証・反証に曝すための理論ではなく、とりたてて根拠があるとは限らないようなド

グマ（教義）の『体系』であり、これを信じて他者に使えるようになることが法律学を身につけ

ることである」（太田勝造著「法律（社会科学の理論とモデル）東大出版会 2000 年「はじめに」

p.Ⅴ。）という根拠なくして権威に盲従するという 2つの側面があると考えられるが、いずれも根

底は同じであろう。「『権威主義的カルト集団の学問』と揶揄されていても、当人たちは全くそれ

に気づかない（後略）」（加賀山茂著「債権担保法講義」2011年日本評論社 p.153）等といわれる

が、根拠なくして権威に盲従し、それにすら気が付かないということがあるようなので自戒のた

めに心構えとしてここに記しておくものとする。なお、太田自身は、「法や法実践が神秘的教条性

を具備することそれ自体は必ずしも社会的に望ましくないわけではない。（中略）ドグマ化して物

神化されることには社会的有用性がある」（前掲書太田 2000「はじめに」p.Ⅵ）とし、法は偉大

なる思考停止システム、宗教における「神」のような存在等々と述べる一方で、やはりこれは危

険な綱渡りであると注意喚起をして、メタ思考停止に陥らないように、思考停止について思考す

べきとしている。太田の議論はリチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子」に登場する「ミー

ム論」や、統計的推測モデルである「ベイズの定理」、ミクロ経済学及び都市計画などでも用いら

れるゲーム理論を用いて最適解であるナッシュ均衡を求めるといった各理論を法律に適用する非
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常に難解な議論であるが、非常に参考になる議論であろうと考えられる52。どのみち何も考えず

に、権威がこういうからと批判・検証もせず、自身もそれを信じ込んで他者にそれを用いてコン

トロールするとい態度にはならないよう重々気をつけたい。 

このような事態に陥らないために、実務的・裁判上の法技術を考慮し、また理論、仮説、検証、

反証という理論を回すこと、これは裁判を考えれば自ずと浮上する。すなわち原告・被告ともに

精一杯の主張立証を尽くすのであるから提示した理論・仮説は激しく検証・反証されることとな

る。これらを留意し、本稿がどこまでそれらに準拠してゆけるかは私の力量不足により定かでな

いが「心構え」としては持っておきたい。 

 

第三項第三項第三項第三項    主張立証責任の確認主張立証責任の確認主張立証責任の確認主張立証責任の確認    

本項では、ある情報の著作物性およびそのオーサーシップの主張立証の責任についてそれを肯

定する側が負うべきか、それを否定する側が負うべきか考察し、本論文の理論構成の妥当性を検

討する。ここでは、大橋正春著「著作物性の主張立証」（野村豊弘・牧野利秋編集代表「現代社会

と著作権法【斉藤博先生御退職記念論集】」弘文堂 2008 年 pp.179-196）にもとづき、主張立証

責任を考察する。 

この検討に先立ち、基本的な民事訴訟法の知識に関して、名津井吉裕、日渡紀夫、間渕清史、

村上正子、安見ゆかり、渡部美由紀著「民事訴訟法」法学書院 2007 年と藤田広美著「講義民事

訴訟法」東京大学出版会 2007年及び日本行政書士会連合会 中央研修所監修「行政書士のための

要件事実の基礎 Kindle版」日本評論社 2016の 3つを用いて確認する。 

 第一に、主張責任と立証責任を確認する。日本の裁判は弁論主義53をとるため、当事者の主張

                                                  
52この部分に関しては、経済学的文献に数多く、知的財産制度の経済分析がある。例えばノーベ

ル経済学賞受賞者のジャン・ティロールが一般向けに著しているジャン・ティロール著、村井章

子訳「良き社会のための経済学」日本経済新聞社 2018年では pp.475-500で「イノベーションと

知的財産権」を論じている。デジタル社会の知的財産法を考えるうえでもこのような視点は重要

であると思われる。一般的にこのような経済学は「制度の経済学」と呼ばれる分野であり、知的

財産法の制度分析も含めて分厚い研究が存在している。経済学については瀧澤弘和著「現代経済

学」中公新書 2018年及び T・バトラー＝ボードン著、大間知知子訳「世界の経済学 50の名著」

ディスカヴァー2018年が非常に参考となった。 
53念のため、審理の内容面について当事者主義を定めたものを弁論主義という。それは、次の 3
つの大原則からなる。ⅰ当事者が主張していない事実は証拠上それが認定できる場合であっても、

これを判決の基礎としてはならない（主張責任）。ⅱ当事者間の争いのない事実はこれを判決の基

礎としなければならないこと（自白の拘束力）。ⅲ証拠調べを行うには当事者が申出なければなら

ないこと（職権証拠調べの原則的禁止）。この 3つが大原則である。ⅰは当事者が主張していな

い事実を裁判所が認定してしまうと当事者にとって不意打ちとなってしまうため、禁じられてい

るとされる。ⅱは当事者間で正しいとしていることを裁判所がその真偽を詮索すべきではないと
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しない「事実」を根拠として判決を下すことができない。そのため、自身にとって有利な事実を

主張しなかった場合には不利益を蒙ることとなる。この当事者に生じる不利益が主張責任である。

主張責任がいずれかに生ずるかについては、主張責任の分配と称され、この分配は原則として証

明責任の分配に従う。そのため、一般的には主張責任と証明責任は責任を負うものが一致し、こ

の項の見出しのように「主張立証責任」とまとめて示されることが多い。 

次に、証明責任について簡単に確認する。法律効果を発生させるための要件事実について、証

明できなかった場合の不利益ないし危険を負担することを証明責任という。この証明責任は原則

としては、当該法律効果発生による利益を受ける側の当事者に帰属すると解される。 

 では、通常このような主張立証責任はどのように配分されるのであろうか。そこでは、「法律要

件分類説」というものが通説的立場を占めているようである。それによると実体法の規定は、法

律効果の定め方に着目すると A：権利根拠規定 B：権利障害規定 C：権利消滅規定 D：権利阻止

規定の 4つにわけられ、Aの要件に該当する事実（権利根拠事実）については権利を主張する者、

Bの要件に該当する事実（権利障害事実）については法律効果の発生を争う者 Cの要件に該当す

るする事実（権利消滅事実）については権利の消滅を主張する者 Dの要件に該当する事実（権利

阻止事実）については権利阻止効果を主張する者が、それぞれ証明責任を負担する、というもの

だとされる。これが法律要件分類説（規範説）の概要である。 

 民事訴訟法は簡単に確認するだけなので細かい論点には立ち入らない54。本稿に関連つけてま

                                                                                                                                                            
しているものでここでも当事者の意思を尊重している。ⅲは当事者間に争いのある事実について

裁判所が職権で事実の調査を行うのではなく、あくまでも当事者が取り調べを申し出た証拠に基

づき事実認定をすることを求めており、ここでも当事者を最大限尊重している。このように、当

事者が真理の内容面の形成に主導権を持つことが弁論主義の特徴である。 
54例えば、共同著作者との関係で、訴えの客観的併合と主観的併合（共同訴訟）の問題をとりあ

げることができる。共同訴訟には、通常共同訴訟と必要的共同訴訟があり、必要的共同訴訟はさ

らに、類似必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟にわけられるとされる。共同著作の場合は、固

有必要的共同訴訟になるだろうからその点を論じる価値はあるが、本稿は共同著作を基本的に論

考外にしているので、そういう論点は除外した。同じく、主要事実と間接事実並びに補助事実の

論点も考えられる。弁論主義でいう「事実」は法律要件に直接該当する事実のみをいう。この事

実を主要事実という。間接事実や補助事実というものはここでいう「事実」とはみなされないと

されている。間接事実とは、主要事実を推認させる事実をいう。あくまでも推認させるのみの事

実である。補助事実とは、証拠の証拠力に関する事実をいう。主要実実をどう認定していくかと

いう認定の問題は当然ありうる。また、証拠調べをどう行うかという論点もある。証拠調べにお

いては、証拠調べの対象となる有形物を証拠方法といい、①証人②当事者本人③鑑定人④文書⑤

検証物の 5つがあるとされる。これらの証拠方法を取り調べることにより感得される証言、供述、

鑑定意見、文書の記載内容、検証結果などの資料を証拠資料といい、特に裁判官の心証形成の基

礎となった資料を証拠原因という。なお、民事訴訟法においては証拠資料を事実認定のために利

用し得る資格、証拠能力については特に制限がないため、原則としてはいずれの証拠も事実認定

に用いることができる。その他、原則証拠調べは当事者の証拠の申立に応じて裁判所で行われる。 
このようになっているがオーサーシップを認定するにあたってどのように調査していくかという
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とめると、私は著作者である又はその著作物は著作物性が有るとの主張は権利を主張する者が主

張立証責任を負うこととなる55。では、そうなっているのであろうか。 

 前掲書大橋論文の結論は違う。大橋は判例を検討し、ある判例は著作物性を主張する側に主張

立証責任を負担させ、またある判例は著作物性を否定する側に主張立証責任を負わせていること

を発見し、それを「経験則を対象としていると理解することで整合的な理解が可能となる。すな

わち一般の著作物については個性的であることが原則であり、ありふれた表現等個性のないもの

は例外であるとの経験則が存在し、これに対して、実用品や書体については個性的でないのが原

則であり、個性的なものは例外との経験則が存在することを前提に、いずれも例外となる経験則

の適用を主張する側に、その立証の負担を負わせているのである」（前掲書斉藤退職記念

2008p.195）としている。経験則的に普通は個性が発揮されるものはそれを否定する側に、普通

は個性が発揮されないものに関してはそれを主張する側に主張立証責任が与えられているという

のが大橋の判例分析であり、客体が何かで主張立証責任が交代するというのは非常に興味深い。 

 本稿では確認のみであるので大橋の主張について検討はしないが、このように判例分析による

と主張立証責任が交代し、「一般的には著作物性が認められるのが原則であり、例外的に否定され

るが、一部の著作物については原則と例外が入れ替わる。いずれの場合にも、例外を主張する側

が、その経験則についての立証を負うことになる」（前掲書斉藤退職記念 2008p.196）ということ

は念頭に置いた方がよいだろう。 

加えて、著作物性は通常、侵害訴訟において被疑侵害者が主張してくることが多く、通常相手

もいないかたちで自分の著作物について著作物性と自身が著作者であることの確認を求める確認

訴訟を起こすなどということはないであろう56。また、そのような訴訟は訴えの利益57が無いとさ

れる可能性も状況によってはある58。本稿は、「いわゆる「AI 生成物」のオーサーシップ」を論

                                                                                                                                                            
ようなテクニカルな論点はありうる。このように論点を拡散することができるが、オーサーシッ

プは誰に帰属するかを問うのが本稿の主題であるので、これらについては全て省略している。た

だし、最終的な検証場面では、訴訟法的観点からも使いやすい理論になっているかを検証してい

るので、この点はある程度は反映されているといえる。 
55実際、前掲書島並 2016p.287等原告側が著作物性の主張立証責任を負うとする教科書がある。 
56日本は処分権主義をとっているため、訴訟の開始・審判対象の特定（訴訟の主題提示、提示範

囲）・訴訟の終了について当事者が権能と責任を有することとなる。民法など実体法では私的自治

の原則がとられているため、手続法においても、訴訟当事者が自由に訴訟をはじめ、審判対象を

決め、訴訟を終了させることができるというかたちにしている。これは訴訟法上の大原則とされ

る。そのことから、かなり自由に裁判をすることはできるので、訴訟テクニック次第では、特に

相手方がいれば可能かもしれない。しかし、相手方不在では通常は考え難い。 
57訴えの利益とは、個々の請求内容について判決による紛争解決の必要性及び実効性を検討する

要件をいう。裁判で解決可能な法的紛争であるか否かを検討する要件といえる。 
58訴えの種類には①給付の訴え②確認の訴え③形成の訴え、以上 3類型があるとされる。 
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じているが、通常誰が著作者であるかが裁判上争われる場面は、侵害訴訟時でそれも被疑侵害者

から、α著作物の著作物性を否定及びそのα著作物の著作者であると主張するβ原告は著作者で

はない、というかたちで主張されて争いになることがほとんどであるということは念頭においた

                                                                                                                                                            
①給付の訴えは、原告が物や行為の給付を求める訴訟類型である。訴訟上の請求は給付請求と

なり判決形式は給付判決となる。判決の効力については、容認判決と棄却判決で別れる。具体的

には、容認判決の場合の判決効は、既判力と執行力となり棄却判決の場合は既判力となる。訴訟

の対象は公序良俗に反しない限り、特定され、執行可能なものであればよいとされる。単に自身

が著作者だと主張するだけの場合はこの類型には当てはまらない。 
次に、②確認の訴えについては、原告が裁判所に対して特定の権利や法律関係の存否を主張し

て、被告との間でこの権利や法律関係の存否について確認を求める訴訟類型である。訴訟上の請

求は確認請求となり、判決形式は確認裁判となる。判決の効力は容認・棄却ともに既判力のみで

ある。確認の訴えには、権利又は法律関係の存在確認を求めるものと、不存在の確認を求めるも

のがある。前者を積極的確認の訴えといい後者を消極的確認の訴えという。 
裁判所へ確認を求めるものであるため、対象が理論的には無限定となってしまう。そのため、

紛争解決に有効適切な訴えであるか訴えの利益をよく吟味する必要性がある。確認の訴えでは、

これを確認の利益と呼ばれることがあり、学説・判例を通じて確認の利益ありとされるためには

以下のような原則があるとされる。原則 1、対象選択の適否。確認の対象は原則として現在の権

利又は法律関係であり、過去及び将来のものではないこと。また権利又は法律関係ではない事実

の確認等も例外的（証書真否確認の訴え）等を除いて対象とならない。原則 2、方法選択の適否。

確認の訴えという方法が適切であること。別途給付の訴えが必要など既判力のみならず執行力も

必要とされる事例などでは、方法選択が不適切とされ確認の訴えの対象とはならない。原則 3、
即時確定の利益。確定判決による解決の必要性が現実化されていること。確定判決を得ても解決

する見込みがない（例えば将来の変動が見込まれ現時点での確定ではなお、も将来の未確定性が

残されるような場合）などというものでないことが求められる。最後に被告選択に誤りがないこ

とも必要とされる。著作者であることの主張はこの類型となる可能性が高く、そのため確認の利

益が必要となる。しかしながら、それが確定することによる利益が無い場合もあるだろう。例え

ば、ライセンスをするために著作者であることの確認をすることは十分に利益があるが、紛争も

不在で単に自身が作成した論文が確かに自身に著作権があるとの確認は意味があるとは言い難い。

そのようなことで、裁判所を使用することは適当と考え難く、確認の利益が無いとされても仕方

がないだろう。 
③形成の訴えとは、原告が裁判所に対して、一定の法律要件に基づく特定の権利又は法律関係

の変動を主張して、その変動の宣言を裁判所より得て法律関係を形成する訴訟類型である。訴訟

上の請求は形成請求となり、判決形式は形成判決となる。判決効は、容認の場合既判力と形成力

が、棄却の場合は既判力が生ずる。形成の訴えには、実体法上の形成の訴えと訴訟法上の形成の

訴えがある。この訴えは、法律で形成原因又は形成要件が規定されている場合に限り許される。

また、形成判決が確定するまでは法律関係の変動は許されず、形成判決が確定してはじめて法律

関係が変動する。そのため、法律関係の安定性と明確性、画一性を図ることができるというもの

である。形成の訴えにおいては、法律で形成原因又は形成要件が規定されている場合に限り許さ

れるものであるためその要件に合致していれば訴えの利益は認められる。 
形成の訴えには、形式的形成の訴えという、特殊な形成の訴えがあるとされる。それは、形成

の訴えではあるが、形成の基準となる具体的な形成要件が法定されていない場合のことをいう。

そのような場合には、裁判所が条理に照らし裁量で合目的的に法律関係を形成処分するという事

となる。具体的には共有物分割の訴えや父を定める訴え等があげられるとされる。このような性

格より、裁判所は請求を棄却する余地はなく、必ず一定の合目的的・合理的判断を迫られる。そ

のため、処分権主義に基づく申立事項による拘束や弁論主義に基礎をおく当事者の主張及び自白

に拘束されず、証明責任による判決の回避、和解や承諾の余地もないというやや特色のある裁判

展開となる。本件がこの類型になる可能性は低いだろう。 
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方が賢明であろう。このような構図のため、前述した、私は著作者である又はその著作物は著作

物性が有るとの主張は権利を主張する者が主張立証責任を負うこととなる、という理解は誤りで

あり、大橋のいう交代現象が起きない限り、権利消滅規定として、権利の消滅を主張する側、す

なわち被疑侵害者側に主張立証責任が振り分けられることとなるだろう（前述のように大橋もそ

のように記述）。実体法のことばかり考えていると、上記のような勘違いを起こしかねないので、

やはり訴訟法への目配せは必要である59。 

 

第四節第四節第四節第四節    オーサーシップに関しての判例オーサーシップに関しての判例オーサーシップに関しての判例オーサーシップに関しての判例    

 次に判例を考察する。もちろん今までにいわゆる AI 生成物のオーサーシップが問題となった

判例は存在しない。しかし、著作者の認定というカテゴリーでは数多くの判例がある。そこで、

今回に関係する代表的なものをとりあげ、検討する。 

 

第一項第一項第一項第一項    著作者認定の困難性に関しての判例著作者認定の困難性に関しての判例著作者認定の困難性に関しての判例著作者認定の困難性に関しての判例    

 まず、それまでも「著作者の認定の困難性」が問題となった事例があるので、その代表例を検

討する。平成 4年 1月 16日最高裁判決 「チューリップ事件」がその代表例で、代表的判例評釈

として、村林隆一先生古希記念「判例著作権法」東京布井出版 2001年 pp.469-480（山田威一郎

著）と小野昌延先生喜寿記念「知的財産法最高裁判例評釈大系Ⅲ2009 年 pp.137-146（千野直邦

著）の 2件がある。 

「この事件の最大の争点は、真の著作者が誰なのかという問題である」（前掲書村林古稀

2001p.477）とされたが、この判例では具体的に著作者が誰であるかの認定は行われず、原告が

著作者ではないとの認定までにとどまっている。AIが関係せずともそもそも著作者の認定は困難

なことがあることは留意する必要性がある。著作権の権利主体は著作物の創作者たる著作者であ

るが、登録主義をとっていないため（任意に登録をすることはできるが、それも「自己が著作権

を有することの根拠にはならない」（前掲書小野喜寿 2009p.140）「真の著作権者は誰なのかは裁

判の場で争わない限り確定し得ない」（前掲書村林古稀 2011p.477）となる。本件は、戦前に創作

され無名著作物として公表されていたものを公表後 50 年の権利保護期間が過ぎる前に、原告が

自身こそ真の著作者（＝著作権者）だと名乗り出て実名登録を試み、それに対して被告が異議を

申し立てたために訴訟となった案件である。このように、登録主義をとっていない著作権法にお

                                                  
59といっても本稿は訴訟法の論文ではないため、その配慮は限定的である。 
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いては長い年月を経たのち急に著作者＝（著作権者）が誰であるかの争いが発生することがある。 

本件は無名著作物であったが理論的には有名著作物であってもゴーストライター等々から真の

著作者は自身であり、よって著作権の保有者も自身であるとの訴えが、著作物の創作・公表から

相当程度経過後に提起される可能性もある。 

チューリップ事件での認定法を振り返ると以下のようになる。作曲・作詞とも①原告の提出し

た証拠が当時のものとは認められない、②原告は作曲者が自己であることを明らかにするような

確固たる措置を講じた形跡がない。③原告は詩の編集に関与していなかった可能性が高い。④作

詞は訴外がした可能性がある。結局ここでは、個別具体な証拠を積みあげて結論を導き出してい

る。評釈も「著作権者が誰かという認定は裁判上非常に難しい問題であり、本件のように著作物

の創作から長い年月が経過している場合、その認定はさらに困難なものとなる。そのため、著作

権を主張する者は、できる限り早期に著作物が自己の創作にかかることを立証する証拠を十分に

収集しておくことが肝要であろう」（前掲書村林古稀 2001p.478）や「著作権を主張する者は、早

期に著作物の創作を立証する証拠を十分に収集しておくことが必要となる」（前掲書小野喜寿

2009p.140）といった証拠の確実な収集という観点とでの言及となっている。 

この裁判例は、著作者の認定は個別具体的事案によって判断の根拠が異なり、具体的な証拠が

重要である事実を示している。すなわち、AI生成物の著作者推定に関する議論も個別案件に関し

ては、具体的証拠による認定が重要になる可能性を示している。また、この事件は、仮に登録制

度をとるとしても登録時にこのような紛争はありうることも暗示している。 

 

第二項第二項第二項第二項    著作者認定に関しての判例検討著作者認定に関しての判例検討著作者認定に関しての判例検討著作者認定に関しての判例検討    

最高裁平成 5年 3月 30日判決（智惠子抄事件、前掲書百選 2016pp.58-59堀江亜以子解説）  

 これは、編著作物について、企画案を提示したに過ぎないものが、著作者となりうるかという

問題の判例である。結論は、企画案を提示したに過ぎないものは著作者となる事は出来なかった

のであるが、その認定をみていこうと思う。 

 まず、極めて端的に概要をまとめると次のようになる。訴外 Aは高名な詩人に詩集の企画を持

ち掛け、何度かの折衝ののち当該詩集を完成するに至った。何度かの折衝で Aは収録予定の詩を

まとめたり、雑誌に掲載されていた当該詩人の詩を切り抜いたもの等から、第一次案として内容

順序表を準備し、詩人の指示により、それまでの当該詩人の詩について制作年月の確定、順列の

整理、散文の取捨選択、推敲、配置を行い、原案を作成して当該詩人の許可を得て出版を行った。

当該高名な詩人が死亡すると、Aが自身を当該出版物の著作者として文部省（当時）に登録を行
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ったため、当該詩人の遺族が提訴、原告・被告とも訴訟途中で死亡したためそれぞれ、遺族が訴

訟を継続したという案件である。やはり登録が紛争の原因である。 

 一審は、Aは詩人の意向に全面的に従って編集作業を行っており、持参した一次案も単なる「素

材にすぎない」として Aの著作者性を否定した。二審も入手可能な全部の作品について取捨選択

の検討を欠いたまま作成された第一案は企画案ないし構想提供の域を出ないとしてAの著作者性

を否定した。最高裁はまず当該詩人の詩をまとめて出版したものであるから、この編集に関与し

た事実があっても、格別の事情の存しない限り、詩人本人もその編集に携わった事実が推認され

るものであり、したがって、その編著作権が当該詩人以外の編集に関与した者に帰属するのは、

極めて限られた場合しか想定されないというべきであるとしている。そのうえで事案を確認し、

Aの行為は企画案ないし構想の域であり、編著作権は詩人本人にあるとした。 

 これは、編集素材その詩又は短歌・散文等が当該詩人の創作物であり、かつ詩人も当該編集物

の編集に主体的にかかわっている。その際にいわばたたき台を持参したに過ぎないものが著作者

たり得るかという問題である。要するに、Aのたたき台を作成、詩人へ持参した行為が創作行為

（創作性有）であるか否かがが争われたものである。編集物の場合、「その素材の選択又は配列に

よって創作性を有するものは、著作物として保護する」（著作権法第 12条）とされている。よっ

て、「誰が創作的に素材の選択・配列を行ったと認められるかにより、編著作物の著作者が異なっ

てくる」（前掲書百選 2016p.59解説）とされる。では、創作的に素材の選択や配列とは具体的に

どのような様態を指すのか。そこがポイントであるが、本判例では、「格別の事情の存しない限り」

関与者がいたとしても編集される著作物の著作者自身が編集に関与している以上、編集物の著作

権者も当該著作者になるとしている。「特段の事情」はどのような事情であるかは、不明であるが、

例えば事実上の関与が認められない（丸投げして、承諾だけをした）等という場合であろう。し

たがって認定の細かい点は明確になっていない。 

そこで、同上と類似の紛争事例の東京地裁昭和 55年 9 月 17日判決（無体財産権関係民事・行

政裁判集 12巻 2号 456頁）を検討する。 

ここでは、編集方針について「編集方針を決定することは、素材の選択、配列を行うことと密

接不可分の関係にあって素材の選択、配列に寄与する」と編集方針を決定することは創作性があ

るとしている。一方、その編集方針にしたがって、素材の収集や相談に乗ることは創作性を有し

ないとされる。他人の編集方針を決定や、素材の選択、配列を消極的に容認するだけの行為も直

接創作に携わる行為ではないとされている。 

 その他、創作性付与を否定されたものとして、東京地裁平成 16 年 2 月 18 日判決（判例時報
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1863 号 102 頁）では、資料収集整理、助言、助力、アイデアやヒントの提供、作品の加除修正

等で何らかの関与があっても、その者の思想、感情を創作的に表現したと評価される程度の活動

をしていない者は創作した者とはいえない、としている。ややトートロジカルだが、創作性を付

与した行為が無く、表面的な関与では、創作をしたとはいえないということであろう。一方知財

高裁平成 24年 4月 25日判決（判例時報 2121号 102頁）では、基本的構成の決定と、その後の

具体的生成作業を主導的に行った行為を創作性があるとしている。恐らく、具体的生成作業もさ

ることながら、基本構成の決定を行っていたことも大きなポイントだったものと思われる。また、

大阪地方裁判所昭和 60年 3月 29日判決（無体財産権関係民事・行政裁判例集 17巻 1号 132頁）

では、素材提供者が素材提供にとどまらず具体的な指示を出し、素材の配置についてもその意向

が大いに反映されている場合、これは創作性を付与したと認定されている。その者の思想、感情

を創作的に表現したことが創作性のメルクマークである以上、完成したものに、素材提供者の意

向＝思想、感情が創作的に反映されていれば、創作性の付与といいうると思われる。 

以上より、「著作物の著作者と認定されるためには、当該著作物の創作行為において、自己の感

情・思想を創作的に表現したといい得ることが必要であり、そのためには表現について最終的な

決定権を有していると認められなければならない」（前掲書百選 2016p.59解説）とされる。ここ

で重要なのは「最終的な決定権を有していること」である。結局、自己の感情・思想を創作的に

表現したといい得るためには生成物にそれが表れている必要性がある。そうするためには何らか

の最終的決定権が必要であり、それが一切ない場合は、創作付与性を否定されるというわけであ

る。けだし、妥当であろう。 

 

第三項第三項第三項第三項    編集著作物における「素材」についての判例編集著作物における「素材」についての判例編集著作物における「素材」についての判例編集著作物における「素材」についての判例    

 次に、上記判例中にも登場する「素材」についての最高裁判決があるので取り上げる。 

 判例集未搭載 とのことであるが、最高裁平成 7 年 6 月 8 日判決（ウォール・ストリート・ジ

ャーナル事件、判例評釈は前掲書小野喜寿 2009pp.163-170 頁、長谷川俊明著）では、英字新聞

の日本語要約版の編集著作物性が争われた。これは英字新聞の発行者が日本において当該新聞の

翻訳要約を配布していたものを著作権法違反で訴えた事案である。日本の翻訳要約を配布してい

たものは、主張の一つに当該英字新聞は素材である旨の主張があった（他フェアユースの抗弁や、

表現との自由の問題、英字新聞自体が単なる事実の伝達にすぎない記事にすぎないので著作物で

ない等々の主張があった）。まず、地裁では英字新聞について、著作物性を次のように認めた。①

本件新聞の紙面を構成する記事、写真等の選択及び配列には創作性がある。②選択・配列の対象
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となる素材は出来事自体である。そして、控訴審の高裁では、更に創作性については詳細な認定

がなされているが、要約すると、編集担当者のところにまとめられた多様多種な記事等の中から、

編集担当者は情報として提供すべきものを会社の編集方法に従いながらニュース性も加味して取

捨選択し、そのうえで各記事の重要度や性格・内容を分析して紙面に配置しているから、これは

編集担当者の精神的活動の成果であり、新聞社の個性も表しているものであるから創作性はある、

ということである。 

 客観的内容の記事とはいえ、それをある一定の方針で収集・配列する作業はどうしても個性が

発揮されてしまうところであり完全に中立無垢な報道など望むべくもない。何を報道して何を報

道しないか（報道しない自由などとも呼ばれる）の取捨選択は当然に発生し、このような取捨選

択に創作性があるというのは当然であると思う。ここで注目すべきは、その他の判例でも認めら

れている新聞記事の創作性ではなく、「素材」についてである。その他の判例とは具体例を挙げる

と、例えば、東京地裁平成 6年 2月 18日判決（「日経新聞事件」知的財産権関係民事・行政判例

集 26巻 1号 114頁）があり、ほぼ同様の理由で創作性を認めている。他に、労働者の手記や労

働機関誌の記事についてもそれぞれ、東京地裁昭和 47年 10月 11日判決、福岡地裁大牟田支所

昭和 59年 9月 28日判決等がある。著作権法 10条 2項にいう、「事実の伝達にすぎない雑報及び

時事の報道」にあたるにはよほど特別なものでない限りは難しい。学説はこれに死亡記事などを

挙げている。 

戻るが、この判例では、素材は「出来事自体」であるとしている。英字新聞は素材にはなって

いない。編集著作物の素材には著作権のあるなしは関係が無く、著作権の有るものを取り込むと

侵害の問題は生じるが編集著作物の著作物性には影響は無いとされる。具体的には、前掲書作花

2018pp.106-108、前掲書中山 2014pp.128・132-135、前掲書土肥 2015p.273、前掲書島並 2016p.68

等参考である。いずれも素材が著作物であるか否かを問わずに編著作物は編著作物として成立す

るとしている。 

上記を考えると、英字新聞が素材であっても良いはずであるが、これは本件において、日本の

要約記事は本件新聞とほぼ同じ出来事の選択、配列になっていることが効いていると思われる。

日本の翻訳要約記事が別途編著作物として保護されるためには素材の選択、配置に創作性が認め

られる必要性があるが、英字新聞とその選択、配置がほぼ同じであれば、英字新聞の翻案権侵害

は明らかである。通常、出来事自体という同じ素材であっても、編集方針の違いで選択や配置が

換わるはずであり、これがほぼ同じということは依拠しない限りあり得ない。地裁段階で、両者

の選択・配置がほぼ同じで、翻訳要約文章は英字新聞に依拠して作成されたことは明らかである
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とされている。そのうえで、選択・配置の対象となる素材の内容・趣旨が実質的に同一であれば、

両素材の具体的表現の相違は考慮する必要性はないとされた。高裁でもほぼ同様の認定である。 

 本件の解説によると「（前略）編集著作物の対象となる「素材」にはさまざまなレベルのものが

あるのでその選択、配列における創作性の程度もこれに応じて変わりうる」（前掲書小野喜寿

2009p.169）とされる。素材が芸術作品であるか、事実であるか等そのレベル幅によって創作性

と保護範囲は可変的であるとのことである。 

 そこで、もう一つ編集著作物の素材に関する判例をとりあげる。 

 取り上げるのは、平成 12年 3月 23日東京地裁判決（判例時報 1717号 140頁「色画用紙見本

帳事件、判例解説は前掲書村林古稀 2001pp.329-337松尾和子著）である。 

 この判決では、編集著作物の素材に関して「素材の選択・配列という知的創作活動の成果であ

る具体的表現を保護するものであり、素材及びこれを選択・配列した結果である実在の編集物を

離れて、抽象的な選択・配列方法を保護する者ではない」事及び「当該編集物が何を素材とした

ものであるかのかについては、当該編集物の用途、当該編集物における実際の表現形式等を総合

して判断すべきである」としている。著作権法はアイディアを保護するではないため、妥当であ

るが、結局編集物での表現を見て何が素材でなにに創作性があったか否かを決めるほかないとい

う判示であり、総合評価というわかり難さがある。とはいえ、具体的編集物を見ない以上は何と

も言えない部分がある以上このような抽象的基準による部分はやむを得ないと思える。 

 この部分の最後に、東京地裁平成 10年 10月 29日判決「SMAP大研究」事件（判例時報 1658

号 166頁、判例解説は前掲書百選 2016pp.60-61飯田圭解説及び前掲書村林古稀 2001pp.79-90

作花文雄著）をとりあげる。これは職務著作とも関連する判例である。 

 この判例の結論は、インタビュー回答者はインタビュー記事の著作者（共同でも）にはならな

いというものである。もちろん、それは「インタビューの素材を提供したにすぎず著作者ではな

い」ということであるが、素材以上の創作性の寄与があれば別である。判例は次のように述べる。 

「インタビュー等の口述を基に作成された雑誌記事等の文書については、文書作成への関与の

態様及び程度により、口述者が、文書の執筆者とともに共同著作者となる場合、当該文書を二次

的著作物とする原著作物の著作者であると解すべき場合、文書作成のための素材を提供したにす

ぎず著作者とはいえない場合などがあると考えられる。すなわち、口述した言葉を逐語的にその

まま文書化した場合や、口述内容に基づいて作成された原稿を口述者が閲読し表現を加除訂正し

て文書を完成させた場合など、文書としての表現の作成に口述者が創作的に関与したといえる場

合には、口述者が単独又は文書執筆者と共同で当該文書の著作者になるものと解すべきである。
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これに対し、あらかじめ用意された質問に口述者が回答した内容が執筆者側の企画、方針等に応

じて取捨選択され、執筆者により更に表現上の加除訂正等が加えられて文書が作成され、その過

程において口述者が手を加えていない場合には、口述者は、文書表現の作成に創作的に関与した

ということはできず、単に文書作成のための素材を提供したにとどまるものであるから、文書の

著作者とはならないと解すべきである」。 

このように、インタビュー回答者であったとしても、関与の様態によっては共同著作者となり

うることを認めている。本件は、「あらかじめ用意された質問に口述者が回答した内容が執筆者側

の企画、方針等に応じて取捨選択され、執筆者により更に表現上の加除訂正等が加えられて文書

が作成され、その過程において口述者が手を加えていない場合」だった為、創作性に寄与してい

ることを否定されたに過ぎない。とはいえ、インタビューの性質上、質問はあらかじめ用意され

るだろうし、その回答内容に関して執筆者側が取捨選択すること、口述者側がそのまま執筆者に

対して記事作成を丸投げにすることはよくあることかと思われる。このように考えると、一般的

なメディア等々のインタビューでは、その回答者の著作者性は否定される方向になると思われる。 

 キーポイントはやはり、誰の思想・感情が創作的に表現されているかであり、前述のように最

終決定に関わっていないことはひとつの決定的部分であると思われる。加えて、インタビューと

その記事全体に対して、何ら口述した側が関与していないことも大きいだろう。逆に言えば、そ

の過程で関与があれば結論は異なるものと思われる。 

 

第五節第五節第五節第五節    関連する学説関連する学説関連する学説関連する学説    

少数ではあるが、既に、前出の知的財産推進計画 2017等を下敷きとして、AI生成物に関連す

る著作者の認定方法に関する学説が登場している。それは、第二章第二節第一項で前出した出井

甫著「AI生成物の著作物性の判断基準とその判断手法に関する一考察」である（パテント 2018 Vol. 

71 No. 5pp.59-66。章節が離れている為再掲）。なお、本項で検討する出井説は正確には AI生成

物ではなく、AIを人間が道具的に使用した場合（創作的寄与がある場合）に、誰が著作者となる

かを設問としており、厳密には本稿と考察範囲が異なることに注意が必要である。 

出井論文では、AI生成物に関して、著作物性と著作者の認定をテーマに論じている。本稿との

違いは、出井が人間の創作的寄与はどのように判断するかという著作物性の議論に対して、本稿

はオーサーシップの帰属は誰にするかという点で問いを立てていることが違う。すなわち両者は

逆方向からトンネルを掘っているようなものである。井出は、AI生成物が著作物になるには人間

の創作的寄与が必要というところから、著作物性の判断を考えるにあたって、どのような行為で



 

106 
 

あれば創作的寄与があったとして著作者と認められるか、という観点で著作者の考察をしている。

一方本稿は、ストレートに著作物性の有無というより AI 生成物の帰属を考えている。ベクトル

は逆であるが考察対象は同じである。 

井出は、15 の判例を分析し、（前掲書パテント 2018、61-65 参照）次の結論を導いた。「……

著作者の認定に関する裁判例の傾向を踏まえると、人間の創作的寄与の有無を判断する際、(i)表

現以前の準備活動（依頼、資金調達、企画、提案、資料収集等）、(ii)補助としての手伝い（助手、

手足、代筆等）、(iii)創作に向けた指示・助言・素材・アイデアの提供、(iv)作品に対する貢献度

（最終的に作品化する作業の担当、再考の有無、重要工程の関与・決定）等が、主な判断要素に

なると考えられる。当該判断要素の評価の仕方は、事案によって異なりうるが、概ね(i)、(ii)、(iii)、

(iv)を考慮し、関与者が、完成した作品に対してどれだけ寄与できているかを検討することにな

ると考えられる」（前掲書パテント 2018Vol. 71 No. 5p.65）としている。このように、結局著作

者の判定は、総合的判断によるものと、出井は結論づけている60。 

 

第六節第六節第六節第六節    その他技術的社その他技術的社その他技術的社その他技術的社会会会会的関連研究的関連研究的関連研究的関連研究    

 AIに関しては、長い学問的蓄積があるのみならず、近似のブームにより極めて多様多種な文献

                                                  
60私見と出井説との違いを念のため補注しておく。まず、出井は、推進計画通りに、人間の創作

的寄与の有無が問われるとして、その人間の創作的寄与をどのように判断するかという問いを検

討している。すなわち、推進計画による AI生成物という AIによる自動生成は射程外である。本

稿は、推進計画のいう AI生成物という AIによる自動生成も対象でありかつ、創作的寄与の有無

を問題としていない。生成物の外形的な判断を行う点が特徴の一つであり、私見は言うならば「客

観的創作性」説である。その点基本的アプローチも含めて大きく異なる。次に、本稿では、不完

全ながら概念図として、フローチャートを示した。総合的判断とはいえ、それだけではあまりに

漠然としてしまう。判例等々で複数の判断要素が発見できるとはいえ、それをどう判断するか、

一義的には判断できないとはいえ、判断のフローチャートを示すことは有意義であり、これは判

断を要する多くの指針等でよく登場するものである。例えば、土木関係の指針にはほとんど場合、

通り一遍の判断はできないが、それでも判断の参考用フローチャートが付属する。本稿もそれを

意識して、フローチャートと判断指針を示している。その点は、主に「判断基準」を示す出井論

文と主に「判断方法（案）」を示す本稿ではディメンションが異なるものといえる。最後に、パブ

リックドメインについて、本稿は外形的に創作性が認められない場合としているが、出井論文は

言及がないが恐らく創作的寄与が無い場合としている。創作的寄与が無い場合についてどのよう

に判断するかについて出井論文において論考はないものと思われる。本稿も外形的に創作性が無

いとは何か、という点で曖昧さはあるものの、それは今まで創作性の判断そのものとなる点であ

る程度の明瞭性は有る。逆に創作的寄与が無い場合というのがどのようなものであるかは、現状

判然としないであろう。出井論文を注意深く読めば、著作者となるものが誰もいない場合＝AI
生成物＝パブリックドメインという結論を導き出すことも可能ではあるが、やはり AIを道具的

に使用した人間による創作的行為があったことが前提の論文である。出井論文と本稿では基本的

に志向する方向が全く異なり、出井論文は、あくまでも推進計画通りで、AIを使った生成物の著

作者は誰になるかという論点に対して、本稿はいわゆる AI生成物全体を対象としている点で大

きく異なるといえる。 
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が登場してきている。参考までに、私が目を通したもののうちいくつかを紹介し、本稿の豊饒化

を図るものとする。 

 まず一般的な最近の比較的大げさともいえるような主張をするものの一例として、フォーリ

ン・アフェアーズ・リポート 2018年 NO．7pp.6-13ケビン・ドラム著「『テクノロジー・ワール

ド』－地政学革命としての人工知能」があげられる。この中で、ケビン・ドラムは 19 世紀の地

政学的特徴について、産業革命と比べれば、民主主義、資本主義、植民地主義、近代戦争、ナシ

ョナリズム、そして人間の平等いずれもそれほど重要ではないと主張し、「歴史家や外交政策の専

門家は聞きたくもいないかもしれないが、19世紀の地政学について彼らが教えたり書いたりして

いることのすべてのことは、産業革命の副産物に過ぎない」（前掲書フォーリン 2018p.7）とのべ

ている。そして、この産業革命をこえるものとしてデジタル革命、もといい AI の発展をあげて

いる。すなわち 21世紀を論ずる上でもっとも重要な論点は AIであるという主張である。ドラム

によれば本物の AI到来後は「AIと比べれば、他のすべてのことは、些末なことにすぎなくなる。

大国間の競争は、AI技術をめぐる競争になる。政治的トライバリズムは意味がなくなる。すべて

の仕事をロボットがこなせば、誰がアイデンティティーなど気にするだろうか」（前掲書フォーリ

ン 2018p.13）と断言している。地政学に限らず、このような AIの議論こそが最も当該学問にお

いて重要な論点であるという主張が様々な分野でされているようである。 

「AI がすべてだ」とでもいい方面の代表格といってよい前述ドラムは「どの国が世界最高の

AI を保有しているかですべては決まるし、政府形態も流動化していく」（前掲書フォーリン

2018p.6）とし、AI が「おそらくすべての仕事の 4 分の１（25％） か、それ以上を担うように

なる。（失業率は 10％で深刻なリセッション、20％で世界規模の非常事態とされるから）これは

暴力的革命が起きてもおかしくない状況だ」（前掲書フォーリン 2018p.12）と想定し、特に AI

は「人間の頭脳を代替する」とされ「本質的に人間レベルの AI は人間ができることすべてをよ

り巧みに遂行できる」（いずれも前掲書フォーリン 2018p.6）などと主張する。そして「機械に考

えることができるかという空虚な哲学的議論はともかく、AI はあらゆる現実的な目的のために、

ホモサピエンスを時代遅れの存在にしてしまうだろう」（前掲書フォーリン 2018p.10）と断言す

る。これ以外にも、ニック・ボストロム著、倉骨彰訳「スーパーインテリジェンス超絶 AI と人

類の運命」日本経済新聞社 2017年のように、超絶 AIの出現による人類滅亡に備えようというも

の61、マーティン・フォード著、松本剛史訳「ロボットの脅威人の仕事がなくなる日」日本経済

                                                  
61最も逆アプローチというわけではないが、人類はそもそも滅ぶべきだし、存在すべきではなか

ったという論考もある。代表例では、ディヴィッド・べネター著小島和男・田村宜義訳「生まれ
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新聞社 2015年のように最悪 75％の雇用が消滅することを予見し、それへの対処法を考案するも

の（フォードはベーシックインカムの導入なども提言している）等、AIの発達とその社会的普及

による非常に深刻な影響を予想し、その対応策を真剣に提案する著作が絶えない62。 

法律・政策の分野においては、前出の知的推進計画を引用するかたちで、IPジャーナル 1号「AI

と知財」2017年 6月号一般財団法人知的財産研究教育財団 2017年が主に特許と AIとのかかわ

りについて本問題をとりあげている。また、同じく前出の知財推進計画を引用して著作権の問題

を論じているものとしては以下がある。福岡真之介編著、桑田寛史、科屋恵美著「IoT・AI の法

律と戦略」商事法務 2017年 p.202-204、人工知能法務研究会編「AIビジネスの法律実務」日本

加除出版 2017年 pp.161-170。その他、弥永真生・宍戸常寿編「ロボット・AIと法」有斐閣 2018

                                                                                                                                                            
てこなかったほうが良かった」すずさわ書店 2017年がある。自殺を奨励しているわけではなく、

哲学上のある一定の立場から、人生をはじめないほうが良いとの結論を導いているのみであり、

誤読して AIと結びつけると、AIに人類は消された方が良い（少なくとも、ボストロムが予見す

るようなシード AIが起動して、ほぼ一瞬で人類が消滅するシナリオが最善）となりかねないが

そういうものでもない。もちろん同書の立場である、出産制限をして段階的に人類を減らすとい

う点から、人口が大幅減少後及び人類の後を AIに託すという方向もなくないだろうが、同書の

立場ではそもそも AIも存在しない方が良いとの結論になる可能性もある。ただ、そういう方面

でも論考もありうるため念のため補注を施しておく。なお、ベネターの議論については、前掲書

森村 2018を先に参考とするとわかりやすい。 
62例えば、現代思想方面でも大流行である。もちろん、現代思想ははじめから機械を扱ってきた

し、「ポスト・ヒューマニティーズ」と呼ばれる非人間の方へ哲学を開こうとする潮流からすると

AIが対象となる事は当然といえるだろう。非常に斬新かつ、面白いある意味非常に飛躍した議論

も多くみられるが、少々急進すぎるものがあるとも思う。また、名前に惑わされ過ぎないほうが

良いと思う。ポスト・ヒューマニティーズの特集は現代思想 2019年 1月号（2019Vol.47-1）に

あり、特に pp.264-265の図がわかりやすい。AIに転用できそうな議論もおおい。またやはり、

ユヴァル・ノア・ハラリの遺伝子工学や AI技術の駆使による人間の神的存在への昇華という問

題も論ぜられている。（同書 pp.128-139篠原雅武著「人新的状況における「人間の条件」の解体

についての試論」）現代思想の中で AIまたは機械が絡んでこないことは、逆に少ないだろう。も

っとも、個人的には「スマホまたは服従化と隷属化の装置」（同書 pp.175-177、水嶋一憲著「コ

ミュニケーション資本主義と加速主義を超えて」の一部）の方が、スマホを AIに変えても同じ

になるのではと思った。すなわちスマホは、「社会的服従」と「機械状隷属」の交点に位置する機

械であり、しかも両者を推進する装置だというわけである。スマホは個人化またはパーソナル化

を強制し、片一方で孤独と向き合いながら自己を形成していくことを阻まれる。もっとも論文の

著作者は後者の批判を再批判し、個人という形態こそが脅威であり、その個人を擁護することは

適切では無いとしている。問題は、諸個人をデータという商品として分人たちへと分割しながら、

それらが残すデジタルデータを収集し、そこから統計処理によるパターン抽出、それと連動した

ビッグデータの採掘やメタデータの抽出に基づく制御と監視が急速に進み、そのデバイスとして

スマホが機能しかつ、享楽と搾取された労働を結び付ける役割も持っていることだとしている。

AIが登場するとスマホ以上にこの役割を AIが負うこととなるだろう。 
もちろんこの論文内でも AIという単語も一部登場する。そこでは、我々が、「ハイテク・パラ

ノイア」の蔓延する社会の下で生きているという診断が披露され、「技術的崇高」に対する批判的

介入の可能性が探られている。 
AIについての議論だけではないが、現代思想の方でも極めて多数の論考があるといえる。それ

は、一種のファミニズム的なもの、悲観論的・社会批判的なもの、楽観的なもの、様々である。 
現代思想全体については舟木亨著「現代思想入門」ちくま新書 2016年が参考になった。 
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年 pp.272-283、や福岡真之介編著「AIの法律と論点」商事法務 2018年 pp.26-83が、法的論点

について包括的に論じている。 

 細かい技術論的なものは省くが、まず、「AI」というキーワード自体が一種のハズワードであ

る。とされる。このことを指摘する記事は多いが「ハズワードから眺める IT 業界の流行」

https://qiita.com/stkdev/items/d9ab8932d7a771df7955が全体的なまとめを行っている。他、「人

工 知 能 が バ ズ ワ ー ド で 終 わ る 理 由 と 機 会 を 生 か せ な い 分 析 業 界 に つ い て 」

https://analytics-and-intelligence.net/archives/638 や「静かに広がる「アンチ深層学習」「アン

チ AI」」（日経ビジネス）https://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/221102/122100550/ 

「AI（人工知能）というバズワードが政治と絡めてお気楽に語られる時代到来」（ヤフーニュー

ス、山本一郎著）https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20180504-00084836/ 

「AI、IoT、ビッグデータ、VR…バズワードはあなたのビジネスを何も変えない」（ダイヤモン

ド、葉村真樹著）https://diamond.jp/articles/-/170727「バズワードに流されない AI活用のポイ

ントとは？」（IT Leaders）https://it.impressbm.co.jp/articles/-/14434 

人工知能に関する「よくある 10 の誤解」－すごい人工知能はまだ存在しない－（IBM）

https://www.ibm.com/think/jp-ja/business/ten-misunderstandings-about-ai/ 

また、ガードナージャパンの発表 https://www.gartner.co.jp/press/html/pr20161222-01.html 

なお、一般的な AIに関する誤解に関しては 

https://gigazine.net/news/20161124-ai-q-and-a/がQ & A: The future of artificial intelligenceの

日本語訳を掲載している。 

以上から三宅のように「人工知能は実体というよりも、一つの方向性を指す言葉になっていま

す」（前掲書三宅 2016p.197）と解説する者もいる。このように、AI という語の利用を分析する

調査研究等を見ると、AIは実体があるというよりもハズワードとして一つの方向性を示している

に過ぎない用語ととらえる方が実情を示しているかもしれない。 

 AI 技術を定義しようとするならば、「機械に知性を持たせるための研究の総称」であるが、そ

うすると、今度は何をもって「知性」と称するかという問題が発生し、これを「問題解決に向け

て最適な行動をとることができる」としても、結局問題を提起することも「知性」ではないかと

いうような反論も考えられ、「知性」そのものを定義することは困難である。実際、このような問

題を深く探求する哲学分野では「知は、哲学のアルファにしてオメガであるといえよう」（岩波講

座哲学 04 知識/情報の哲学 岩波書店 2008 年 p.2）とし、「知識や情報というものを『実定化』

してはならない」（前掲書岩波 2008p.8）ともしており、「知性」の根底にあるといえる「知」あ
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るいは「知識」や「情報」に関して一つの端的な説明を置くことは困難である。前掲書岩波講座

2008内部でも筆者によって「知」に関しての立場はわかれており、哲学の論文でない本稿では事

実上、定義不能とみなしておくことが賢明だと思われる。 

 以上を鑑み、また技術的革新が次々と起こっている分野であることから、現在の AI という用

語は実体があるというよりも、方向性を示しているものとの理解が最適である。その方向性は「オ

ールマシンドクトリン（All machines doctrine）」とでもいうべき 、あらゆるものの機械による

全自動化生成を目指す動きといえる。最もその場合でも責任はどうするかという議論は絶えない

であろう63。 

 一方、保守的見解も多々ある。 

 前出の Floridi 等もそうで、あまりに過激な AI 論へは否定的見解を示している。他に例えば

経済学者の佐和隆光は、「人工知能は経済学者・エコノミストを代替できるか」を検討し、前提と

結論が与えられていればその両者を理論的に整合性のあるかたちにすることは人間よりもはるか

に優れているが、規範的価値判断の問題となると、それは難しい、という結論を導いている（佐

和隆光著「経済学のススメ」岩波新書 2016年64pp.197-201）。佐和氏は医師等、他の分野でも同

様の議論を展開しているが、結局完全代替は難しいだろうとしている。同じような論評のものは

                                                  
63責任論は哲学分野の一大論争であるし、法律が前提としている「自由意思」というものはない

可能性も多く論ぜられ、それに加えて新しい技術的話題もあり、抜本的な法体系の変更を提言す

るものもある。これらは本稿の射程外であり、今後も大いに論争が続くものと考えられるが、た

とえ、人間の自由意思なるものが存在せず、実際は人間も「責任」などというものは負えるよう

な存在で無いとしても、損害に対して何らかの賠償というスキームがそう容易に消え去ることは

ないであろうと思う。そうなると、賠償主体が必要であり、前述のストーン的な後見人を置く信

託基金という方法も良いと思うが、一番はオーサーシップを特定して、その者に責任を取らせる

方が手続上簡便である。 
もちろん、社会全体で AIを使用する危険を負担するという考え方もありうるだろう。例えば、

AI基金を設立して NHK のようにテレビを設置ならぬ PCを設置していることを理由に AI基金
用の費用を徴収して、AIに関連して損害が発生すればそこから費用を補填する。その場合は賠償

主体すら不要という反論もありうる。確かにそのとおりであるが、そうなると、AIに権利を付与

する必要性もなくなるだろう。わざわざ、PC設置を理由とした料金徴収ではなく、AI生成物は

一括して AI基金が管理、収益をあげ、損害補填もそこから行うというスキームの方が妥当であ

る。もっとも AI基金に提出する AI生成物はどこまでかという問題等々が発生するし、やはり、

その背後で創作行為を行ったもの権利、例えばインセンティブ的にも金銭はなくとも氏名表示権 
だけでも欲しいのではないか。オーサーシップを特定する意味はあるものと思う。 
64余談だが、本書では、法学部出身者の用いるいわゆるリーガル・マインドコントロールに経済

学者が簡単に丸め込まれること等、現在の状況に対して批判が多い。著者によると「カラスは白

い」といえるのが法学部出身者らしい。なお、カラスは白いものもいるし、コクマルガラス等は、

「白っぽいカラス」等と解説されることもあり、「頚部から腹部の羽毛が白い淡色型」は白いとい

っても間違ってはいない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82
%AC%E3%83%A9%E3%82%B9 
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多く、現時点で AI による人間の完全代替ということが容易に起こると考えるのもいき過ぎであ

る。勿論、この点は日進月歩である。本稿執筆中にも次々と AI 技術に関しては新しい情報が入

ってきた。ブラックボックスとされていた AIの学習過程を可視化する研究や、AIの画期的な応

用例も報じられているところである。日進月歩の技術的内容は省くが、すさまじい勢いで当該分

野が進んでいることもまた事実ではある。しかし、そればかりに目を奪われ過ぎないこともまた

重要である。 

結局 AIは入力するデータに依存する部分も多いし、操作者がいることを考えれば、「garbage in, 

garbage out」は AIでも起こるであろう。適切に AIを学習させるようにしなくてはならないし、

その中で人の思惑が入る可能性も高い。また学習する大量のデータも結局神ならぬ人が作成した

ものである。結局何らかの人間的価値判断などは必要となってくるだろう。 

前出した以外でも様々な論点が、論じられている65。 

AI 生成物に関する制度として英国の CDPA におけるコンピュータ創作の定義及びコンピュー

タ創作の著作者について取り扱いが示されている（http://www.cric.or.jp/db/world/england.html 

CRICイギリス著作権法）。それによると 178条で、著作物に関するコンピュータ創作とは、当

該著作物について人間の著作者が存在しない状況において、コンピュータにより当該作品が生み

出された場合、としている。日本における AI生成物と似たような定義である。このような場合、

第 9条(3)において、その著者は、当該著作物の創作にあたり必要な手はずを整えたものとなると

規定されている。「必要な手はず」とはなんであるか、この点が議論されるところであり、論点は

                                                  
65統計モデルの濫用による懸念点を示すものにキャシー・オニール著、久保尚子訳「あなたを支

配し社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠」インターンシフト 2018年がある。また、 個人的

には帰属主体が見えなくなってゆく AIというものに対して若干の疑念もいだいており、本稿の

対象外であるが、ユルゲン・ハーバーマス著、細谷貞雄・山田正行訳「公共性の構造転換第 2版」

未來社 1994年等参考に公共性という観点からの議論も必要ではないかと思っている。 
 AIの社会的普及によって生じる問題等を論じた法学・政策にかかわる動きは、下記のとおりで

ある。有斐閣は「論究ジュリスト NO.26～27」の 3号にわたって、「AIと社会と法」の特集を組

んだ。NO.25にはそれ以外にも山口いつ子著「表現の自由と著作権」（同書 pp.61-67）と題して

主に AI時代の「ユーザーライツ」をアメリカ法中心に論じている。また、日本評論社の「法律

時報」は 2018年 11月号で「現代法における『人間』の相対化」を特集した。pp.30-37に興味

深い論考は有ったが、著作権についての考察は無かった。また代表的な書籍にウゴ・パガロ著、

新保史生監訳・訳、松尾剛行、工藤郁子、赤坂亮太訳「ロボット法」勁草書房 2018年もあげら

れる。その他、キャシー・オニールと同じような視点に立って憲法論から AIを論じるような書

籍もある。代表例として、スコアリングやプロファイリングの問題を取り扱いつつ憲法との関係

を論ずるものに山本龍彦編著「AIと憲法」日本経済新聞出版社 2018年がある。その他、多様な

論点が法律と関係付けられて論じられている。前述したが、法律分野も AIというワードを用い

て様々な論点を再考しているところであろう。ただし、実はそれは古くからある問題の焼回しで

あることも多い。AIという新しい現象を用いて、古くて新しい問題を再考察している点は法律分

野も他の分野も同じであろう。 
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結局本稿と同じになる（参考前掲書作花 2018pp.816-817）。 

参考条文（CRIC より）：イギリス著作権法 9 条（著作物の著作者）(3)「コンピュータにより

生成される文芸、演劇、音楽又は美術の著作物の場合には、著作者は、著作物の創作に必要な手

筈を引き受ける者であるとみなされる。」 

イギリス著作権法 178条（小定義）「(b) 異なる著作者による別個の寄与が内在し、又は異なる

著作者の著作物若しくは著作物の一部分が内包している著作物 

著作物に関して『コンピュータ生成』とは、著作物の人間の著作者が存在しない状況において

著作物がコンピュータにより生成されることをいう。」 

最後に、結局いまだ AIがどのようになってゆくのか、AIと人間の創作分担がどのようになっ

てゆくのか不明な点も多い。経済産業省は、「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り

方に関する検討会」を平成 28年 10月 17日～行い、平成 29年 4月 19日に報告書をとりまとめ

た（http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/economy.html#daiyoji_sangyo_chizai） 

報告書（http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170419001.html 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170419001-1.pdf）の pp.14-15において、

「AI に関する技術は、着実に進歩を遂げ、様々な情報処理に活用されている。そして、AI の応

用分野も広がりを見せているところ、人間の創作プロセスに AI が活用される場面は、益々増加

すると予想される。現在は、創作プロセスに対する人間の関与の割合が比較的大きいと考えられ

るが、今後、AIの技術進展に伴い、創作への人間の関与が小さくなることも想定される。そのよ

うな創作の成果物として得られた発明等の取扱いや、発明者の特定等について、論点を整理して

おくことは重要であると考えられる。 

産業界や学識経験者から聴取した限りにおいて、現時点では、創作には人間の関与が必要であ

り、AI の自律的な創作は想定し得ないので、AI を活用した創作であっても、人間の創作の域を

超えない。そのため、特別な措置を講じずとも、現行制度により同創作を適切に保護することが

できると考えられる。また、AIの技術進展の程度が不明であり、保護の在り方を検討するには時

期尚早との意見が優勢である点にも留意する必要がある。一方で、当検討会の議論の中では、現

時点では AIの自律的な創作が想定され得ないとしても、AIを活用した大量出願の可能性等も見

据え、後追いの議論とならないよう、引き続き AIの技術の動向を注視すべきとの指摘があった。

また、発明に比較して、意匠や商標に関しては、AIの自律的な創作が早期に実現する可能性も示

唆された。さらに、AIの動向については、技術的側面のみならず、AI研究者又は AI自体が遵守

すべき倫理規範や負うべき責任といったような、AIと現実社会との関係に対する国内外の議論に
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ついても留意すべきとの指摘があった。」としている。 

以上は特許権等産業財産権に関しての議論であるがおおよそ妥当であろう。そして、やはり同

報告書は特許権等産業財産権について「AIを活用した創作には、現時点では、人間の関与が必要

であり、その成果物は現行法のもとで保護し得ると考えられる。今後も技術の動向のみならず、

AI と社会との関係についての国内外の議論も注視しつつ、AI が自律的に創作するというような

パラダイムシフトが現実になると見込まれた時点で、改めて制度の在り方の検討を行う。」と制度

の在り方の検討については、パラダイムシフトが明らかになってからとしている。私見としても、

どこかで一種の進化的安定のような人間と AI の適切は均衡点（ナッシュ均衡）に至る可能性は

有ると思うが現時点でそれを算出することは極めて困難であり、制度化は少々様子を見てからの

方が良いと思われる66。無論報告書が、指摘しているように内外の情勢、倫理規範や責任論も重

                                                  
66「万物のグーグル化」とも言われ、一時期「なんでもグーグルで検索できるから知識を持つ意

味はなくなった」、という言動や「計算は PCがあっという間に行うので計算力は必要ない」とい

う言動、「漢字は PCがすぐ変換するので漢字力も辞典も必要ない」といった言論が溢れた時期が

あった。しかしながら、「人間は知っていることしか知ることのできない」という有名なパラドッ

クスがあるように、グーグルで検索しようにも検索するべきこと、最低限でもキーワードを知ら

なくては検索もできない。これは、私がささやかながら社会貢献のために主催者の一人として市

民講座を行っている中で、講師をしていただいた、安本宗春氏（追手門大学専任講師）の講演内

容（https://kokucheese.com/event/index/533888/知の CROSSOVERin仙台 2018年 10月 13
日）。からである。 
結局検索ができるということはある程度は知っている必要性があるし、それは計算や漢字力・

日本語力も同様である。基礎学力を差し置いて、創造性が云々という言説も流行ったが、そもそ

も PC（これが AIに代っても）、それに問いかけるべき「問い」それも適切な問いが無ければ、

どれほど高性能な PC（AI）であっても意味はない。奇抜な創造性という方向を追及して、基本

的な使い手側のレベルが低すぎればツールがいくら良くとも、製作物の質に限界がある。AIに適
切な指示を出せる程度の基礎学力は今後当面は必要だろうし、判断に当って人間による価値判断

やお気持ち（感情）といったものを考慮しなくてよくなることは当面は来ないであろう。結局過

大な言説に相反して今まで人間に重要視されてきたことは今後も重要視され続けるであろうと考

える。 
 また私の活動で恐縮であるが、例えば防災分野は、AI丸投げは不可能で、最悪でも人間の基礎

的能力が必要である。いくら高性能な AIでも災害時に全く不適切な行動しかとれない人間ばか

りでは、災害対応はおぼつかない。よほど未来になるまでは、基礎的な災害対応知識は必要であ

り、そういう教育の必要性がなくなることは当面は考えられない。これは私の前述とは別のささ

やかな仕事を離れた社会貢献活動であるが、「災害に強い地域づくりを考える会」

https://yamagata-cheria.org/index.php?_restful_permalink=muoyn0dj4-70/という市民講座の

お手伝いを数年間している中での考えである。なお AI時代の教育云々が喧伝されることも昨今

良く見かけるが、結局今までの教育をきちんとやっていくという方向が妥当だろう思われる。 
AI時代になるので、「この学修をしておけば万全」は無いだろうし、各人の置かれた状況、持

っている能力は千差万別である。AIにかこつけて、この能力（のみ）を徹底的に磨けば大丈夫と

いう言説には気を付けた方が良いと思う。なおタイトルは過激だが、参考になるものとして安藤

寿康著「日本人の 9割が知らない遺伝の真実」SB新書 2016年がある。遺伝などと議論を呼びそ

うな文言を用いているが、要するに得意不得意は人によってある以上、その人にあった教育がで

きるようにすべきというのが、本来安藤が主張するところである。曲解された記事なども見かけ

たが、主張自体はエビデンスに基づいた妥当なものであり、AIについてもわずかに記載があるが、
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時代と主に必要とされる能力は変わり、その一例として登場するのみである。なお、参考までに

安藤は、AIが一般化後は、上手く人工知能に学習させる能力や愛想の良さが求められるようにな

るかもしれないと記している（安藤 2016p.148）。安藤の論は AIと関係なく教育論一般であるが、

AI云々から演繹する教育論よりもこういうものの方が全体的に妥当かつ有益な教育議論を提供

していると思う。 
細かい文献紹介はあまりに雑多になるため省くが、その他にも、過大な AI幻想について、宗

教的観念が入り込んでいることの指摘や、過激な論考への反論も次々と行われている。前出のよ

うにAIというハズワードを活用したそれはそもそもAIという用語を用いるべきなのか疑問が生

ずるようなものも多い。この現象について、前掲書三宅（2016）哲学塾 p.20において三宅は「今、

人工知能は荒れ狂う海のように世界を席巻しています。それ自体はもはや社会現象であり、時代

の息吹であり、善悪の彼岸に至ろうとしています。（中略）では、その正体は何でしょうか？表面

だけをみていてはいけません。現在の人工知能の一連の運動を生み出しているものの正確な正体

を見る必要があります。人工知能という海は、その表面は荒れ狂っていても、海底は案外に静か

なのです。」としている。 
私見としては、今後も非常に重要な論点となる事は確かであるが、あまりにも現状で AIを重

要視しすぎることも適当ではないと思う。ありとあらゆる分野で AIという言葉が使われ、その

実態が不明ながら AI社会をどう生きるかというものや、同じく AI社会を生き抜くために必要な

ことを親切に教授するという試みがある。しかし、そもそもそれらは AIという言葉を外しても

成立するものが大半であり、わざわざ AIという言葉をつけるほどであるか疑問である。それら

は AIという言葉を用いているが AIは流行り言葉で用いているのみで、あまり関係が無いとみて

おいた方が良いだろう。 
思うに、「振り子現象」や「進化的安定」、「戦略的パラドックス」といった概念 で示されるこ

とは AIでも起こるであろう。すなわち、恐らく一度は All AI戦略などというものが大成功し、

すべて AIによる・・・といった謳い文句も踊る可能性はある。しかし、例えば経営戦略は他社

と異なることを行う差別化が重要であったりする。そのため、あまりに AI、AIという世の中と

なると逆張りしたほうが成功することもある。そうするとまた世の中が反 AIに傾き・・・と世

の中の動きは振り子のようにふれる。この振り子に騙されて、右往左往することなく、きちんと

した理論を持つことが大事だろうと思う。変わらないものと変わるものがあり、そこを見極めて、

変わらないものは何であるか、しっかりと理論的に構築していくことが重要と思う。 
「振り子現象」は主にビジネス書等で逆張りを進める理論的根拠として示されることが多い。

ビジネス書の世界できわめて有名な、神田昌典や土井英司等もビジネス書で説いている他インタ

ーネット上でも言及されることの多い概念である。AIと関連させたものとしては下記がある。 

https://medium.com/@sunaomunakata/%E4%B8%96%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A
E%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8
B%E3%81%99-%E6%8C%AF%E3%82%8A%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89
%87-%E3%81%A8%E3%81%AF-fd5cb38d40d1宗像淳著「世の中のトレンドを動かす「振り子

の法則」とは？」振り子のように振れながら螺旋状に物事は進化していくという考え方である。

AIと人間のかかわり方、AIと人間の仕事の配分も AIに極端に振れたり、逆にやはり人間がする

べきという風に、AIと人間の間を振れていきながら、徐々に進化するのと考えられる。 
 「進化的安定」は、ゲーム理論の中でよく知られる概念である。もっとも有名なものが、リチ

ャード・ドーキンスの代表作「利己的な遺伝子」で再三使用されている例だろう。これは、G・R・
プライス＆G・A・パッカーによるゲーム理論を進化させたもので、J・メイナード＝スミスが主

提唱者で、もとをたどればW・D・ハルミトン＆R・H・マッカーサーの着想によるものである。

代表的な説明として、タカ派戦略（他者攻撃する戦略を採用）とハト派戦略（他者を攻撃しない

戦略を採用）の 2つをゲーム理論によるゲームを行う例が挙げられる。短期的にはどちらかの戦

略が優位になる事があるが、いわゆるナッシュ均衡的な両者の安定値に落ち着き、その均衡値が

進化的安定として、当然変異者等が生じてもそれを排除できるようなかたちになる様がそこでは

説明される。リチャード・ドーキンス著日高敏隆・岸由二・羽田節子・垂水雄二訳「利己的な遺

伝子増補新装版」紀伊国屋書店 2006年 pp.100-127及び武藤滋夫著「ゲーム理論入門」日本経済

新聞社 2001pp.197-228等参考。なお、2冊とも該当ページ以外も含めて考え方はいろいろと参
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要であり、そのような全般的な見地を取り入れた議論が必要であると思われる。この結論は著作

権でも同様のようで前掲書作花2018p.816は、同報告書について常識的な結論だと論評している。 

 長くなったが、結局実は AIをめぐる極めて多種多様な論点の多くは実は AI特有のものではな

い。AI はその問題に関心を寄せさせるキーワードであり、AI というハズワードを通じて、再度

様々な問題を論考し直しているのが多くの現状といえる67。それは各分野の基本的なところから

問い直すようなものも多く、ゆえに、AIによる激震とされやすい。しかしながら、それは元から

あった問いである。AIという新しい現象によりそれが明確に認識され易くなったが、実際は突然

AIによってもたらされた問題ではない。もちろん AI固有の問題点もあるが、多くは技術的問題

であり、それも今日急に登場したわけではなく、やはり前々からあったものがほとんどである。

「怪物は、どんな身の毛のよだつしろものでも、ひそかに私たちを魅惑する。私たちに憑いて、

どこまでも後を追ってくる。怪物は私たちの栄光と悲惨とを巨大化しつつ具現したもの、私たち

の正体を白日に晒すもの、私たちの騎手だ」（E.M.シオラン著出口裕弘訳「生誕の災厄」紀伊国

                                                                                                                                                            
考にした。また、自然淘汰は方向性選択と安定化選択という 2つの選択があり、生物にはどちら

も働いているとされる。前者は変化を促進し、後者は変化を抑止する。それに、遺伝的浮動の要

素など様々なものがある加わって生命は進化してきたらしい。これらは AIに関しても参考にな

るかもしれない。参考は更科功著「進化論はいかに進化したか」新潮社 2019年。 
本稿は、この点の論文ではないので詳細は省くが恐らく、AIと人間の割合（混合）についても、

どこかで進化的に安定なところに行きつくだろうと思う。現状は短期的な環境攪乱状態にあり、

それがわかり難くなっているが、どこかでは、両者はいったん安定化するだろう。 
 「戦略的パラドックス」とは、「戦略とは逆説的なものであり、今日成功したものは明日には失

敗し、その理由は「まさに今日成功したからだ」という」（前掲書グレイ 2015p.75）という戦略

論における重要な概念。歴史学者の Edeard Nicolae Luttwakが提唱した概念で、彼の歴史分析

（戦略史分析）において、「戦略の全領域が逆説的理論に満ちている」（エドワード・ルトワック

著武田康裕・塚本勝也訳「エドワード・ルトワックの戦略論」毎日新聞出版 2014年 p17）こと

が発見され、少なくとも「戦略」という領域においては、相互に矛盾し、逆説的理論が正しいと

いうパラドキシカルな状況がみられるというもの。おそらく AIの使用においても戦略レベルで

は、このような逆説的状況、すなわち一度 AII=AIといったものが大成功するが、その成功ゆえ

に、今度は人間を用いた戦略が成功する、という状況も登場するだろうと思う。また、ルトワッ

クは戦略史に限定して論じているが、非常に興味深い歴史的論考が続いており、これは何も戦略

論だけでなく、かなり広範に考え方としては用いることができるだろう。個人的には非常に重要

視している考え方である。 
 一つ一つ、多くの研究がある概念である。詳細を論じないし、他にも多々論じる価値のある概念

も多くあるが、雑多になりすぎるため主要なキーワードを示すにとどめる。例えば、他に「べき

乗則」等も AIを考えるうえで有効であろう。参考マーク・ブキャナン著水谷淳訳「歴史は「で

き乗則」で動く」早川書房 2009年。 
67個人的には、これはインターネットミームやインターネット関連でも一見新しいように見えて、

実は古くからのリファインであることが多くみつけられる。前掲書木澤佐 2019では、パラノイ

ア的なインターネットの深部を様々レポートされているが、そのほとんどは目新しいものではな

い。例えば、「ロコのバジリスク」という一見恐ろしげなミーム災害といってよい読んだものを恐

怖に陥れるコンテンツが紹介されているが、その中身はかつてキリスト教の説法で用いられたも

のとほぼ同一である。 
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屋書店 1976年 p.138）と詩人のシオランは書いたが、いまはここでいう怪物を AIと読み替えて

も通用するのではないか、AIに関するあまりに多すぎる様々な論考を読んでいると、そのような

感想を抱く。 

 

第四章第四章第四章第四章    私見私見私見私見    

この章では、今まですべての先行研究レビューを基にいわゆる AI 生成物のオーサーシップに

関しての私見を記す。 

 

第一節第一節第一節第一節    私見の私見の私見の私見の結結結結論論論論    

私見については、先に結論を示し、その後各論拠を示すかたちをとる。 

なお、私見は韓国の KAIST（Korean Advance Institute of Science and Technology）で開催

された「International Conference on AI (Robotics), Ethics, and Governance」 

（http://events.kias.re.kr//h/KIASAI/?pageNo=3422）の Takushi Otani and Shin-YaAbe 

「Problems in Authorship and Copyright Attribution for AI-Generated Materials」を踏まえて、

さらに考察を深めたものであって、同発表から大きく意見を変更した部分もある。 

私見の結論は、下記のとおりである（巻末図 8参照）。 

① AI使用の有無にかかわらず、創作性がないものは、オーサーシップの帰属無、創作性が有

るものはオーサーシップの帰属有り（原則通り）。 

② 当該創作性を付与したものを検討する（原則通り）。 

③ AI使用の有無を確認し、AI使用があっても道具的使用の場合は当該道具的に AIを使用し

たものを著作者とする（推進計画通り）。 

④ AI自動生成でかつ創作性が有る場合、その創作性がどこに由来しているかを検討する（推

進計画と相違）。 

⑤ その創作性（後述するように、それは生成物に個性の発露がみられることを意味する）を

付与した者（すなわち、生成物に個性が表れているもの）へオーサーシップを帰属させる。 

私見は、結局 AI を道具として用いていたか否かが問題となるべきではなく、創作性の有無

とその創作性を付与した者が誰であるかをオーサーシップの判断基準として採用する点で、前

出の推進計画と考え方が大きく相違する。創作性一元説とでもいうべき立場である。そのため、

本来上記③のように具体的な人間の関与を検討するプロセスは不要である。しかしながら、AI

を道具的に使用している事実があれば通常、そのユーザーに創作性が由来していると考えてよ



 

117 
 

いため、推進計画と同じ結論となる。 

なお、④は人間の創作的寄与を問題にしているわけではなく、推進計画や内閣官房資料にあ

るような人間の創作的寄与が無いが、その出力された AI 生成物に外形的に創作性がある場合

をいう。意匠法ではないが、「需要者の視点から見て」という客観論であり、製作過程を考慮す

る主観論ではない。外形的に AI の使用有無、さらに自動生成が行われたかについて見分けら

れ な い こ と が 、 知 的 財 産 推 進 計 画 2016p.11 に図解付き で 説明さ れ て い る が 、

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf）まさに過程を

問う場合、判別は不能であり、過程ではなく結果として創作性があるものとなっているかをま

ず判断することを優先する。それはレビューした法目的からしてもまた、著作物性の議論から

も、ストレートにそう解釈することに妥当性がある。前出宮武ではないが結果が重要と考える。 

創作性の由来について次の方法で判断する（巻末図 9 参照）。図は概念をわかりやすくした極

めて簡易なものであり、私見の判断基準は下記に示すようにさらに複雑で相互の要素を考慮する。 

Ⅰ、現状のところ難しいと思われるが、創作性はあるがその創作性付与に全く人間がかかわっ

ていない場合、Hristov の主張に倣って、その AI を作成したプログラマーとその所属企業へオ

ーサーシップが帰属すべきとする。ただし、このケースは例えば、いつの間にか AI が勝手に創

作性のある生成物を作成して勝手に公表していたような極めて限定された場面のみであり、完全

な AI 自動生成があった場合に限られる。一種の二重利得的な観念も生ずるが、本稿は創作性が

あるものには帰属主体を発生させるべきとの考えであるので今後の検討課題68ではあるが、現時

点ではこのように構成したい。 

Ⅱ、創作性の付与が素材の選択や生成物の中から特定の生成物を選別したことにより生じてい

る場合は、編集著作物の理論を参考に、その選択をした者へオーサーシップが帰属となる。例え

ば、法律論文を自動生成する AI（ここでは法学者 AIと称しておく）があったとする。法学者 AI

に妥当な法律論文を記述させるためには、学習する素材が適切である必要性が有る。すなわち様々

な主張及び社会一般常識及び過去の判例を無差別に学習させることはかえって偏った論文、例え

ば、過去に積み重なった性差別を持ち込んでしまう、判例変更がなされた判決を基礎としてしま

う等といった可能性がある。そこで、この法学者 AI に学習させる素材を選択して与えるであろ

う。また、論文そのものについても複数の法学者 AI が示した文案から適切なものを選ぶという

                                                  
68AIの技術的発展の予測は難しく、現状ではこのようなタイプの生成がまず困難という点から十

分に現実的ケースを考えて考察することができなかった。その為、理論的な統一性を重視して、

結論を導いたが、今後現実的に AIによる自律生成が行わるようになった場合、再検討が必要で

あると考えている。 
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行為が発生する可能性が高い。これらの行為は、確かに AI を道具として使用しているとはいい

がたいが、単なるデータ以上の論文が完成していれば創作性のある論文といえる。このような場

合はその素材及び出力結果から成果品を選択した者へオーサーシップが帰属する。 

Ⅲ、現在の AI では学習素材選択、出力成果品の選択を適切に行わない場合、非常に偏った結

果が示されることがあり、この懸念は残念ながら AI を積極的に活用する中で一部現実に浮上し

ている問題である。それでも、素材・出力成果品ともに無選択であっても創作性のある生成物は

完成する。 

この場合でも当該AIが何者かに管理されていた場合は職務著作の理論を参考にAIの管理者へ

オーサーシップを帰属させるとする。例えば前述の法学者 AI は大学の A 研究室のα教授により

管理運用されているとする。そのところ、α教授が入試で繁忙を極めたため一時的に入力素材の

選択がされなくなってしまった。優秀な法学者 AI は、余暇がもったいないとα教授に主張し、

同意したα教授は大学のデータベースで「法」というカテゴリーの学習を可能なように取り計ら

い、法学者 AIが任意に学習できる環境を整えた。そのところ法学者 AIは誤って、中国の古代法

家に関する文献を学習してしまい、入試が終わったころにはいつの間にか中国法家 AI になって

しまっていた69。そして当該 AIはそれまでの法学と古代中国の法家の内容を掛け合わせた革新的

な国家論を展開した論文を作成し、α教授がそれを発見したときには、A研究室内に大変優秀な

論文が完成していた。  

このような場合、誰も選択をしていない一方、創作性のある成果品が完成したこととなる。こ

の場合、創作性がどこから来たのか探索することとなる。そこでは、投資回収としての帰属主体

を探索することと同じロジックでオーサーシップの帰属を探索するほかないと思われる。それは、

下記要件に合致すれば管理者へオーサーシップを帰属させることは可能であるとの主張になる。  

すなわち、①管理者の発意、②当該 AIが管理下にあること、③当該 AIに課された業務に関連

すること、④AIが勝手に公表をしていないことの 4つである。例でいえばそもそも、当該 AIが

論文を書くのは、優秀な論文を生成せよという管理者α教授の発意があり、選択はしていないま

でも、ある程度 AIの行動を管理している。そして論文を書くということが当該 AIを A研究室に

導入した理由であるから、全くもって当初の目的にあった使用方法である。そして、A研究に出

力された論文は現行法上 AI へオーサーシップが帰属することはないこともあってα教授名義で

                                                  
69この例えは、不確かな記憶であるが、玉井克哉（専門：知的財産法・行政法）がツイッターで、

自身の研究・専門分野に関連しそうで関連しない分野の書籍を出している研究者を揶揄しつつ、

「私が「私は法の専門家だから、中国法家、韓非子等の研究書を出す」等と言ったらみなさん止

めてくださいね」といった趣旨の発言が有り、それに触発された例えであることを記しておく。 
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公表されるであろう。もちろん職業倫理的に当該論文は私の研究室の AI が作成した旨を論文中

に挿入すると思われるが、責任者はα教授であることに変わりはない。であるならばオーサーシ

ップをα教授に帰属させることに問題は少ない。 

なお、前提として創作性＝「個性の発露」があることが前提である。上記の例の場合、創作性

のある論文になっていれば、道具的とは言わないまでも全編的な管理をしていたα教授の個性は

最終的に生成された論文に発露されているといってよいと思うし、そこにオーサーシップが帰属

することに妥当性は有ると思われる。少なくとも完成論文に全く反対であれば自身の名義で公表

することはあり得ないし、AIに論文を執筆させる意図が無ければ AIの導入及び管理という高額

な投資をすることもないだろう。投資の回収主体であることとオーサーシップの帰属はパラレル

であるが、完成した生成物に創作性があるとするならば、その出所を探索する中で、両者は同じ

と考えるほかない。 

この部分について、理論に若干の曖昧さが生じている点は認めざるをえない。創作主義の例外

規定である職務著作的な考え方を用いているが、あくまでもそれは創作性の出所を探索する考え

方だというのは苦しいところがあると認めるほかない。しかし、結論的にも妥当で理論的にも創

作性の出所＝オーサーシップの帰属とする前提との整合性から以上の論が妥当であるとした。今

後 AIの具体的仕事ぶりなども観察しながら検討をさらに進めたい。 

Ⅳ、AIを管理とまでいかず、素材選択及び成果品の選択もせず、完成成果品を直接公表するこ

ともあるだろう。例えば家庭用 AIが完成して、その家庭用 AIのユーザーなどである。多くの場

合創作性に疑問が付く生成物ばかりが完成すると思われるが、このユーザーが一点ものの優れた

生成物作成を試み、そのための諸指示を細かく、生成の状況に合わせて AIに逐次与えたとする。

この場合、素材を選択していないし、成果品の選択もない、また管理というほどでもない。それ

でも、創作性をあたえたものがその指示であるとしたならば、その指示をしたものにオーサーシ

ップは帰属する。これは推進計画の考え方と同じである。一方、そこまでの指示ではないとする

とどうであろうか。その場合はプログラマーにオーサーシップは帰属となるだろう。 

Ⅴ、以上を鑑みても創作性がある AI 生成物ではあるが、その創作性が全くどこから来たのか

が判断できない場合も考えられる。このような場合は少数であると思われるが、AI製作者すなわ

ちプログラマーとその所属企業へオーサーシップが帰属することとするのが妥当だと考えている。 

以上が私見の枠組みである。私見は、著作物とはすなわち創作性の結晶であり、創作性のある

表現で有るか否かが保護対象となるか否かのメルクマークであると理解している。反対から述べ

るならば、創作性のある表現は何者かに帰属をさせるべき主張となる。そこで、大前提として創
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作性のある生成物は AI 使用の有無を問わずオーサーシップを定めるべきとなる。次に、条文上

著作者は原則として創作者である。創作者とは、条文上当該著作物に創作性をあたえたものであ

る。この原則から、AI使用があってもやはりオーサーシップを帰属させる者は当該著作物に創作

性をあたえた者と考えることが妥当である。ただし、職務著作のような制度もあるため、AIにお

いても、AIを道具とまで言わずとも従業員のように管理・使用していた場合はその管理者へオー

サーシップが帰属する枠組みも考慮した。ただし、その場合でもまず創作性があり、その出所を

どう探すかという中で、最も創作性を付与したと思われるのが、管理者だということから、管理

者にオーサーシップを帰属させているわけである。ここでは、職務著作をアナロジーと使ってい

るのみで、厳密には、やはり創作性を付与した者を探し出してそこにオーサーシップを帰属させ

ていることに変わりはない。 

なお、私見は、AI生成物全てに直ちに著作権を全て与えるべきというわけではない。帰属主体

を持たせるべきということであり、その保護の仕方は不法行為法等もありうる。創作性のある生

成物はオーサーシップという帰属主体（それは権利と同時に責任も負う）が必要との主張である。 

私見は Samuelsonと Hristov の折衷説をとりながら、Mark Perry・Thomas Margoni両氏の

主張である、パブリックドメイン説を一見避けているように見える。しかし、両氏があげている

ようなプログラム（AI）のユーザーがただボタンを押すような行為から生まれる生成物はまず外

形的にも創作性は無い。仮に（そういうことが起こることはまずないと思われるが）それでも創

作性が有る場合は、それはプログラマーが初めから意図して創作性が付与されるようにまでプロ

グラムを作成していたといえる。創作行為を付与する者がいない＝オーサーシップの帰属もない

し、当然著作権は発生しないという原則を貫いているため、ある意味では両氏の主張に最も近い

ともいえる。そして、創作性を誰が付与したかでオーサーシップの帰属を決める方法はこれまで

の著作者認定法と全く合致し、整合性のある解釈である。 

繰り返すが、私見は最初に生成物に外形的に創作性が有るか否かを判断する。次にその創作性

を誰が付与したか、それを認定して著作者を決めるというものである。要するに、今までも、ま

ず著作物性の判断（多くは創作性の判断）をして、著作物性有となれば著作者は誰かを判断して

いたのであるから、実質的な枠組みに何ら変わりはない。外形的に判断して、創作過程を考慮し

ないが、これまでも「現れたもの」、要件があり個性の発露が外形的に必要であったので、その点

も大きくは変わらない。念のため「創作的寄与」があるか否かを判断するよりも、外形的にそれ

が表れているか否かの方が判断しやすいだろうというものである。 

以上、私見は AIが登場するために、既存の仕組みを大きく変動させる必要性は無いと考える。 
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第二節第二節第二節第二節    私見の私見の私見の私見の根根根根拠と論証拠と論証拠と論証拠と論証    

まず、条文解釈でみたように私は、「著作権法は著作物性のある生成物等を数多く生み出すこと

を支援することを目的とする」と考えている。そして、著作物性の要件は「①思想または感情（を

内容とするものであること）②創作的であること（創作性）③表現したものであること（表現）

④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」の 4つの要件を具備することであった。現

在の考え方では、AI生成物は「思想または感情」の要件を満たさないとされる。しかし、第一に

著作権法の目的を上記のように解すれば、いわゆる AI 生成物に一切著作物性を認めないことは

目的に反する。何故ならば、優れて創作的な表現物であったとしても（道具的使用ではない）AI

が関与していることのみをもって、保護されないとするならばそれは生成物の過少生産を招くで

あろう。先行レビューの通り、私の理解では創作性とは個性の発露である。したがって、創作性

が有るということは、何者かの個性が見て取ることができるということとなる。AIそのものが生

成したとしても実際は何者かの発意はあり、何者かの関与なくして創作性＝個性の発露は考え難

い。創作性＝個性の発露が外形的にわかるようなものであればそれを保護したほうがその生成物

に個性を発露させたものの創作意欲を増大させ、制作者をして安心して制作行為に専念できるよ

うな外的条件を整えること＝法目的に寄与することになる。そして、完成された、個性のある生

成物は、もっぱら公衆の批判と自然淘汰に委ねられることとなる。これがあるべき姿だと私は考

える。もっとも、人間の創作的寄与が全く認められない AI 生成物は、推進計画や内閣官房知的

財産戦略推進事務局スライドのようにどうしても著作権は認めがたいかもしれない。本稿は、そ

ういう物に著作権を与えよとまで主張するものではない。ただし、それでも帰属主体は確定が必

要でありそのためのロジックを示している。 

 次に、AI が行っていることも結局はこれまで人間が行ってきたことのリファインにすぎない。

通常の人間も何らかの著作物を作成する際に、多くの先行事例（作品）又は人生経験その他あら

ゆるものを自分の中でミックスさせる。そのため「自身が盗作元作品の熱心なファンであり、繰

り返し読んでいたため、いつの間にか、文章や言い回し、フレーズが同化してしまっていた」（前

出、宮武 2007参照の盗作騒動での盗作疑惑者の弁明）ということも起きる。AIの（機械）学習

等も外形的原理は変わらず、大量の学習内容から相関を学んでその相関を利用して作品を作成す

る、という工程はそう人間の現実の創作活動と外形上変わることはない。 

「人間も少なくとも瑣末な意味ではコンピュータである」（竹内郁雄編 AI 人工知能の軌跡と未

来 日経サイエンス 2016 年 p.10）とこれは AI が心を持つことはないと主張する論文（前掲書

竹内編 2016pp.6-14J.R.サール著土屋俊・村若修訳「論争‐機械はものを考えるか NO：プログ
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ラムは記号でしかない」）内に登場するフレーズである。AI は人間の脳に似せた構造を持つ方向

へ進歩しているが、その構造は人間の脳とは大きく違う。計算処理の仕方も違うといえる。しか

しながら、生成物の生成という意味では、その点は重要とは思えない。人間でも人によってかな

り脳の使い方は異なることがありそれはかなり実証されているが、それによって著作物性に問題

が生じることはない。恐らく、AIと人間では外形上は同じように様々なことを学習し、その学習

内容を基にアウトプットすることは変わりがないだろう。ただ、その内部処理の仕方は違う可能

性は有る。この内部処理の違いをもって「思想または感情」がないと著作権法上判断することは

適当でないし、将来的に AI が心をもつ可能性も主張されている（例えば、前掲書竹内編

2016pp.15-23 P.M.チャーチランド/P.S.チャーチランド著土屋俊・村若修訳「論争‐機械はもの

を考えるか YES：統合化が心を作る」等）。そのため、拙速にいわゆる AI生成物から一義的に

著作物性をはく奪することは妥当ではない。 

 一方、いわゆる AI 生成物に全て著作物性を認めるということも適当ではない。やはり著作物

性の要件は必要である。そこで先行研究でレビューした「対象を基礎づけない設計者の技術思想

が創作的に表現されていれば、著作物性を持つ」が役にたつ。これは、設計者の個性が何らかの

対象を基礎づけないかたちであらわれるような場合、著作物性まで持つということであった。AI

生成物において、少なくとも設計者の個性が何らかの対象を基礎づけないかたちであらわれるよ

うな場合であれば、その者をオーサーシップの帰属主体としても問題は少ないであろう。 

また、「各個人に独占させる」ことが適当な表現物であるかという視点も大切である。といって

も前述のように、それの判断は困難なこともあり、やはり模倣ではないかということと、「個性の

発露」があるか否か、という部分が重要となる。 

結局、既存の判断手法とて、「表現」要件がある以上、外形的に個性が表れている必要性がある。

そのため、創作性は事実上創作的関与というよりも外形的判断であった70。したがって、ここで

も既存の方法と変わらず、外形的に創作性＝個性の発露があるか否かを判断する。 

 

第三節第三節第三節第三節    私見による私見による私見による私見によるケケケケーーーースごスごスごスごとの検討との検討との検討との検討結果結果結果結果    

 以上の私見を用いて、第二章第二節第二項に示した A・B・C・D・E-1・E-2・Fの 7つのパタ

ーンを検討する。 

                                                  
70もちろん、著作者認定ではしばしば創作的寄与の問題はたびたび登場しているので、全く無視

してよいとのことではない。それでも批判もあろうが、本稿では、判断が極めて困難な寄与では

なく、外形的、結果として表現されているかを重視する。 
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 Aは外形的に創作性が無い場合である。この場合は、オーサーシップの帰属なしである。単な

るデータの破片など、まったく創作性を感じされないものは誰にも帰属しない。 

B は AI プログラマー以外に関与者がいないにもかかわらず創作性がある場合である。この場

合はプログラマーにオーサーシップが帰属する。プログラマー以外の関与者が不在で、それでも

外形的創作性がある場合、発露されている個性はプログラマーのものと考えるほかない。  

C は創作性があり、それは AI へ学習させるデータと同じくモデルの選択に由来する場合であ

る。この場合は現行の枠組みでも、もしかすると著作者は現れるかもしれない。学習データの選

択とモデル選択については前掲図表 2の資料からは明らかではないが、創作的意図及び創作的寄

与となるかもしれない。内閣府知的財産戦略推進事務局資料ではこの場合、学習済みモデルの製

作者が著作者になりそうである。私見では、「学習済みモデルの製作者」がそうなる可能性が高い

が、あくまでも学習データと同じくモデルの選択者にオーサーシップは帰属するようになる。 

D は創作性があり、その由来が出力された AI 生成物の選択による場合である。この場合は内

閣府知的財産戦略推進事務局資料でも著作物となる可能性が高く、それは資料のいう AI 利用者

のところになるかとは思うが、選択者が創作的寄与とされるであろう。私見でも、出力結果を選

択した者へオーサーシップが帰属となる。 

 E-1は、管理性のみがある場合である。この場合は管理者がオーサーシップを持つこととなる。

もちろん創作性がある場合のみであるので、職務著作とは異なる。アナロジーとしては職務著作

を用いるが、ここであらわれる個性の発露は、管理している者の個性の発露である。もちろん職

務著作とて、企業名で公表する非常は企業の個性が表れているといえなくもないが、それと本稿

で用いている、ここでの「個性の発露」は別概念である。プログラマーの個性の可能性もありう

るが、管理・監督しているものの個性が表れていると考えた方が妥当であり、AIの使用を促進さ

せ、何かあった場合の帰属主体をわかりやすくするためにも管理者へオーサーシップを帰属とし

た方が適当である。 

 E-2 は上記から管理者もいない場合である。前出のようにユーザーが論文をかけ、と指示をす

ると勝手に AI が論文を書くような場合である。それでも創作性・個性の発露がある論文が完成

したならば、それはプログラマーとみるしかないだろう。その場合のオーサーシップの帰属はプ

ログラマーとなる。ただし、当面は起こりえないと思われる。 

 F は創作性があるもののその由来が不明な場合である。この場合はやはりプログラマーになる

だろう。もっともこれは当面起こる可能性は低い。 

 以上である。これであれば、AIを使用すると権利がなくなるから AIを使わないということも
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ほとんどなくなり、ある程度は権利主体を認定していくこともできるだろう。また、新しい手法

ではなく、既存の創作性判断手法を用いているため、過去との整合性はじめ、さまざま現実的に

使いやすいであろう。 

 

第五章第五章第五章第五章    他説との比較と議論他説との比較と議論他説との比較と議論他説との比較と議論    

 ここで上記、私見を他説と比較し、議論を行い、妥当性を確かめる。 

 前述のように、本稿は議論を重視する。私見が妥当なものであるか、他の学説との議論を行い、

私見の妥当性を検討するものとする。これは、仮説構築とその検証の重要性は様々なかたちで主

張されるため、本稿も私見の徹底した検証が必要と考えたためである。なお念のため、ここでい

う検証は民事訴訟法 232 条及び 233 条規定の検証や刑事訴訟法 128 条以下規定の検証等手続法

に規定された検証とは関係が無い。第三章第三節第二項で述べたように、社会科学として必要な

態度であり、「厳密な検証を経ていない『ドグマの体系』から、社会科学の一つとして民法学を再

生 さ せ る と い う試み 」（加賀山茂著 「民法 に おける 理 論モデルの提示と 検証」

http://cyberlawschool.jp/kagayama/PublishedPapers/civ_comp1.html 等と主張される中でも理

論の「検証」の必要が強く説かれる。ここでは加賀山は、「われわれは、『法律学とは、とりたて

て根拠があるとは限らないようなドグマ（教義）の「体系」に他ならない』との批判（太田・法

律（社会科学の理論とモデル）Ⅴ-Ⅵ頁）を率直に受け入れ、民法学においても、様々な分野にお

いて、これまでの学問の発展の歴史と社会の現状とを考慮しつつ、困難な問題をよりよく解決す

るための仮説を構築し、自ら検証してその理論を発展させるばかりでなく、外部からの厳しい反

証に曝すために、それらの理論を公表し続けることが必要である」としている。前掲書太田 2000

も、法律学において社会科学であれば当然求められる理論、仮説、検証・反証という社会科学の

マインドがまるで欠けており、カルト教義と区別がつかないと批判している。そのような批判に

対応するためには検証という行為が欠かせないであろう。 

 検証は、他説との比較になる。ほとんど考察対象外とした共同著作を 7番目に入れて、私見を

創作説として、6番目に入れた。それらでまとめた各説は、①AIに与えるべきというもの、②プ

ログラマーに与えるべきというもの、③ユーザーに与えるべきというもの、④パブリックドメイ

ンにすべきというもの、⑤枢要な行為者に与えるというもの、⑥創作性を与えたものにあたえる

というもの、⑦関係者が共同著作者になるというものというかたちになる。 

 各説の紹介等々は重複になるため先に言及した箇所を示すにとどめる。 

①は、第三章第一節第六項で登場した説である。否定的に紹介しているが、改めて下記の検討
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内容で十分に吟味するものとする。 

 ②は、第三章第一節第二項で紹介した説で、Hristovが主張するものである。 

 ③は、第三章第一節第一項で紹介した説で、Samuelsonが主張するものである。 

 ④は、第三章第一節第三項で紹介した説で、Mark Perryおよび Thomas Margoniが主張する

ものである。 

 ⑤は、第三章第一節第五項で紹介した説で、大本が主張するものである。 

 ⑥は、第四章全体で先行研究をふまえて主張した私見である。 

 ⑦は、考え方としてあり得るというレベルで、第三章第一節第五項や第三章第二節第十五項で

否定的に登場した学説である。 

 以上、7つの説を対峙させることとなるので、結果をわかりやすく一覧表にした（巻末図表 10）。 

 甲乙つけがたい点差となっているがわずかに優勢となった、⑥創作性を与えたものにあたえる

というものが最適との結果となった。 

 なお、当初私は、⑤枢要な行為者に与えるというもの説に準拠し、それを私見とする予定であ

った。そのため当初は枢要な行為論をとった判例を収集し、その基本理論であるカラオケ法理を

よく研究し、また方法論的に規範的要件論を詳しく研究した。しかし、表にあるような検討の結

果、あまり良い説ではないと考えるようになり、説を改めに至っている。先に研究した内容は放

棄しているが、それらを十分に検討した上での結論であることは明記する71。 

                                                  
71例えば東京地裁平成 30年 1月 30日判決（事件番号：平成 29年（ワ）第 31837号）等、ロク

ラクⅡ事件以降の同法理に関連する判例研究などを進めていた。その他ジュリストを各号での知

財特集関係や判例速報、コラム等々も参考にしたが、直接の参照・引用は無いためすべて省いて

いる。主なものは、ジュリスト有斐閣 2011年 6月 1日号（No.1423）、2016年 11月号（No.1499）、
2017年 1月号（No.1501）、2018年 1月号（No.1514）2018年 7月号（No.1521）、2018年 11
月号（No.1525）である。カラオケ法理や特に規範的侵害論については相当の長考を行ったが、

結局これについて創作主体を定める理論へ転用してよい理由が見つからなかった。  
削除内容を註に全てつぎ込むことは控えるが、失敗した内容も残しておいた方が今後の考察の

役にたつといえる。失敗データも重要である。そのため、失敗した内容をいくつか記載しておく。 
 途中の修士論文発表会（2018年 9月 1日）時点では、規範的要件として①生成物に関しての

最終決定権を持っていること。②創作全体を管理・支配していること。③権利／利益（と責任）

を付すにふさわしいことをあげていた。そこでは、「規範的創作主体論」（自説）は規範的要件論

すなわち、評価根拠事実を積み上げて規範的評価を成立させることで創作主体を定めることとな

る。そのため規範的要件は、創作主体という総合評価を導くための「要素」であって、それぞれ

独立した「要件」ではない。という通常の各要件を満たすことで法律効果が発生するものではな

く、総合評価を導くための「要素」をあげて、それらの総合評価から創作主体を導き出そうとし

た。もっとも、あまりに漠然とし過ぎた内容に終始してしまい、説の転換を考えることとなった。 
 説の転換に伴い、残念ながらそこまでに行った、多数の考察・論考は放棄することとなった。 
 この段階での自説は次のようなものであった。 
 まず、通説通り、事実行為としての創作行為と著作物性の要件（とりわけ創作性・表現）は並

行関係にあることは全く同じである。したがって、創作性の付与は著作者認定のマルクマークと
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なる。といってもそれのみでは判然としないため、創作を行ううえで「枢要な行為を行った者」

＝創作行為とする。枢要な行為とは、「不可欠な行為」とも言い換えることができる。 
 自説は規範要件論をとるため、下記に挙げるものは「枢要な行為を行った者」を導き出す「要

素」であって「要件」ではない。その評価を根拠付ける「評価根拠事実」になり得るものを列挙

し、また反対にその評価を減殺する「評価障害事実」もあげて、何が「枢要な行為を行った者」

といい得るかを示すものである。なお、これは今までの著作者認定法に背くものではなく、AI
という新しい要素が入ったために改めて整理したものである。 
 規範評価の成立＝枢要な行為を行った者と認められること＝創作性を付与したこと、その付与

に不可欠な行為を行ったこと。効果、著作者の認定。 
①生成物に関しての最終決定権を持っていること。公表するか否かも含めて、最終的な決定権

を持っていない場合は、ほぼ確実に枢要な行為を行った者とはいいがたい。この点からも AI単
独著作というのは当面は難しいだろう。この点に関して先に挙げた著作物の認定に関しての判決

（千惠子抄事件及び前掲書百選 2016解説）からも既存の方法とも整合する。 
 ②創作全体を管理・支配していること。これは AIでも可能であるが、むしろ今のところ AIは
管理支配される側であろう。創作の管理・支配とは、素材の選択（これは AIへの学習データ選

別も含まれるだろう）や編集方針の決定、具体的に手を動かして創作を行うことのみならず、生

成物に対して積極的にイエス・ノーと応答し、その生成物を自分の意思通りに作成されることも

含まれると解される。これはロクラクⅡ事件の判定方法と同じである。 
 ③誰に権利／利益（と責任）を与えることで、（著作権法の重要な機能である）インセンティブ

が有効に機能するかを①と②の様態を検討し、利益（責任）が帰属することが望ましい者である

こと。利益の帰属が全くない場合でも枢要な行為を行った者であることは肯定されえる場合もあ

る（ロクラクⅡではその可能性も示唆されている）が、通常は利益、それは経済的利益だけでは

なく、名誉等非経済的なものも含まれる。もちろん、その結果が利益ではなく、責任となる場合

も同様である。当該生成物のプラスマイナス両面の結果を受け取るもの、正確に言えば受け取る

べきもの、ともいえる。 →当該成果物の果実を受け取るもの、フィードバックを受け取るもの

ともいえる。要するに、生成物の評価が最終的に帰属する者が誰か適切かであり、本当の創作行

為者は誰かである。 
 プラスもマイナスも受け取らない者は、枢要な行為を行った者とはいえない。そこから現状で

は AIがこのような評価を受け取るとはいいがたいであろう。仮に AIが賞賛されても、その果実

は AI以外の者が受け取ることに今のところはなっている。 
 これら 3要素を具体的事実に即して、何者がその創作行為に不可欠な行為を行った者であるか

を判断して著作者を認定するというのが本説である。意味合い的には③が本質的であるが、それ

だけでは判然としないため、その③を導き出す目安として①と②がある。③は規範評価そのもの

に近い。 
なお、AI生成物に関しては、著作権法第 12条にいう編集著作物というような捉え方の方が良

い気がする（ただし後述するライターの例えのように必ずしも編集著作物とする必要性があると

いう主張ではない ）。すなわち AIは「素材の提供者」という構成の方が今までの判例とも整合

し、少なくとも直近レベルの AIが行えることを考えれば、いわゆる編集をヒトが行う必要性が

ある。編集というのは、少なくとも AIへ学習データを何らかの方法で選別しない限り、有用な

生成物作成は難しく、その選別にその選別者の思想・感情が含まれ、最終成果物にもその選別者

の思想・感情に沿ったかたちとなるというほかないからである。教師なしでも学習でも、方向性

は有る程度制御が必要であるし、全く AIを放置したままで創作性があるといえる生成物が生ま

れる可能性は今のところ高くはない。仮に生成されたとしても、やはり選別者が多数ある素材の

中より、「良い」と判断したものを公表することとなる（そうでなければとてつもない量の不明な

生成物があふれ出すこととなり、そこから有意義な何かを見出すことは困難となるだろう）。そう

いう意味で、いまのところ AI生成物は多くの場合、編集著作物というような扱いが適当である

ように思われる。 
以上、自説を改める前の説はこのようなものであった。 
他に枢要な行為者を定めるために責任論も展開した。すなわち責任を負えるものが枢要な行為

者であるというロジックである。その際に、刑法的観点で、井田良著「入門刑法学総論」有斐閣
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2013年を用いて、責任論を展開した。最も、前述のように責任論は、一大論争であり最近の科学

の発展で、それまで前提とされていた、「意思の自由」というものは無い可能性が指摘され、それ

が無いとすると責任をとれないという事で、刑法体系そのものの抜本転換が必要ではないかとい

う議論も見つけた。この点を非常にコンパクトにまとめたものとして前掲書井田入門 pp.197-198
（コラム「責任と自由意志」）がある。なお、井田入門も参照しているが、最近の脳神経科学によ

ると、認識又は意思というものは後付されている可能性があり、自由意思は幻想である可能性が

示唆されている。代表的なものは、ベンジャミン・リベット著、下條信輔訳「マインド・タイム」

岩波書店 2005年がある。ただし、リベットは急性な結論を本書では示していなかったし、意識

経験が最大 500ミリ秒間に及ぶかなりの遅延を発見し広範な議論を展開したが、直ちに自由意思

全てを否定したものではない。リベットは主観的な経験が、なぜ、どのように脳から生じるかに

ついては解明できていないとしている（同書 p.218）。他本件に関しては、マイケル・S・ガザニ
ガ著、藤井留美訳「＜わたし＞はどこにあるのか」紀伊国屋書店 2014年等も参考になった。本

稿の射程外であるが、法的責任論は法廷に科学が持ち出されるにしたがって、大きく動揺してき

ていることも考慮に入れる必要性は有ると思う。ただし、ガザニガは「簡単に言うと、私たちが

「自由」かどうかは重要ではない。人間が説明と責任を引き受けられる存在であることを、完全

に否定しきれる科学的根拠がないことなのだ」（同書 pp.133-134）としているようにまだ人間は

責任主体たりえないという科学的根拠が示されているわけでもないことも注意が必要であろう。

保守的ではあるが、あまり急性に責任主体として人間が適当でないとの答えを導き出すこともま

た適当ではないだろう。しかし、このような中で責任論からオーサーシップの帰属者を定めると

いうことに限界があることに気が付いてしまった。 
また、責任問題だけであれば、例えば、加藤雅信著「新民法大系Ⅴ事務管理・不当利得・不法

行為 第 2版（補訂版）」有斐閣 2007年 pp.400-406は「総合救済システム」という基金を設立

し、不法行為訴権を原則廃止し、基金から自賠責など保険のように保険料（正確には「危険行為

課徴金・自衛的保険料、基金求償の拠出」）の徴収と損害発生時に支払いが行われるようなシステ

ムを提案している。事故の被害者や病気にり患した者に原因や種類にかかわりなく等質的な給付

を行うのが特徴である。すなわち、事故または病気になった者は、事故に遭遇した・病気になっ

てしまったことのみを理由として、基金からの給付を受けることができるわけである。詳細は省

くが、どことなくストーンの環境基金構想と似ているところも感じた。また、この理論は、刑法

を中心とした帰責性を問えるかという問題とはまた別なようであるが、結果としてある種、費用

の事前強制徴収と結果のみに基づいて給付を行うというシステムは責任論のありかを大きく変え

ていると思う。もしかすると、このような危険負担は社会全体で負担し、被害発生時には無差別

的にそこからの分配がなされるというロールズ的分配が主流となっていくのかもしれない。  
本稿の射程外であるが、そのような社会に変容していくようであれば、枢要な行為を行った者

（＝創作行為を行った者）を損害賠償主体とするアイディアは否定されてしまうだろう。すなわ

ち初めから AI使用危険料金を社会全体から徴収し、何らかの損害が発生した場合はその基金か

ら補てん金が支払われる、というようなシステムの場合、損害賠償主体は不要となる（正確には

基金となり、何者かを特定する必要性はなくなる）。このような社会全体で AIを使用する危険を

負担するという考え方もから、例えば、AI基金を設立して NHK のようにテレビを設置ならぬ

PCを設置していることを理由に AI基金用の費用を徴収して、AIに関連して損害が発生すれば

そこから費用を補填する。その場合は賠償主体すら不要である。 
同じく、枢要な行為に関して、複数の行為者がいるうえで、誰が主たる者となるかについて豊

富な考察があるため、刑法的考察も考えた。井田良著「講義刑法学・総論（補訂版）」有斐閣 2011
年や大谷實著「刑法講義総論 新版第 3版」成文堂 2009年を参考に、共同正犯理論などから責

任主体を登場させ、それを枢要な行為者としようというものであった。元が侵害論の概念であり

かつそもそも民法上の判例で、「枢要な行為」が登場する判例は全体からみると極めて少数であり、

むしろこのような行為者を定めることは刑法上の概念を参考にしたほうが良いのではないだろう

かという試みであった。しかし、そもそも民事と刑事では様々な点で異なり、実を結ぶことはな

かった。オリジナル性はあったと思うので、残しておくとこのような議論であった。刑法は、多

くの場合犯罪があった際に正犯を定める必要性がある。単独であれば認定は容易であるが、複数

の場合これは大きな問題となる。すなわち誰が正犯（さらに直接と間接にがある）で、誰が共犯
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で、または共同正犯で、誰が（共犯のうち）教唆犯で、幇助犯で・・・というように非常に難し

い問題となっている。それは「正犯論・共犯論をめぐる議論はきわめて錯綜したものとなってい

ます」（前掲書井田 2013p.216）といわれるように大変難し部分であり外国に目を移しても「ドイ

ツ刑法学においては、正犯論・共犯論はしばしば「暗黒の章」ないし「絶望の章」と呼ばれてき

ました。」（前掲書井田 2013p.217）という状態であった。そこでもっとも著名な成果を上げたの

が、ロクシンの「正犯と行為支配」という大著であり、この研究は「戦後ドイツ刑法学が生んだ

最も感嘆すき業績の１つ」とされ、前掲の井田等が刑法学研究書の中でナンバーワンとして挙げ

ているほどである。この研究では、正犯と共犯を区別する基準を、複数の原理により多元的に説

明し、行為者が構成要件現実のプロセスを「支配」している場合に正犯であるとする「行為支配

説」を生み出している 。ここで行為支配説全体を詳しく論じることは本稿の射程外であるが、多

元的要素から、行為の支配者を特定し、その行為支配者を正犯（又は共同正犯）とするこの行為

支配説は、規範的利用主体論と通じるところがあり、それを転用した「枢要な行為を行った者」

を複数の要素から特定する仕組みを擁護するうえで参照できる理論のような気がしていた。 
一言で、行為支配説をまとめると「目的的行為論に従い、構成要件を実現する意思をもって、

その現実のために因果関係を目的的に支配・統制することを行為支配とし、行為支配の有無によ

って正犯と共犯を区別する説である」（前掲書大谷刑法 2009p.402）とされる。 
現在、行為支配説また機能的行為支配説はドイツの通説とのことであるが、日本の通説（多数

説）ではない。一部有力な論者がいるものの、通説でない点は注意が必要である。それでも、行

為支配説による例えば間接正犯について「本書の理解では、正犯とは、実現した違法事実を第一

次的に帰せられるべき主犯者であり、この点で、間接正犯は直接正犯と同価値的であり、構成要

件的評価の上での相違は存在しないという点が本質的である。間接正犯が認められるのは、現実

事実を直接行為者に（少なくとも完全には）帰することができず、その反面において背後者に第

１次的な犯罪主体性を肯定しうるケースである」（前掲書井田 2011p. 446）とする考え方は、AI
という（今のところは）意思のないものを用いて創作する場合、にも援用できるような気がして

いた。すなわち、著作者とは、現実した創作行為を第一次的に帰させられるべき表現者であり、

この点で、AIを用いた場合とそうでない場合に著作物性の要件に変動はない。AI著作物が認め

られるためには、創作行為を AIに（少なくとも完全には）帰することができず、その反面にお

いて背後にいる第一次的な表現者に創作主体を肯定しうるケースであるといえるのではないかと

思った。そうすると、現在の AIを手足として用いた場合と AIが自動生成をした場合をわける必

要性はなく、背後にいる一時的な表現者の創作主体が認められるか、すなわち創作に不可欠な枢

要な行為を行った者がいるかどうか、それは誰かが問題となる。もちろん創作に不可欠な行為で

あるので、その行為は創作性が必要であり、ボタンを押したなどというものではないから、創作

性と創作者の問題はパラレルとなる。これは AIを用いない場合の通説と同じである。 
そもそも間接正犯論は、意思なきものを支配して用いた場合に背後にいる者が正犯となる理論

であるから、とりあえずは意思なきといってよい AIに関して使用しやすい理論と思われる。そ

の他、実行行為が無くとも、共謀共同正犯論における「他人の行為をいわば自己の手段として犯

罪を行った」者も正犯とする理論において、行為支配論は、「共謀者は実行担当者の行為を支配す

るから正犯としての行為支配が認められる」や「本人が共同者に実行行為をさせるつもりについ

て自分の思うように行為させ本人自身がその犯罪実現の主体となったものといえるようなばあい

を正犯とする」といった説明がなされている。本稿の射程外であるが行為支配論を占有理論や著

作人格権とも絡めて「正犯と行為支配」ならぬ「オーサーと著作（行為）支配」という議論も今

後できるような気がしていた。 
自動運転の議論も取り入れた。そこでは、枢要な行為を行った者（＝創作行為者）を責任主体

とすることは奇抜なものではないとして、現時点で自動運転とその民事責任が論じられているが、

その議論からもこの考え方を擁護ができると主張とのを考えていた。 
自動運転はレベル 0～レベル 5まで分けることができるが、そのうちレベル 3までは警察庁 と

して、現状通りとしており、要するに運転手が責任主体である 。加えて、運転手以外の責任追及

について、ソフトウェア等々が原因の可能性もありうるが、法律関係が複雑化することと、立証

が難しく、被害者の救済が遅れること等も指摘されている。AIであればここまでは、人間が AI
を道具的に使用している段階といえるだろう。 
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 一覧表で十分と思われるが、簡単に解説を行う。なお、ここには先行研究レビュー等々で示し

た全内容を反映させて検証を行っている。基本的に先行レビューで登場した内容を基に、具体的

に各説の検証をしているといえる。くりかえしが多くなるので、ここでは非常に簡単に評価項目

と評価方法を述べるが、これらは全て前述の内容をふまえて作成されたものである。その中でも

最も関連性が強い箇所が、第三章第三節である。 

                                                                                                                                                            
問題のレベル４（この段階では完全な自動運転であり、ドライバーなるものは存在しなくなる

といえる）及び各段階の混在時については今後の検討としている。ここからはソフトウェアの問

題も含めた複雑な検討が必要となっている。しかし、自動車損害賠償保障法（自賠法）2条 2項
にある運行の定義「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の解釈によると「発進から停

止に至るまで搭載された自動運転装置に任せきりにして移動する完全自動運転も、この定義をみ

たす 」とのことである。そして、自賠法上の責任主体は、運行支配と運行利益が帰属する者（「運

行供用者」と呼ばれる）である。運行利益は、自動運転といえども乗車している者に認められる

と思われるから問題は運行支配となる。これについて、他人が車両を運転していても車両の運行

を指示・制御すべき立場にあれば運行支配が認められるとした判例があり、完全自動運転でも同

様のスキームで運転支配が認められる可能性が示されている。この運行支配の概念であるが、こ

れは今回の枢要な行為を行ったものに近いのではないか。また、これらにより自賠責法上は、完

全自動運転が実現され、「たとえ運転者が存在しなくとも、自賠法を適用し運行供用者の責任を認

めることは可能である」とされる。それでも、自動運転の問題は免責要件の複雑化にあるが、少

なくとも運転の支配状況が認められれば、「責任主体」として人間が登場することとなる事は変わ

らない。今回の AI生成物のオーサーシップにも援用できうる理論ではないかと思う。 
以上、ジュリスト NO．1501及び「自動運転レベルの定義を巡る動きと今後の対応（案）」平

成 28年 12月 7日内閣官房 IT総合戦略室

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/detakatsuyokiban/dorokotsu_dai1/siryou
3.pdf、https://matome.response.jp/articles/1294、
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/jidounten/2017kentoiinkai/01/2017doc1.pdf 
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kouki20160706-2.pdf、 
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/jidounten/kouhou/290414kotsukyoku.pdf 
 等々を参考に責任論から枢要な行為者に迫れないかと考察したものである。 
 しかしながら、いずれも筋が良いとは言い難く、何かの理論を転用するよりも素直に創作性を

与えた者を探索する方が、条文にも適合的で妥当であろうと考えるに至った。 
これは、この時点で提案した「規範的創作主体論」を本稿が重視した、議論・テストにかけて

検証した中で、そのように結論できた。テスト用に用意した観点すべてを完全に満たすという事

は難しいと当初から考えていたが、及第点程度は取得できるよう構成しようとした。これは、本

稿がテストをことさら重視しているのは、AI以後人間の重要な作業は監視とテストになると考え

ていることによる。特に社会科学たる法律においては、理論的正確性も重要であるが、常識に適

合するか、人間社会で運用可能か、という点を十分に吟味する必要性がある。論理的思考、計算

能力であれば、まず AIにヒトが勝つことは困難となるものと思われる。しかしながらいくら帰

結が論理的に正しくあるいは功利計算上最適解だったとしても、受け入れがたいというものもあ

る。中間は正しくとも、そもそもの学習データに問題がある可能性もある。ヒトはある一定の者

にとっては残念なことであろうが、「感情の生き物」である。それ故多くの点で AIに敗北する要

因にもなっているが、少なくとも AIが導き出した答えが必ずしも受け入れ可能という事とはな

らない。「議論」を重視しているのもそのためであり、一種の手続き的正当化を重視する立場によ

る。そのような中で、徹底したテストの結果、残念ながらの説を改めることとなった。それでも

ここまでの考察は、よりよい考察を生み出すうえで非常に優良で有ったと考えている。 
これらは途中断念した内容の一部であるが、相当な検討後放棄したことは註で残しておきたい

と考えた。 
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検討項目は、法律でもっとも重要視される「法的安定性：裁判の予測可能性」と「具体的妥当

性：事案に応じた柔軟性」の 2つをまず挙げている。この 2つが最重要であることは説明を要し

ないであろう。 

3番目に、「条文との整合性：条文から導き出せるか」という、やはり法解釈の基本的内容を用

意している。また同じ視点で 4番目に「既存判例との整合性：判例と整合的結果になるか」とい

う整合性を問うている。加えてここでは補足的に「既存学説との整合性：判例を解説している学

説と整合うるか（補足的）」も挙げている。学説はさまざまであるが、判例をうまく説明している

ものもあり、その考え方と合致するかも考慮対象である。ただし、学説は補足的である。 

5 番目に「社会的妥当性：結論は社会的に妥当になるか」を用意している。具体的妥当性と近

いが、これは社会全体から見た大きな視点である。もちろん私が勝手に考えたよりよい社会、と

いうものではない。それは法目的を前提とした、社会的妥当性である。 

6 番目に「判断のしやすさ：判断はしやすいか」を挙げている。これは裁判官等第三者から見

ての判断しやすさである。裁判の予測性と近いように見えるが、予測可能性ではなく、第三者が

判断することが容易かどうかを見ている。 

7 番目に「論理的明確性：論理的に明確であるか」をあげている。ごく一部の専門家しか理解

できない難解な内容や、論理的に説明がつかないこととなっていないか、一種の無理筋の押し付

けになっていないか、論理的な部分を問ういている。 

 8 番目に「主張立証のしやすさ：裁判で主張立証しやすいか」を挙げている。これは裁判の時

に原告又は被告側がそれぞれ主張立証を尽くすわけであるが、その時に、使いやすいものとなっ

ているかを問うものである。当然何を立証すればよいのか、だれが主張すればよいのかがわかり

やしものであるかどうかが重要になる。 

 9 番目は「明瞭性：学説は明瞭な内容になっているか」である。論理的明確性に近いが、先方

は論理的に明確かが問われるのに対して、こちらは学説が明瞭であるかどうかを問うている。「言

語明瞭意味不明」という言葉もあるように、論理性がまるでない場合も明瞭であることはありう

るし、論理的には非常に筋が通っていても、まったく明瞭でない可能性もある。法律は専門家だ

けのものとは考えていないため、学説を説明されてわかりやすい、明瞭だという視点も大切にし

ている。 

 最後に「反証可能性：反証可能であるか」を用意している。これは解説するまでもなく、反証

が不可能なものは、妥当な主張とは言い難い。できるだけ反証を許す論理を高く評価する。 

 以上が評価項目である。これを各項目 3段階評価で 0点、5点、10点に割り振って、合計 100
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点満点で評価した。 

 この評価手法はソフトウェアの導入用手法を流使している。具体的には、自身の勤務先（アジ

ア航測株式会社）で用いているソフトウェアの導入表72を、評価項目を若干法律用にアレンジし

て使用している。項目数が 10 というのも同じで、基本的には同一手法によっていることを明記

する。なお、若干評価手法の検証性が低く、詳細を記載できないことは残念であるが、法律にア

レンジしても重要なポイントは各説同じ目線から同じ視点で評価できていると考えている。 

 私見もいくつかの点で難点がある。総合コメントにあるように「法的安定性や反証可能性、ロ

ジック・判断のしやすさに若干の問題がある」。それでも各項目ゼロ点とまではならない。これは

ほとんど既存理論をそのまま使用しているためで、既存理論の強靭性に助けられている。 

 以上、あくまでも私見もベストではなくベターであるとの主張である。検討した中で最良とい

うだけであり、より良い理論をさらに検討する必要性はあるだろう。 

 

第終章第終章第終章第終章    まとめまとめまとめまとめ――残る課題について――残る課題について――残る課題について――残る課題について    

 さて、私の設計した耐震ゴムが AI という新手の地震に耐えられるか73。これは比喩であるが、

今回は耐震対策といういわば弥縫策を検討したといえる。本格的には、著作権法全体の作り替え

の検討や、著作権法のみならず、情報法74又は今後の新しいロボット法といったものを検討する

必要性も有るといえる。これらは今後の課題であろう。それでも本稿が現行法の解釈論にこだわ

ったのは次のような理由である。 

 一つはあまりにも考察範囲が広がりすぎるという問題である。ベルヌ条約も含めて著作権法は

改正すべきか。それは AIのみを考えて提案するべきものではない。例えば昨今 TPPの成立によ

                                                  
72これについては、私の勤務先 https://www.ajiko.co.jp/（アジア航測株式会社）社内で作成・用

いられている評価表であり、空間情報コンサルタントとしての長年の蓄積によるノウハウである。

検証・重視する本稿としては例外的であるが、元の表及び作成方法はクローズとせざるおえない。

しかし、あくまでも評価の中身自体は明記した通りであり、その評価の妥当性も十分第三者より

検証・批判・評価できるものだと考えている。また、表の作り方等々を参考にし、自身の勤務先

ということで影響は大きいと思われるが、論文の表自体は元の表とは関係がなく自身で作成した。 
73このような工学的アプローチではなく、フローとして、時間軸を持つ生命的アプローチもあり

えただろう。生物は時間軸を持っているが、無機物は時間軸を持っていない。自己啓発系も含め

て、フロー、流れゆくものとしての「私」をとらえるものは数が多く、科学的にもそのような概

念こそが「私」という概念を形作っているという説も多い。これらによると、破壊と創生、作り

替えて生存させるという方向になると思われ、長期的にはこの方向の方が正しいと思われる。こ

れについて参考になるものは多いが代表として福岡伸一著「新版動的平衡」小学館新書 2017年

及び福岡伸一著「生物と無生物のあいだ」講談社現代新書 2007年をあげる。 
74参考になるものとして山口いつ子著「情報法の構造」東京大学出版 2010年があげられる。結局

本稿で取り入れられなかったが、本書は非常に参考になった。 
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り著作権法は大きく改正された。ジュリスト 2019 年 2 月号 No.1528 はまさに TPP と法改正で

特集が組まれているが、著作権も大きなウェイトを占めている。このように例えば貿易という論

点も法改正には必要である。とはいえ、同 pp.84-85伊藤雅浩著「ソフトウェアは著作権保護によ

る保護から卒業するか」には、「（前略）この技術革新の時代では、IT・ソフトウェアの法務・知

財担当者や我々法律家は、既存の法体系を駆使するのは当然として、新しい技術から目を背けず

にキャッチアップし続けながら『あるべきルール』を考えることが求められる。」（同上 p.85）そ

ういう意味からすると本稿は「あるべきルール」を考えていないと批判されるであろう。検討範

囲が広くなるため検討しませんでは敗北主義と批判されてもやむを得ない。 

 本稿も「あるべきルール」を検討することをはじめから放棄したわけではない。私見では、①

少なくとも財産的な著作権発生に関して登録制や特許権のような出願審査・公開制度が必要では

ないか②それを AIに限定したばあい AI活用の停滞を招きかねないため、やはりすべての著作物

を同じく扱うべき＝全面的改正が必要③下請け業者や登録がハードルとなるような者に対しては

財産権的保護が薄くなりかねないが、これは信義則や一種の人格権（ただし、これは著作者人格

権ではなく民法的なもの）、労働法等々他の制度による保護を検討するべきではないか――という

「あるべきルール」に関する検討は、本稿を執筆しながら行っていた。特にコピーライトトロー

ルともいうべき状況や、インターネット上でのパクリ疑惑検証を閲覧するにつけて、何らかの特

許法的な登録（例えば簡単なパクリ審査は国の行政庁で行い、登録されたものは、一応は有効な

権利と推定できるようにする）があった方が創作を促進できるだろうし、財産的に何が独占され

ていて、何が独占されていないかがわかるようになっていた方が今後 AI により爆発的に創作物

が増える可能性がある中でよいだろうと考えた。また、創作を促進するために、複雑な権利調査

を要しないようにし、過失による侵害では、（現実的には故意であっても）回避不能な損害が生ず

る場合を除き原則的には金銭による損害賠償のみで差止めはそう容易に認めない方向も検討すべ

きだと考えた。 

 しかしながら、AIのみならばいざ知らず、全著作物を登録制とすることは果たして妥当である

かの検討はいわゆる AI 生成物を考察することから大きく検討範囲が逸脱する。例えば、既存著

作物に関しては、改正前の著作物に遡及効を及ぼさないようにする方法や、移行期間を定めてそ

の間に登録させる手段があるが、どのような方法が適切であるかはまったくいわゆる AI 生成物

に関する検討内容から離れたものとなる。ここから深刻なジレンマが生ずる。いわゆる AI 生成

物にポイントを絞った論点では、このような改正論においてあまりに視野狭窄であり、妥当とは

言い難い。やはり AI 以外の観点が非常に重要となる。一方、そのように改正論に主軸を置くこ
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とは、新しい、いわゆる AI 生成物という本稿のテーマから大幅にそれることとなり、主たるテ

ーマの内容が薄くなりかねない。そのような中で、まずは設定したテーマに集中するという姿勢

をとった。 

 次に、立法学については、米倉明著「家族法の研究」有斐閣 1999 年 pp.1-48 に「家族法立法

のあり方」として家族法についてであるが非常に参考になる論文がある。立法的視野は非常に重

要であり、これを常に検討すべきことが同書にて述べられている。当該論文は家族法についてで

あるが、本稿の対象とする著作権法も家族法と同じく今日では特殊な利害関係者のみが関心を持

つものではなく、その制度を活用するつもりが無い者でも関心を持つということに共通性がある。

そこで、米倉 1999 で立法のあり方として重要視される点を拾い上げると「国民の意見尊重」及

び「立法反対論への対応」が重視されている。前者と後者はリンクしており、立法反対論には、

反対論者が広域にわたること、人生観が関連し強固な反対論に遭遇しやすい事、エモーショナル

で政治的な対立を呼び起こすこと、国民という専門知識を欠く相手に説得をしなければならない

こと等々などからしばしば立法提案者を辟易させるとの指摘がある。しかし、これを乗り越える

ことが立法提案者の責務であり、多様な反対論への対処法について、同書にて論じられている。 

 本稿もこのようなかたちで AI に対応するために著作権法を改正すべきである、とし、それへ

の反対論を一つ一つ丁寧に反論（それは内容的なものだけではなく国民一般にきちんと説明する

という作業から、非常に感情的なものまで含めての幅広いものとなる）していくというスタイル

もあり得た。しかしながら、レビューしたように AI をめぐる諸状況は非常に流動的であり、専

門家ですら見解は大きく分かれている。このような中で AI に関連する論点として国民的コンセ

ンサスを得ることができる的確かつ妥当な提案を示すことは困難であると考えた。 

そもそも、いわゆる AI生成物を論じるとなるとどうしても、AIに関する社会的問題、例えば

失業問題や社会福祉的問題及び教育問題について考慮せざるを得ない。これらの点を論じている

論考は極めて多数ある。先に紹介した著作以外でこの点に関連するものとして、井熊均・井上岳

一・木通秀樹著「AI自治体」学陽書房 2018年、鈴木貴博著「『AI失業』前夜」PHPビジネス新

書 2018年、渡部信一著「AIに負けない『教育』」大修館書店 2018年等がある。また情報技術を

よりよく用いて人間がよりよく生きるための模索も様々なかたちでなされている。代表例として

ラファエル・A・カルヴォ、ドリアン・ピーターズ著、渡邊淳司、ドミニク・チェン監訳「well

ビーイングの設計論」ビーエヌ・エヌ新社 2017年をあげる。 

 結局、AIを用いる社会では社会全面的な改革が必要という方向性へと向かう。それは様々な仕

組み、教育、社会福祉、人生観、労働観等全面的なものである。AI時代に入るからこそ、古いが
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オートメーション化が進み始めたころに主張されだした、労働は美徳という観念の転換などその

ころの議論も再考すべきであろう。例えば、バートランドラッセル著、堀秀彦・柿村峻訳「惰性

への賛歌」平凡社 2009 年で主張されるように、働かないことの重要性と、無用な知が重要視さ

れるような社会への転回、本当に大切なことへ時間を費やすように人間の再教育を行うのは AI

時代になってからが最適かもしれない。また、個人的にもよく論じされるベーシックインカムに

は賛成であり、大げさすぎるものはよろしくないが、それでも多くの点で AI が人間から仕事を

奪っていくことは確実であると考える。そのために教育の大転換は必要だろうし、基本的な考え

方を変える必要性も生ずるであろう。例えば前掲書鈴木 2018 年等が指摘しているが、特に今ま

で比較的高賃金であった知的労働関係の多くが AI に代替される一方、比較的低賃金であった体

と頭を用いる仕事は、現行のロボット技術からすると代替が難しいため人間の仕事として残存す

る可能性が指摘されている。このような全面的な意識変革が必要とされる可能性がある中で、ど

のように国民的コンセンサスを得るべきか。一つの考え方では先進的な進んだ考え方により啓蒙

活動を行い、それを基に立法論も考えるべきというものがありうる。一方では、現状の国民意識

をくみ取りながら保守的に考えるべきとの考え方もある。 

 AI技術がどのように発展していくか、ある程度の予測が付けば、前者の考え方もありうる。し

かし、専門家ですら意見は大きく割れており、その先進的考え方というものが本当に将来適切な

考え方になるとの保証はない。大きく外れた前提を基にした考え方となるかもしれない。例えば、

AI 開発がまた重大な問題にあたってしまって数十年後でも想定されたような進歩が無い場合も

あり得なくはない。かといって、保守的見解を基軸としたものは、あまり意味のある改正提案と

はならないであろう。今のままでよいとの結論もありうる。 

 このように考えると、立法論はまだ控えるべきではないかと考えた75。 

 最後に古い文献であるが廣濱先生追悼記念論文集「法と法学教育」勁草書房 1962年 pp.205-225

に村教三著「悪法の制定より善法の実施へ」という論文がある。悪法とはなんであるかについて、

                                                  
75文化庁でも「著作権政策の立案における社会・経済学的アプローチ等に関する調査研究」2016
（http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/chosakuken/pdf/h28_shakaikei
zai_approach_hokokusho.pdf）というエビデンスに基づく著作権政策の立案に関する調査研究を

公表している。この報告書では、エビデンスに基づく政策立案の必要性を説きつつ、それの限界

も指摘し、民主主主義国家として最終的には国民の代表による政治により政策が決まるべきこと

を指摘している。その点に留意すべきであろう。 
立法学ともいわれる学問分野が成立しつつあり、上記のような立法政策に関する調査研究も数

多い。著作権法分野でも上記のような研究が進みつつあり、経済的評価手法とあわせて今後の発

展が期待できる。今後はそれらの結果も踏まえた立法論が必要となってくるだろう。本稿は、現

時点では控えるということを強調しておきたい。 
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判断主体（これは国民としている）と判断時期（これは最終的に歴史的判断となるとしている）

をいつにすべきかという論点を中心にしながら、解釈論を中心とした運用により、悪法といえる

ものであっても、悪法を無害化してゆくことができるし、法律家はそう努めるべきであるとの主

張がなされた論文である。なぜかというと、この論文によると悪法と最終的判断をできるように

なるのは現代を過ぎて歴史的段階になってからであり、それまで悪法を受忍する義務はない。さ

りとて革命的抵抗権の行使は立法府への暴力の侵入となり最終的には国際的信用が地に落ちて妥

当ではない。そうであるならば解釈論の活用など著者が悪法の無害化方式と称する様々な方策に

より悪法を無害化してゆく方法が妥当だ、というわけである。 

 現行著作権法が悪法とされる可能性は（もちろん歴史的判断なので私の死後にでもあの法律は

表現の自由を制限するとんでもない法律だったと評される恐れもあるが）あまりないだろう。そ

れでもこのような法律が悪いと嘆くのではなく、あるべき姿を考えつつ、解釈論で事態を打開す

るという考え方も重要であると考えた。まして、悪法であるか否かの判断者（判断主体）たる国

民が現状では判断が難しいと思われることについて、拙速に改正（立法）論を行わずとも、まず

は現行法で限界まで対応を検討し、どうしてもその限界が露呈した場合に改正（立法）論を論じ

ても良いのではと考えた。 

 以上、はじめにでの内容を繰り返すが、解釈論を中心としたことの理由を一言で述べるならば、

AIをめぐる諸状況は極めて流動的であり、現時点で的確かつ妥当な内容を提示して国民的コンセ

ンサスを得ることは難しいと考えられるためである。このような場合はまず現行法の解釈論を優

先して解決を目指す姿勢が重要であると考えている。また、AIのみを念頭に立法論や政策論を論

ずることは視野狭窄であり、これらは AI を超えたもっと広い全体的な視点で論ぜられるべきも

のである。この幅広い観点からの検討は今後最大の課題である。 

本稿においては、いわゆる AI生成物のオーサーシップを定める基準76として、制作過程ではな

く、外形的ないわば主観論ではなく客観論をとり、まずその生成物に何者かの個性があらわれて

                                                  
76最終的にすべての著作物はパブリックドメインとなる事を考えると、帰属主体は不要であり、

念頭の一端にあった生成物に関しての責任論も社会全体で負うとの結論もありうる。当然ながら

パブリックドメインに帰属するものに著作物性要件は不要であり、創作性も個性も不要である。

著作権は創作を促進する試みとして、創作性・個性を感じられるものに経済的独占権を付与する

ものであるので、逆に述べるとこの経済的独占権を付与する正当化理由として、創作性要件があ

るといえる。著作物性要件は、一定期間の経済的独占を認める正当性を有しているかどうかを判

断するメルクマークといえるだろう。そう考えると、オーサーシップを求めようと、創作性・個

性発露を中心に論考したことは失当な部分もありうる。とはいえ、社会が勝手に創作をするわけ

ではない以上、また財産権はともかく現行法では人格的権利が理論上は永続する以上、何らかの

帰属主体を何らかの基準に基づいて割り出す必要性は有ると考えた。その最適解は、創作性であ

ったと考えたい。 
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いるものかについて判断し、もしあらわれているとするならば、誰がそれを加えた者か、それを

判断するという枠組みを用意した。そのうえで、内閣官房知的財産戦略推進事務局資料を尊重し

つつ、それでも帰属主体は必要との問いから、あくまでもいわゆる AI生成物、AIによる自動作

成時の帰属主体を認定するロジックを提案した。これは仮に法律改正や場合によっては著作権法

の権利発生要件又は第三者対抗要件に登録が必要となっても、何者にオーサーシップが帰属する

かという帰属主体の問題は生ずるし、それに十分に今後も堪えることのできるものだと信じる。 

 本稿で論じきれなかった課題や、検討できなかった問題も多い77。具体的には下記である。 

一つは比較法であり、多少は海外の文献の引用も行っているが、分厚い比較法研究をできてい

ない。これは本論文の欠陥であろう。また。法制史の研究も不十分であった。 

 次に、折角、太田勝蔵の文献を発見したが、例えばゲーム理論を用いた私見の分析等々ができ

ていない。ゲーム理論を用いた解析は都市計画分野でもよく用いられ、例えば私の直属の上司の

論文であるが、吉村方男著「まちづくりのための合意形成円滑化手法に関する研究」

http://r-cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/7221/k_1094_j.pdf 立命館大学博士論文等

がある。工学系だが内容は文系に近い部分もあり、社会全体便益の向上を図る解釈になっている

か検証することもできた可能性があるだけに検討ができなかったことは悔やまれる78。 

また、同じく計量経済学的分析ができていない。後者について著作権法について林紘一郎編「著

作権の法と経済学」勁草書房 2004年等が代表である。例えば AI生成物をパブリックにした場合

どうなるかなどを前掲書収録の石岡克俊著「消尽理論の法と経済学」（前掲書林編 2004pp.125-155）

のような検討ができればよかったが、私に経済学の素養もないため、試みることができなかった79。 

これについてはこの分野の権威であるマージェスが「最適な知的財産政策は何かという問いに

                                                  
77言い訳をすれば世界的権威であるマージェスをして「知的財産権に関する法律文献は膨大であ

り、日々増加している。それに遅れずについていくことはほとんど不可能になった」（前掲書マー

ジェス 2017p.299）という状況であり、一人の人間がすべての関連文献を精査、論文に反映する

ことは極めて困難である。こういう時代であるので、パートナーシップや集合知というものが非

常に重視されることであろう。その他前掲書ティロール 2018も参考。 
78ゲーム理論及び取引経済学など、知的財産権の分析に最良の手段として（ミクロ）経済学的手

法があることはよく理解できたが、その活用については今後の課題としたい。今後の参考例とし

て、ロナルド・H・コース著、宮沢健一、後藤晃、藤垣芳文訳「企業・市場・法」東洋経済新報

社 1992年やオストロム https://sites.google.com/site/notesbyhk/jpntranslation-eostrom1990 
等、いわゆる新制度派経済学関係の研究成果を取り入れることが更なる研究の発展、解釈論に終

始するのではなく、著作権法しいてはデジタル社会における知識・情報の有り方、文化の発展に

資する制度をいかに構築するかを考察することにつながっていくものと考えている。 
79経済学については今後よく研究が必要だと考えている。AIに関しても馬奈木俊介編著「人工知

能の経済学」ミネルバ書房 2018年が、人工知能に関しての広範な問題を経済学の視点から取り

扱っており、非常に参考となる。このような考察を取り入れる必要性があると考えている。 
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関して、創作者と消費者の経済的選好の均衡を完全に取れる文化的生産量を求めるために、功利

主義的な計算を厳密に適用することは不可能だと私は考えるにいたった」（前掲書マージェス

2017p.282）とも表明しているが、何らかの功利主義的、経済学的な検討は必要であっただろう80。

また、あることが起こった原因を正しく推論する方法論も今回は無かった。AI等はビックデータ

から相関関係を導きだすが、正確な因果関係を表すわけではない。因果関係を正しく推論し、把

握ができなければ有効な立論をすることは難しいだろう。参考として久米郁男著「原因を推論す

る」有斐閣 2013年をあげるにとどめるが、そのあたりも今後の課題である。 

そしてもちろん、法学で見ても、執筆完了直前まで新しい文献が見つかってしまう有様でリサ

ーチ不足を痛感した。恐らく漏れている部分、至らない点もあるかと思う。また、文献を収集し

たが論文に反映できなかったものもかなり多い。途中で説を改めたために、全体においてそれが

微妙に影響している可能性もある。この中では枢要な行為論だけでなく、占有なき所有という知

的財産権の特性を考えたうえでの考察、著作権法の不正競争防止法的機能を重要視した考え方を

基軸としたもの等個人的に論考を進めて、興味深く問題を分析する重要な視点となると思ったも

のも多い。だいぶ削除してしまったが、これらも今後の糧にできればと思う。 

その他、社会学的見地は不足しているし、まま見落としもある81。特に AIに関連しての情報社

会を考えるという視点が不足している。情報社会論は極めて多様であり、情報倫理という新しい

倫理問題も生じ始めている。これらは、分野横断的な知識が必要であり、「情報社会を分析する様々

な座視・分野は存在するが、必ずしも方法論が完成しているわけではない」（前掲書大谷 2018p.474 

                                                  
80マージェス自身の議論にも比例原則等、厳密な均衡モデルでは無いとはいえ経済学的概念は垣

間見え、この手の功利的、帰結的概念を欠くこともまた適切ではないだろう。 
81例えば、先に差別化戦略が重要と記した箇所があるが、このように安易に記載すると経営学（特

に戦略系）の方から、「差別化という神話」という批判があるだろう。例えば、ブルース・グリー

ンウォルト＋ジャッド・カーン著辻谷一美訳「競争戦略の謎を解く」ダイヤモンド社 2012年で

は、一般的に差別化が重要だということがいわれるが、差別化戦略は往々にして上手かないし、

差別化という競争の性質は変わるが、結局激しい競争になる事に変わりは無いとしている。彼ら

は参入障壁がキーポイントだとしている。この点については、そういう意味で AIの出した理論

的結論が同じであっても参入障壁をどうするかで経営の勝敗は変わるといえるし、全員が AIを
用いた○○というものにより経営をしても、それだけで差別化ができずに失敗するとも言い難い。

とはいえ、その環境下ではかえって人間が・・・という差別化は成功する可能性が高いと考えた。

何より AIと異なり、そのようなことができる人間がいない＝強力な参入障壁となる可能性があ

る。何もかも AIに代替させると、その中で技術を持ち続けた人間に希少価値が生ずるというや

はりパラドックスが生ずるであろう。また、経営判断も AIとまるで異なる通常であれば適切で

ない人間による感覚的判断が理論的判断に偏っている周辺状況により、そのような非理論的、感

覚的判断が奇襲的・想定不能性等により上手くいってしまう可能性がある。そうなると AIでは

できない○○というような逆転現象が生じるだろう。以上のように考え記載をそのままとした。  
このように安易に記載してしまった点について実は重要な反論があり、前記箇所は、その反論

点も踏まえての記載であったが、別箇所ではそれを見落としてしまっている可能性も有る。 
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という中で使える知識を総動員して多面的考察が必要である。これは結局デジタル社会の中でそ

もそも著作権法は人類に裨益かを考えるうえで重要であった。オープン＆フリー、情報共有とい

う考え方は今日極めて重要であり前掲書マージェス 2017 もその点には多く紙面を割いている。

分散型知的共有プラットフォームが優れていること、私も研究者に資金提供82をしたことがある

が、クラウドファンディング事業の有効性等は明らかであり、これらはハイエク以来の思想的に

長い継続性もある。それらも考察対象とすべきであったが、今回はほとんど言及できなかった。 

本来的には、取引費用論も含めて、情報化社会・デジタル社会のあるべき情報流通のあり方を

示し、それに合致するような法政策を示すべきであったがそこまで研究が進まなかったことは自

分の力不足を痛感した。今後精進できればと思う。特に、この部分は著作権法はじめ知的財産法

が攻撃される主要な部分であり、知的財産法によって知識の共有やオープン化が妨げられている

のではないか、インターネット初期から唱えられてきた数々の自由主義的見解にどう著作権法は

対応するのか、情報コントロール、表現の自由を阻害するのではないかという批判にどう答える

かなど多くの著作権法に関しての重要な論点についてごく一部を除いて言及ができなかった。こ

れらについては前掲書マージェス2017及び同書の書評https://doi.org/10.1241/johokanri.60.894 

大谷卓史著「過去からのメディア論 マージェス『知財の正義』を読む：知的財産権はなぜ必要

か」等を参考に挙げるにとどめる83。 

加えて、ミーム理論の活用や、「進化的安定（ESS）」を法的に解析するといった試みもあり得

たと思う84。行動経済学のような心理学を活用したもの等様々な学問の活用が考えられた。AIに

関しては毎日のように多種多様な報道・研究結果の発表、論考がなされている。また、それらは

AIのみに限定されたものでは無く多面的な論考を必要とする85。不足点は多くあったと思われる。 

そして、その他本文中でも今後の検討とした内容が多数ある。文化の発展についてなどはその

最たるものである。残る課題に関しては、機会を改めて論じることができればと考える。 

                                                  
82https://academist-cf.com/ 学術系クラウドファンディングサイト「academist（アカデミスト）」

を何回か利用したことがあるが、非常に良い仕組みだと考える。学術以外にも多様なクラウドフ

ァンディングが行われているようであり（ポルノ系まであると聞く）なんでもクラウドファンデ

ィングというのもどうかとは思うが非常に時勢にのった仕組みだと思われる。 
83他に実は独占禁止法との関係等重要そうな論点もある。本稿では全く独占禁止法には触れるこ

とすらなかったが、独占禁止法との問題も様々生じてくるものと考えられると思う。 
84実際、「進化経済学」という経済学もあるようである。その成果を活用はあり得るだろう。 
85前掲書グレイ 2015年は人間の核心は変わらず、故に戦略という分野も表面的なグラマーは（テ

クノロジー等で）変動するがロジックは何も変わらないとの主張をしている。これを法律分野に

もあてはめて考えてみると、法律といういわば普遍的な人間の所作に関する基本理論は変わらな

い、といえるであろう。その点で AIに限定されない普遍的内容の考察も結局必要となってくる

だろう。 
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謝辞謝辞謝辞謝辞    

主査の大谷卓史先生には言葉に尽くせないほど、ご苦労をおかけしてしまった。今まで指導し

た学生の中で一番手間がかかってしまったのではないかと危惧している。これは何度も論考をし

直したこと及び全面書き直しを何度もしたためであり、扱うテーマの特性によりどうしても途中

で多数の脱線的内容が増えるこということも影響したと思う。また途中で改説するということも

生じてしまい、最終盤では毎晩次々に大幅に変わる原稿をお送りしてしまい大変申し訳なかった。

そんな中、何とか着地にたどり着いたのはひとえに先生のおかげであり、改めて謝辞を申し上げ

る。また、院生にも関わらず、国際セッションでの発表者名に名前を入れていただいたことは終

生の財産になると思う。これが最初で最後にならないよう、今後も精進をしてゆきたいと思う。 

副査の加賀山茂先生には、授業のみならず、インターネット上で開設されている「仮想法科大

学院」の各コンテンツでも大変お世話になった。今後幅広い学者がこのような試みをすれば、日

本の文化の発展にも資するだろうと思った。ここでは、革新的な考え方も数多く披露されている

ことから、非常に柔軟な思考をすることの助けとなりかつ思い切った論考をする時の後押しとな

った。仮想法科大学院を閲覧しながら、こういう指摘があるのではないかと自分の中で仮想的に

論敵を設定して、議論したことは大変であったが有意義であった。私が勝手に、HP から私淑し

てしまった面も多かったが、改め感謝申し上げる。 

同じく副査の生駒先生には入学以来、よくわからん学生を最後まで御面倒をみていただいたこ

とに感謝する。発散的傾向もあったかと思うが最後はそれなりにはまとめられたと思う。また、

結局生駒先生の科目は特別研究も含めて 7科目受講したこととなった。授業内容のいくつかは論

文中にも反映させたつもりである。改めて、感謝申し上げる。 

他に、特に次の各先生方の授業等々が本稿では役に立っているため、謝辞を述べたい。 

まず、意匠法的な外形での判断を本稿が重視したのは前出宮武氏の著作の影響も強いが、なに

より中村知広先生の意匠法の授業の影響が強い。意匠の類似を創作者の判断ではなく需要者目線

で判断する点を強調されていたことが、今回の自説にも役立った。大谷先生の著作権法による市

場秩序維持機能を重視する考え方と意匠法の混同説的考え方をブレンドしたことが、本稿での創

作的寄与の有無ではなく、外形的に創作性を判断するという考え方につながっている。 

 訴訟法の重要性が身に染みたのは、田上洋平先生の一連の授業である。正直、主張立証責任が

さっぱりわかっていなかったので、非常に勉強になると同時に、実体法ばかりでは真の理解はで

きないことがよく分かった。まだ十分に理解できていない点もあると思うが、本稿でもそのよう

な視点を取り入れる重要なきっかけとなっている。 
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 同じく谷口由紀先生には、5科目もお世話になり、そのうち民事訴訟法要論のレポート内容等、

本稿で記述の基本となった科目が多い。 

 知財におけるビジネス的視点という意味で、生駒先生はもちろん、宮本理恵先生、山本慶子先

生の知的資産経営及び川瀬幹夫先生の海外ビジネスプロデュースは非常に参考になった。経営的

視点は多くを取り入れることはできなかったが、ところどころで、それらしい観点が入っている

部分はこれらの授業による。 

 同じく実務的という意味で井上裕史先生と森寿夫先生の実務科目は非常に役にたった。できる

だけ実務的な視点も取り入れたつもりではあるが、まだ抽象論的なところが残ってしまった。そ

れでもいくらか抽象的でない判断チャートの作成など実務的な概念を取り入れることができたの

はこれらの授業のおかげである。 

 加藤ちあき先生には、論文テーマはかなり限定したほうが良いとアドバイスを受けた。かなり

論考は発散したが、テーマとしてはかなり限定的かつ具体的なものを定めていたので最後には何

はともあれ着地できた。もう少し広いテーマにしていたならば着地できなかった恐れもあったの

で、この点非常に感謝する。 

 土肥一史先生には、著作は引用もさせていただいたし、不正競争防止法による市場維持と独占

禁止法について、本文中には反映できていないが、その背後にあるもとして常に意識をさせてい

ただいた。本稿のテーマ設定から結論に至るまで、土肥先生の関連する論考は非常に強く影響し

ており、その点を改めて感謝を込めて明記する。 

 田村さん、安田さんはじめ学内事務の方がたにも感謝申し上げる。 

 その他まだ学外で謝辞を申し上げるべき方々もいらっしゃるが、特に勤務先のアジア航測株式

会社福島支店には御礼申し上げる。いまだ除染も完了していない多忙な中でできるだけ業務に支

障をきたさないように努力したつもりではあったが、ご迷惑をおかけしたこともあったかもしれ

ない。建設コンサルタント業といういわば半アカディミック業界では、アカディミック方面の活

動は奨励されるとはいえ、度が過ぎないか心配していたところであった。そのような中、自身も

勤務しながら博士号まで取得した上司から、自分も博論の時は仕事を放り投げていたから、仕事

を放棄してしまっても問題視はしないとまで言っていただき（本当に仕事を放棄したらさすがに

怒られたと思うが）、非常に助かり、最終盤では論文執筆に集中することができた。アカディミッ

ク方面とのつながりが強い会社とはいえ、様々配慮頂いたことに非常に感謝する。 

 ほか、結局用いらなかったが、元 TBS でロクラクⅡ事件の原告側として枢要な行為論に関与

した田中康之博士には AI についても含めて様々なご教示をいただいた。また、私の出身校です
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らないにもかかわらず、東洋大学の小林秀年先生には大変お忙しい中ご相談に乗っていただき、

所有権と占有権の関係をテーマにした論考の紹介と、それを知的財産権にも転用できるのではな

いかというアドバイスをいただいた。結局いずれも自説の変更で最終稿にはいかせなかったが、

考察過程においては非常に重要な示唆となった。 

 以上、長くなったが本稿は極めて多くの方々の影響のもと完成している。改めて、関係してい

ただいた全員に感謝を申し上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

巻末図表巻末図表巻末図表巻末図表

図表１ 

巻末図表巻末図表巻末図表巻末図表    

 トゥールミン図式の例（トゥールミン図式の例（

前掲書加賀山

トゥールミン図式の例（2つ） 

前掲書加賀山
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前掲書加賀山 2013p.15及び

前掲書平井

及び p30を参考に変形させて作成したもの

前掲書平井

を参考に変形させて作成したもの

前掲書平井 2010年 p.66

を参考に変形させて作成したもの

66を参考にしたもの

 

を参考に変形させて作成したもの 

 

考にしたもの 

 



 

 図表 2

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/s

内閣府知的財産戦略推進事務局「

p.2 

2 AI生成物のイメージ

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/s

内閣府知的財産戦略推進事務局「

生成物のイメージ

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/s

内閣府知的財産戦略推進事務局「

生成物のイメージ 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/s

内閣府知的財産戦略推進事務局「AIに関して残された論点（討議用）」平成
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https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/s

に関して残された論点（討議用）」平成

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/s

に関して残された論点（討議用）」平成

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/s

に関して残された論点（討議用）」平成

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/s

iryou4.pdf

に関して残された論点（討議用）」平成 29年 2月

 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/s

iryou4.pdf 

月 28日 

 

 

 

 

 

 



 

図表 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AIに関しての概念図に関しての概念図  
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筆者作成

 

筆者作成 

 



 

図表４ 

図表 5 

 

 

 

 

 

 

A：創作性がない場合

Ｂ：創作性はあるが、AI

のプログラミングを行っ

た者以外の人間の関

与がない場合。

Ｃ：創作性が、学習デー

タの選択とモデルの選

択に由来する場合

Ｄ：創作性が、AIの出力

結果の選択に由来する

場合

Ｅ－１：創作性があるも

のの、学習データとモデ

ル及びAIの出力結果の

選択がない場合。

Ｅ－２：利用者の管理

性がない場合（家庭用

AI）。

F：創作性があるもの

の、その創作性の由来

が不明な場合

※ここで、〇は人間の関与を示し、×は人間の関与がないことを示す。○／×は、関与があってもなくてもよいことを示す。一方、◎は創作性が由

来する行為である。

 いわゆる AI

 著作物性の要件

A：創作性がない場合

Ｂ：創作性はあるが、AI

のプログラミングを行っ

た者以外の人間の関

与がない場合。

Ｃ：創作性が、学習デー

タの選択とモデルの選

択に由来する場合

Ｄ：創作性が、AIの出力

結果の選択に由来する

Ｅ－１：創作性があるも

のの、学習データとモデ

ル及びAIの出力結果の

選択がない場合。

Ｅ－２：利用者の管理

性がない場合（家庭用

F：創作性があるもの

の、その創作性の由来

が不明な場合

※ここで、〇は人間の関与を示し、×は人間の関与がないことを示す。○／×は、関与があってもなくてもよいことを示す。一方、◎は創作性が由

来する行為である。

AI生成物に関与するものの場合分け

著作物性の要件 

創作性

なし

あり

あり

あり

あり

あり

あり

※ここで、〇は人間の関与を示し、×は人間の関与がないことを示す。○／×は、関与があってもなくてもよいことを示す。一方、◎は創作性が由

生成物に関与するものの場合分け

AIのプログラミング

○／×

○（◎）

○／×

○／×

○／×

○／×

○／×（◎）

※ここで、〇は人間の関与を示し、×は人間の関与がないことを示す。○／×は、関与があってもなくてもよいことを示す。一方、◎は創作性が由
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生成物に関与するものの場合分け

AIのプログラミング
学習データと

モデルの選択

○／×

○（◎）

○／×

○／×

○／×

○／×

○／×（◎） ○／×（◎）

※ここで、〇は人間の関与を示し、×は人間の関与がないことを示す。○／×は、関与があってもなくてもよいことを示す。一方、◎は創作性が由

生成物に関与するものの場合分け 

学習データと

モデルの選択

○／×

×

◎

○／×

×

×

○／×（◎）

※ここで、〇は人間の関与を示し、×は人間の関与がないことを示す。○／×は、関与があってもなくてもよいことを示す。一方、◎は創作性が由

AIの管理

○／×

×

○／×

○／×

〇

×

○／×（◎）

※ここで、〇は人間の関与を示し、×は人間の関与がないことを示す。○／×は、関与があってもなくてもよいことを示す。一方、◎は創作性が由

筆者作成

筆者作成

AIの管理 AIの出力結果の選択

○／×

○／×

○／×（◎） ○／×（◎）

※ここで、〇は人間の関与を示し、×は人間の関与がないことを示す。○／×は、関与があってもなくてもよいことを示す。一方、◎は創作性が由

 

 

筆者作成 

 

筆者作成 

AIの出力結果の選択

○／×

×

○／×

◎

×

×

○／×（◎）

※ここで、〇は人間の関与を示し、×は人間の関与がないことを示す。○／×は、関与があってもなくてもよいことを示す。一方、◎は創作性が由

 



 

図表 6 

図表 7 

 

 事実そのものの考え方

 創作性の考え方

事実そのものの考え方

創作性の考え方 

事実そのものの考え方 
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筆者作成

筆者作成

 

筆者作成 

筆者作成 
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図表 8 私見の枠組み 

 

筆者作成 

図表 9 私見の判断チャート 

 

筆者作成 

生成物

著作権無

創作性

NO

YES

AIは道具

NO

YES

AIを使用していた者

創作性を付与した者

推進計画

自説

創作性有生成物

人関与

NO

YES

選択に創作性

NO

YES

素材及び出力結果を

選択した者

AIの管理

AIへの指示が創作性

付与といえるレベルか

NO

YES

AI製作者

AIへ指示を与えた者

NO

YES

AIの管理者
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図表 10 学説比較表 

学説比較表学説比較表学説比較表学説比較表 各項目10点、合計100点で評価

評価指針　×＝0点　全く評価できない　△＝5点　最適とは言えないが妥当性はある　○＝10点、評価できる

AIオーサー説 プログラマー説

Stone Hristov

既存判例との整合性：判例
と整合的結果になるか

既存学説との整合性：判例

を解説している学説と整合
うるか（補足的）

コメント コメント

法的安定性：裁判の予測可
能性

○ AIに帰属するため予測性は高い ○ プログラマーに帰属するため予測性は高い

　　　　　学説名・主な主張者と筆者コメン
ト

　内容

具体的妥当性：事案に応じ

た柔軟性
△

常時AIへオーサーシップが帰属となるため柔軟

性は薄く場合によっては妥当性を欠く
△

常時プログラマーへオーサーシップが帰属とな

るため柔軟性は薄く場合によっては妥当性を欠
く

条文との整合性：条文から

導き出せるか
× そのような条文は存在しない △

職務著作規定などアナロジーとして用いること

のできる規定はある

× そのような判例は存在しない △
アナロジーとして用いることのできるものはあ

る。

社会的妥当性：結論は社会
的に妥当になるか

AIにオーサーシップを帰属することに社会的コ
ンセンサスはいまだなく、帰属させたところの

利益をどうするのかも不明

△
ソフトウェアの発展になる等メリットもある
が、使用者にとって不満が残る

判断のしやすさ：判断はし
やすいか

一見しやすそうに見えるが、実際は人間の創作
的寄与があるか否かの判断が非常に難しい

×

一見しやすそうに見えるが、使用者の創作的寄

与があった否かを判断することとなるため実際
は非常に難しい

×

×

○

AIが自動生成したものであるためAIを作成した

者へオーサーシップを帰属するという非常に明
確な理論

主張立証のしやすさ：裁判
で主張立証しやすいか

AIによる自動生成を主張立証することとなるの
で、比較的容易だが、だれが主張立証するの

か。AIが主張するのか等問題が多い。仮に当該
AI以外がAIによる自動作成を主張立証するとな

ると難しくなる

△

プログラマー側から見て、AIの使用者等人間に

よる創作的寄与が無いことの立証は困難。しか
し、おそらく挙証責任は転換され、相手方よ

り、AIの使用者等による人間の創作的寄与が
あったことを主張立証することとなるので比較

的容易になるが、結局創作的寄与の判断が難し
いため立証も困難。

△

AIが自動生成したものであるためAIにオーサー
シップが帰属するという非常に明確な理論

○ きわめて明確である

本説はプログラマーにオーサーシップをを帰属

させることに不具合があることが判明すれば反
証されるといえる為、反証可能性は高い

合格点ではあるが、判断性に問題があり、AIの
使用者が創作的寄与を主張した場合に判断は困

難。敢てAIを使用しないということを増幅させ
る可能性もあり、適切ではない

反証可能性：反証可能であ

るか
○

本説は、AIにオーサーシップを帰属させること

に不具合があることが判明すれば反証されると
いえる為、反証可能性は高い

65656565

○

ナン
バー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

明瞭性：学説は明瞭な内容
になっているか

○

50505050

○

総合評価
大規模な法律改正が必要であり、現状では取り

入れることは難しい

きわめて明瞭である

論理的明確性：論理的に明
確であるか
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ユーザー説 パブリック説

Samuelson Perry＆Margoni

既存判例との整合性：判例
と整合的結果になるか

既存学説との整合性：判例
を解説している学説と整合

うるか（補足的）

コメント
　　　　　学説名・主な主張者と筆者コメン

ト

　内容

ナン
バー

コメント

1
法的安定性：裁判の予測可

能性
○ AIの使用者に帰属するため予測性は高い ○

全てパブリックドメインになるため予測性は高
い

2
具体的妥当性：事案に応じ

た柔軟性
△

常時AIの使用者へオーサーシップが帰属となる
ため柔軟性は薄く場合によっては妥当性を欠く

△
常時パブリックドメインになるため柔軟性は薄
く場合によっては妥当性を欠く

3
条文との整合性：条文から

導き出せるか
△

そのような条文は存在しないが、使用者へその
ままオーサーシップが帰属とになることにＰＣ
使用の延長的考え方など一般的な考え方と合致
する。しかし創作的寄与が無いにもかかわらず
オーサーシップが帰属することは、職務著作が
あるとはいえ、著作者の条文からは離れる

○
人間の創作的寄与がない＝著作物性無という解
釈は一般的な解釈である

4 △

道具的使用に関しては整合し、創作的寄与がな
くとも、道具使用の延長ととらえることは可
能。ただし創作的寄与がないにもかかわらず
オーサーシップが帰属することには理由が薄い

△
一律に著作物性を無とすると、これまでは著作
物性があったようなものまでAIを活用したこと
で著作物性がなくなるため疑問有

5
社会的妥当性：結論は社会

的に妥当になるか
△

一般的感覚に最も近いが、創作的寄与がないも
のへオーサーシップが帰属することに疑問有。
使用者による大量の著作物が生み出される可能
性もある。またトロール的使用にも警戒が必要

×

一見利用者フレンドリーであるが、創作が停滞
しかねず、また権利がなくなるためAIを使用し
ないということも発生しかねない。また、権利
のあるものとないものが外形上見分けがつかな
い等問題も多い

6
判断のしやすさ：判断はし

やすいか
○

AIの使用者を特定すればよいため判断はしやす
い

×
一見しやすそうに見えるが、AI不使用の主張や
創作的関与があったか否かの判断は非常に難し
い

7
論理的明確性：論理的に明

確であるか
×

何故、創作的寄与がないAI使用者へオーサー
シップが帰属するのか論理的に明確でない

○
著作物性がないものはパブリックドメインとい
う極めて明快な論理である

8
主張立証のしやすさ：裁判
で主張立証しやすいか

○
権利を主張する者がAIの使用者であることを主
張立証するのみなので主張立証はしやすい

△

人間による創作的寄与が無いことの立証は困
難。おそらく、権利を主張する者により人間の
創作的寄与があったことを主張立証することと
なるので比較的容易だが、結局創作的寄与の判
断が難しいため立証も困難

9
明瞭性：学説は明瞭な内容

になっているか
○ きわめて明瞭である ○ きわめて明確である

10
反証可能性：反証可能であ

るか
○

本説はAIの使用者へオーサーシップを帰属させ
ることに不具合があることが判明すれば反証さ
れるといえる為、反証可能性は高い

○
本説はパブリックドメインにすることに不具合
があることが判明すれば反証されるといえる
為、反証可能性は高い

総合評価 70707070

創作的寄与がない者へ何故オーサーシップが帰
属するのかという理論的問題はあるが比較的取
り入れやすい学説である

65656565

合格点ではあるが、AIを使用すると権利がなく
なると解釈されAI活用が進まなくなる可能性も
あり、また判断も難しいため、適切とは言い難
い
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枢要な行為説 創作性説

大本 私見

既存判例との整合性：判例

と整合的結果になるか

既存学説との整合性：判例

を解説している学説と整合

うるか（補足的）

既存と変わらないが、創作性の判断には振れ幅

があり、予測可能性は若干低い
1

法的安定性：裁判の予測可

能性
×

枢要な行為をどう判断するかで個別具体判断に

なるので予測可能性は低い
△

　　　　学説名・主な主張者と筆者コメント

　内容
ナン

バー
コメント コメント

2
具体的妥当性：事案に応じ

た柔軟性
○

枢要な行為者を個別具体に特定するため柔軟な

解決ができうる
○

創作性を発揮したものを個別具体に特定するた

め柔軟性がある

3
条文との整合性：条文から

導き出せるか
× 条文にそのような根拠は無い ○

条文通りの解釈。外形的にしろ、個性の発露

（創作性）がある者へオーサーシップを帰属さ

せるため条文そのままである

4 ○
侵害の場合にロクラクⅡ他カラオケ法理があ

り、転用の是非はあるが根拠はある
○

創作性を判断して、その創作性があるものへ

オーサーシップを帰属させるため、多数の既存

判例（代表例として最高裁平成5年3月30日判

決、東京高裁平成11年11月17日判決、知財高裁

平成28年11月11日決定等）及び多くの学説（通

説的見解）から逸脱しない

5
社会的妥当性：結論は社会

的に妥当になるか
○

枢要な行為者を個別具体に特定するため社会的

に妥当な判断が期待できる
○

創作性を与えた者を個別具体に特定するため社

会的に妥当な結論を期待できる。また、そのよ

うな創作性が垣間見れないものをパブリックド

メインにすることでバランスもとれる

6
判断のしやすさ：判断はし

やすいか
× 枢要な行為の判断は非常に難しい △

既存判例でも創作性の判断は一部困難が生じて

いるため本説でも同様

7
論理的明確性：論理的に明

確であるか
△

枢要な行為者へオーサーシップを帰属させると

いう明確性はあるが、なぜ創作性ではなく枢要

な行為か、メルクマークとして用いるにして

も、創作性に関与していない者へオーサーシッ

プが帰属する理由が不明瞭

○

条文通り創作性で判断するので明確である。い

わゆるAI生成物全般への適用は異議も考えられ

るが、創作性が感じられれば著作物という理論

は既存理論とかわらず、AIが登場したことを過

大に考える必要性はない

8
主張立証のしやすさ：裁判

で主張立証しやすいか
×

「枢要な行為者」について主張立証するため、

何を枢要な行為とするかから主張立証が必要。

二段階（個別具体に枢要な行為は何で、その行

為者は誰）の主張立証となるので難しくなる

△

生成物にある者の個性の発露（創作性）がある

ことを主張立証するため明確ではあるが、外形

的とはいえ創作性の立証とそれをある者が与え

たとの立証は難しい。ただし、これは既存の状

況と特に変わることはない

9
明瞭性：学説は明瞭な内容

になっているか
○ きわめて明瞭である △

創作性を主体とする点は明確だが、ロジックは

やや複雑で、特に創作性を与えた者を判断する

スキームは明確とは言い難い

10
反証可能性：反証可能であ

るか
×

本説では、枢要な行為が何であるか定まってら

ず、「枢要な行為」自体を事例により取り替え

ることができるので、反証が難しい。枢要な行

為を行ったものにオーサーシップを帰属させる

ことが望ましくない、というのがどのような場

合かきわめて不明瞭。

△

「創作性」が何であるか、本説は個性の発露と

しているが、結局不明瞭なところもあり、反証

が難しい。創作性を与えたものにオーサーシッ

プを帰属することが望ましくないとの反証をす

ることがやや難しい

総合評価 45454545

検討当初採用を試みた説であるが、多角的に検

討したところ残念ながら社会的に妥当な結論を

出せるというメリット以外は良い結果とならな

かった

75757575

最高点であり、法的安定性や反証可能性、ロ

ジック・判断のしやすさに若干の問題はある

が、比較的優位ということで本説をとりたい
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筆者作成 

共同著作説

主張者無

既存判例との整合性：判例

と整合的結果になるか

既存学説との整合性：判例

を解説している学説と整合

うるか（補足的）

　　　　学説名・主な主張者と筆者コメン

ト

　内容

総合評価 30303030
当該理論を強く主張する論者も見当たらず、検

討外にする

9
明瞭性：学説は明瞭な内容

になっているか
△

なにをどうやって共同性を認定するか不明瞭で

既存の枠組みでは、おそらく認定できない

7

10
反証可能性：反証可能であ

るか
△

共同著作者の範囲が決まらない為、反証可能性

も不確実

8
主張立証のしやすさ：裁判

で主張立証しやすいか
× 共同性の立証はAIを介した場合非常に難しい

論理的明確性：論理的に明

確であるか
△

どこまでが共同著作者になるか、既存の要件と

の調整はどうするかという問題はあるが論旨は

明確である

6
判断のしやすさ：判断はし

やすいか
× 共同著作者の範囲をどうするか非常に難しい

4 ×
判例・学説から、このようなAIを介した著作に

おいて各要件を満たすことが難しい

5
社会的妥当性：結論は社会

的に妥当になるか
×

主観的結びつきの無い者同士が共同著作者とな

るので、権利行使及び活用が非常に難しくなる

3
条文との整合性：条文から

導き出せるか
△

条文は存在し、AIを介した共同著作とする余地

はある。ただし、いくつかの共同性の要件につ

いてきわめて疑問である

2
具体的妥当性：事案に応じ

た柔軟性
△

関係者のうちだれがどのように共同著作者とな

るか、調整は可能であるが、要件を考えると妥

当な結論を導き出せるかは不明

ナン

バー
コメント コメント

1
法的安定性：裁判の予測可

能性
△

共同著作性をどう判断するかが難しい。関係者

全員と解することも不可能ではないが際限なく

共同著作者が増える恐れもある
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主要・主要・主要・主要・引用引用引用引用・参照・参考・参照・参考・参照・参考・参照・参考文献一覧文献一覧文献一覧文献一覧    

（分野別） 

ⅠⅠⅠⅠ    AIAIAIAI 生成物のオーサーシップに関連する文献生成物のオーサーシップに関連する文献生成物のオーサーシップに関連する文献生成物のオーサーシップに関連する文献    

> Kalin Hristov著「Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma」（Volume 57 - Number 

3 IDEA 431 (2017)pp.431～454 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2976428よりダウンロード可 

>Mark Perry＆Thomas Margoni 著「From Music Tracks to Google Maps: Who Owns 

Computer-generated Works?」（(2010). Law Publications. Paper 27.） 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1647584よりダウンロード可 

>Pamela Samuelson著「Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works」 

 47 U. Pitt. L. Rev. 1185 (1985)(https://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1067/ ) 

>外川英明・高松孝行・加藤暁子・藤田昌子編 土肥一史先生古稀記念論文集「知的財産法のモ

ルゲンロート」中央経済社 2017 年 pp.387-378 大本康志著「サルの自撮り写真をめぐる著作権

法を中心とした法的諸問題－サルと AIの比較－」 

 

ⅡⅡⅡⅡ    著作権法著作権法著作権法著作権法全体全体全体全体に関する文献に関する文献に関する文献に関する文献    

>小野昌延先生喜寿記念刊行事務局編 小野昌延先生喜寿記念  

「知的財産法最高裁判例評釈大系Ⅲ」青林書院 2009年 

>小泉直樹・田村善之・駒田泰士・上野達弘編「著作権判例百選第 5版」有斐閣 2016年 

>作花文雄著「詳解著作権法第 5版」ぎょうせい 2018年 

>島並良・上野達弘・横山久芳著「著作権法入門第 2版」有斐閣 2016年 

>中山信弘著「著作権法第 2版」有斐閣 2014年 

>土肥一史著「知的財産法入門第 15版」中央経済社 2015年 

>半田正夫・松田政行編「著作権法コンメンタール１第二版」勁草書房 2015年 

>村林隆一先生古稀記念論文集刊行会編「判例著作権法」東京布井出版 2001年 

>その他文中にあるもの 

 

ⅢⅢⅢⅢ    私見私見私見私見構築構築構築構築に関連する文献に関連する文献に関連する文献に関連する文献    

>https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/首相官邸知的財産戦略本部 HP、知的財産推進計画

2016-2018等 
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>http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/d

ai4/siryou2.pdf 内閣官房知的財産戦略推進事務局「AI によって生み出される創作物の取扱い(討

議用)」2016年 

>https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/

dai6/siryou3.pdf内閣官房知的財産戦略推進事務局「AIによって生み出される創作物等の取扱い

（論点整理）」2016年 

>https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/

siryou4.pdf内閣府知的財産戦略推進事務局「AIに関して残された論点（討議用）」2017年 

>https://www.jpo.go.jp/indexj.htm特許庁 HP 

>http://www.mext.go.jp/文部科学省 HP 

>http://www.bunka.go.jp/index.html 文化庁 HP、文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委

員会資料等 

>http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/chosakuken/index.html 

 文化庁 著作権各種報告（懇談会・検討会議・調査研究） 

>http://www.cric.or.jp/index.html公益社団法人著作権情報センター（「CRIC」）HP、最新法令確

認・著作権審議会第 9小委員会（コンピュータ創作物関係）報告書等各種報告書 

>http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search2裁判所判例検索（具体的には文中の各判例） 

>http://cyberlawschool.jp/kagayama/index.html 加賀山茂ＨＰ「仮想法科大学院」 

>http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/ikeda-jx.htm（文化人類学者池田光穂氏 HP） 

>知的財産法政策学研究 Vol．42北海道大学編 2013年 

>青井秀夫著「法理学概説」有斐閣 2007年 

>井田良著「入門刑法学総論」有斐閣 2013年 

>宇賀克也・長谷部恭男編「情報法」有斐閣 2012年 

>内田貴著「民法Ⅰ〔第 3版〕総則・物権総論」東京大学出版会 2005年 

>牛木理一先生古希記念「意匠法及び周辺法の現代的課題」発明協会 2005年 pp.491-509岡邦俊

著「環境デザインと著作権」 

>大谷卓史著「情報倫理」みすず書房 2017年 

>大日方信春著「著作権と憲法理論」信山社 2011年 

>加賀山茂著「民法条文 100選－100ヵ条で学ぶ民法－」信山社 2017年 

>加賀山茂著「民法改正案における『社会通念』概念の不要性」明治学院大学法科大学院ローレ
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ビュー第 24号 2016年 pp.1−20 

>加賀山茂著「ビジュアル民法講義シリーズ１ 民法入門・担保法革命」信山社 2013年 

>加賀山茂著「債権担保法講義」日本評論社 2011年 

>加藤雅信著「新民法大系Ⅰ民法総則第 2版」有斐閣 2005年 

>現代思想 1990年 11月号（第 18巻第 11号）pp.58-98（解説含む）クリストファー・ストーン

著、岡㟢修、山田敏雄訳/畠山武道解説 

>出井甫著「AI生成物の著作物性の判断基準とその判断手法に関する一考察」（パテント 2018 Vol. 

71 No. 5 pp.59-66） 

>土屋俊監修、大谷卓史編著「改訂新版情報倫理入門」アイ・ケイコーポレーション 2014年 

>名津井吉裕、日渡紀夫、間渕清史、村上正子、安見ゆかり、渡部美由紀著「民事訴訟法」法学

書院 2007年 

>名和小太郎著「著作権法 2.0」NTT出版 2010年 

>野村豊弘・牧野利秋編集代表「現代社会と著作権法【斉藤博先生御退職記念論文集】」 

弘文堂 2008年 pp.179-196（大橋正春著「著作物性の主張立証」） 

>平井宜雄著「法律学基礎の研究－平井宜雄著作集Ⅰ」有斐閣 2010年 

>藤田広美著「講義民事訴訟法」東京大学出版会 2007年 

>宮武久佳著「知的財産と創造性」みすず書房 2007年 

>森村進著「財産権の理論」弘文堂 1995年 

>ロバート・P・マージェス著、山根崇邦・前田健・泉卓也訳「知財の正義」勁草書房 2017年 

>吉見俊哉著「現代文化論」有斐閣 2018年 

>その他文中にあるもの 

 

ⅣⅣⅣⅣ    AIAIAIAI及及及及びそれの関連事項に関しての技術的・社びそれの関連事項に関しての技術的・社びそれの関連事項に関しての技術的・社びそれの関連事項に関しての技術的・社会会会会的関連文献的関連文献的関連文献的関連文献    

>キャシー・オニール著、久保尚子訳「あなたを支配し社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠」 

インターンシフト 2018年 

>竹内郁雄編「AI人工知能の軌跡と未来」日経サイエンス 2016年 

>三宅陽一郎、森川幸人著「絵でわかる人工知能」SBクリエイティブ 2016年 

>フォーリン・アフェアーズ・リポート 2018 NO.7pp.6-13ケビン・ドラム著「『テクノロジー・

ワールド』－地政学革命としての人工知能」フォーリン・アフェアーズ・ジャパン 2018年 

>ニック・ボストロム著、倉骨彰訳「スーパーインテリジェンス 超絶 AIと人類の運命」日本経
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済新聞社 2017年 

>マーティン・フォード著、松本剛史訳「ロボットの脅威 人の仕事がなくなる日」 

日本経済新聞社 2015年  

>ルチアーノ・フロリディ著・春木良且・犬束敦史監訳、先端社会科学技術研究所訳 

「第四の革命 インフォスフィア 情報圏が現実をつくりかえる」新曜社 2017年 

>ルチアーノ・フロリディ/ラファエル・カプーロ/チャールズ・エス著、西垣通・武之内禎編著訳

「情報倫理の思想」NTT出版 2007年 

>その他文中にあるもの 

 

ⅤⅤⅤⅤ    その他主要その他主要その他主要その他主要参参参参考文献考文献考文献考文献    

>エッカ―マン著、山下肇訳「ゲーテとの対話上巻」岩波文庫 1968年 

>齋藤孝著「座右のゲーテ」（光文社新書）2005年 

>カール・R・ポパー著、小河原誠・隂山泰之訳「よりよき世界を求めて」未來社 1995年 

>戸田山和久著「新版 論文の教科書」NHKブックス 2012年 

>ユルゲン・ハーバーマス著、細谷貞雄・山田正行訳「公共性の構造転換第 2版」 

未來社 1994年 

>更科功著「進化論はいかに進化したか」新潮社 2019年 

>岡伸一著「生物と無生物のあいだ」講談社現代新書 2007年 

>その他文中にあるもの 


