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ߪߓߦ
1.

ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߩ⋡⊛

࠺ࠫ࠲࡞ൻࡀ࠶࠻ࡢࠢൻ߇ᕆㅦߦㅴዷߔࠆਛߢ⪺ޔ‛ߩ᭽ߥޘ↪ᒻᘒ߇ߒ
ߡ߅ࠅޔᮭߩ⼔ߣ↪ߩṖൻߩࡃࡦࠬࠍߤ߁ߔࠆ߆ߣ߁ᣂߚߥ⺖㗴߇⊒↢ߒߡ
ࠆޕ
ߘߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߩਛߢޔᮭ⠪ߩ⋉ࠍਇᒰߦኂߒߥ▸࿐ߢ↪ߩṖൻࠍ࿑ࠆߚ
ߦߪ⪺ޔᮭᴺߩᮭ㒢ⷙቯࠍ⋥ߔߴ߈ߢࠆߣߩᗧ߇ࠆޕᚒ߇࿖ߩ႐วޔᮭ
㒢ߦߟߡߪߥ߁ࠃߩࠬࡦࡈ߿࠷ࠗ࠼ޔᄢ㒽ᴺ♽ߩ⪺ᮭᴺߣห᭽⊛⑳߫߃ޔ
↪⋡⊛ޔᢎ⢒⋡⊛ޔ㓚ኂ⠪⋡⊛ߩࠃ߁ߦߩޘ↪ᒻᘒߏߣߦ৻ቯߩ᧦ઙࠍቯᮭ
㒢ߩኻ⽎ߣߔࠆߣ߁㒢ቯᣇᑼࠍណ↪ߒߡࠆߥ߁ࠃߩߎޕᐲߦኻߒޔ
㒢ቯᣇᑼߢߪޔ↪ᒻᘒߩᄙ᭽ൻߦኻᔕߢ߈ߥߣߎࠈ߆ࠄ☨߫߃ޔ࿖ߩࡈࠚࠕ
࡙ࠬⷙቯߦࠄࠇࠆࠃ߁ߥ৻ޔቯߩ൮⊛ߥ⠨ᘦⷐઙࠍቯߚߢޔᮭ㒢ߦᒰߔ
ࠆ߆ุ߆ߪⵙ್ᚲߩ್ᢿߦᆔߨࠆߣ߁ᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯᣇᑼࠍዉߔߴ߈ߢߪߥ߆
ߣ߁⠨߃߇ࠆߩߎޕὐߦߟߡߪޔᣢߦޔᤓᐕߩ 11 ߦᐭߩ⍮⊛⽷↥ᚢ⇛ᧄㇱߩ࠺ޟ
ࠫ࠲࡞ࡀ࠶࠻ᤨઍߦ߅ߌࠆ⍮⊛⽷↥ᐲኾ㐷⺞ᩏળࠄ߆ޠᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯ㧔ࠊࠁ
ࠆᣣᧄ

ࡈࠚࠕ࡙ࠬⷙቯ㧕ߩዉߦߟߡឭ⸒߇ⴕࠊࠇߡࠆޕ

ߎߩᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯߦߟߡߪᦼޔ㧔╙ 9 ᦼ㧕ߩᢥൻክ⼏ળ⪺ᮭಽ⑼ળߢᬌ⸛
߇ⴕࠊࠇࠆߎߣߦߥߞߡࠆ߇ޔᒰⷙቯߩዉߦߟߡߪޔᚒ߇࿖ߩ⪺ᮭᐲߩ♽
ߦ߽㑐ㅪߔࠆ㊀ⷐߥ⺖㗴ߢࠆߣߎࠈ߆ࠄ⪺ޔᮭಽ⑼ળߦ߅ߌࠆክ⼏ࠍṖߦㅴࠆߚ
ߦߪޔၮ␆⊛ߥ⾗ᢱࠍᢛߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ᧄ⎇ⓥળߪߥ߁ࠃߩߘޔ⠨߃ࠍ〯߹߃⪺ޔᮭಽ⑼ળߩോዪࠍᜂᒰߔࠆᢥൻᐡߩᆔ⸤
ࠍฃߌߡ㐿ߐࠇߚ߽ߩߢࠅޔᆔ⸤ߩ⿰ᣦߦᓥⷙ⥸৻ޔቯߩዉߦߟߡ৻ޔቯߩᣇ
ะᕈࠍ␜ߒߚࠅ․ޔቯߩ⚿⺰ࠍឭ⸒ߔࠆࠃ߁ߥߎߣߪⴕࠊߕ⪺߽ߢ߹ߊޔᮭಽ⑼ળߦ
߅ߌࠆክ⼏ߩߚߩၮ␆⊛ߥ⾗ᢱߩᢛࠍ⋡⊛ߣߒߡ⎇ⓥࠍⴕߞߚޕ
ߥ߅⎇ᧄޔⓥળߩ⺞ᩏᣇᴺߦߟߡߪޟޔ2.

ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߩᣇᴺࠍޠෳᾖߒߡߚߛ߈ߚ

߇ోޔࠍㅢߓߡߚߣ߈ߪ▎ᚲߏߣߦ߹ߣᣇߩᒻᑼ߇⇣ߥߞߡࠆ߇ޔᢓ߃ߡ⛔৻
ߖߕߦޔᓟߩ⼏⺰ߩෳ⠨ߣߥࠅ߁ࠆᖱႎࠍߘࠇߙࠇߩ⿰ᣦߦᔕߓߚᒻᑼߢ߹ߣߡࠆ
ᰴ╙ߢࠆޕ
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ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߩᣇᴺ

2.

㧔1㧕
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ߩࠆ⼂⠪ߦࠃࠅ᭴ᚑߐࠇࠆ⪺ޟᮭᐲߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥળޠ
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ਥછ⎇ⓥຬ

ᷰㄝ

⌀⍾

⚻༡ၞ╷ㇱ

⎇ⓥຬ

╴

ᙗม

↥ᬺ⎇ⓥቶ

2

⎇ⓥຬ

ԙ

⎇ⓥળߩ㐿ⷐ

⎇ⓥળߪએਅߩࠃ߁ߥࠬࠤࠫࡘ࡞⼏㗴ߦߡ㐿ߒߚޕ
㐿ᣣߣਥߥ⼏㗴
ᐔᚑ 20 ᐕ 12  24 ᣣ㧔᳓㧕
╙1࿁

(1) ᮭ㒢ߦ㑐ߔࠆ৻⥸ⷙቯߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㗄ߦߟߡ
(2) ࠬࠤࠫࡘ࡞ߦߟߡ
ᐔᚑ 21 ᐕ 2  2 ᣣ㧔㧕
(1) ☨⧷ޟᴺ߮ᄢ㒽ᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯ╬ߩ᭴ㅧ╬ߩᢛℂߩޠ

╙2࿁

ේⓂၫ╩ᜂᒰಽߦߟߡߩਛ㑆ႎ๔
(2) ⪺ⴕޟᮭᴺߩ⸃㉼ߦࠃࠆᮭ㒢ߩᄢㆡ↪ߣߘߩ㒢⇇ޔޠ
ޟᚒ߇࿖ߦ৻⥸ⷙቯࠍዉߔࠆᗧ⟵ᔅⷐᕈߣߦዉߔࠆ႐ว
ߩ⺖㗴ߩᢛℂߡߟߦޠԘ
ᐔᚑ 21 ᐕ 2  18 ᣣ㧔᳓㧕
(1) ⪺ⴕޟᮭᴺߩ⸃㉼ߦࠃࠆᮭ㒢ߩᄢㆡ↪ߣߘߩ㒢⇇ޔޠ
ޟᚒ߇࿖ߦ৻⥸ⷙቯࠍዉߔࠆᗧ⟵ᔅⷐᕈߣߦዉߔࠆ႐ว

╙3࿁

ߩ⺖㗴ߩᢛℂߡߟߦޠԙ
(2) ☨⧷ޟᴺ߮ᄢ㒽ᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯ╬ߩ᭴ㅧ╬ߩᢛℂߩޠ
ਛ㑆ႎ๔⾗ᢱᡷ⸓

ߦߟߡ

(3) ޟෳ⠨⾗ᢱ㓸ߦޠឝタߔߴ߈⾗ᢱߦߟߡ
(4) ᓟߩࠬࠤࠫࡘ࡞ߦߟߡ
ᐔᚑ 21 ᐕ 3  12 ᣣ㧔ᧁ㧕
(1) ☨⧷ޟᴺ߮ᄢ㒽ᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯ╬ߩ᭴ㅧ╬ߩᢛℂߩޠ
ේⓂၫ╩ᜂᒰಽߦߟߡߩਛ㑆ႎ๔
╙4࿁

(2) ⪺ⴕޟᮭᴺߩ⸃㉼ߦࠃࠆᮭ㒢ߩᄢㆡ↪ߣߘߩ㒢⇇ޠ
ޟᚒ߇࿖ߦ৻⥸ⷙቯࠍዉߔࠆᗧ⟵ᔅⷐᕈߣߦዉߔࠆ႐ว
ߩ⺖㗴ߩᢛℂߡߟߦޠԚ
(3) ᓟߩࠬࠤࠫࡘ࡞╬ߦߟߡ
ᐔᚑ 21 ᐕ 3  30 ᣣ㧔㧕
(1) ☨⧷ޟᴺ߮ᄢ㒽ᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯ╬ߩ᭴ㅧ╬ߩᢛℂߩޠ
ේⓂၫ╩ᜂᒰಽߦߟߡߩᦨ⚳ႎ๔

╙5࿁

(2) ⪺ⴕޟᮭᴺߩ⸃㉼ߦࠃࠆᮭ㒢ߩᄢㆡ↪ߣߘߩ㒢⇇ޠ
ޟᚒ߇࿖ߦ৻⥸ⷙቯࠍዉߔࠆᗧ⟵ᔅⷐᕈߣߦዉߔࠆ႐ว
ߩ⺖㗴ߩᢛℂߡߟߦޠԛ
(3) ႎ๔ᦠߩ᭴ᚑߦߟߡ

3

㧔2㧕

⪺ޟᮭᐲߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥળޠᆔຬߦࠃࠆේⓂၫ╩

ᧄႎ๔ᦠߩฦ㗄⋡ߦߟߡߪޔᆔຬ߇ಽᜂߒޔฦᜂᒰㇱಽߦߟߡ⺞ᩏ⎇ⓥࠍߒߚᚑ
ᨐࠍၫ╩ߒߚޕේⓂ᩺ߦߟߡߪޔㅀߩㅢࠅ⎇ޔⓥળߦ߅ߡ⊒ߒޔᬌ⸛ࠍᷓߚޕ

ၫ╩⠪

ਥߥᜂᒰಽ㊁

ᜂᒰ㗄⋡

㊁㆐ᒄᐳ㐳

⺰ὐో⥸

╙Σ┨╙ޔΥ┨
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☨࿖ᴺ್
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㚤↰ᵏᆔຬ

ᄢ㒽ᴺ

╙Τ┨ 7.

㤗ሶᆔຬ

☨࿖ᴺቇ⺑

╙Τ┨ 1.ޔ2.ޔ4.㧔1㧕㧔2㧕

ጊᧄ㓉มᆔຬ

⧷ㅪ㇌⻉࿖ᴺ

╙Τ┨ 4.㧔3㧕ޔ5.ޔ6.

㧔3㧕

ߘߩઁ

Ԙ

ᢥ₂⾗ᢱ⺞ᩏ

ਥߦ⻉ᄖ࿖ߦ߅ߌࠆ㑐ㅪⷙቯߦ㑐ߔࠆᖱႎߦߟߡޔෳ⠨࿑ᦠ⺰ᢥ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔ
ߩ⾗ᢱ╬ߩ࿖ౝᄖߩᢥ₂⾗ᢱࠍᐢߊ㓸ߒ⺞ᩏߒߚޕ

ԙ

ෳ⠨⾗ᢱߩ⠡⸶

⸥ᢥ₂⾗ᢱߩ߁ߜߦ․ޔෳ⠨ߣߥࠆ⾗ᢱߢޔ⸶

ߩሽ߇⏕ߢ߈ߥ߽ߩߦߟ

ߡߪޔ⠡⸶ᬺࠍⴕߞߚޕ

1

ߥ߅ޔෳ⠨⾗ᢱ✬ޟ1.☨࿖ࡈࠚࠕ࡙ࠬ㑐ㅪ್ߩᬌ⸛㧔್ߩ⚦㧕
 ╙ޔߜ߁ߩޠ2 Ꮌ࿁ប⸷
ⵙ್ᚲߩޟNo.1 American Geophysical Union v. Texaco Inc., 60 F.3d 913 (2nd Cir.1994)ޔߪߡߟߦޠᆔ
ຬ߇ᜂᒰߒߚ߽ߩߢࠆޕ

4

╙Σ┨

ⴕᴺߩ⁁ᴫ

ߪߓߦ

1.

ᧄ┨ߢߪ⪺ⴕޔᮭᴺߦ߅ߌࠆ⪺ᮭ㒢ⷙቯߩ⁁ᴫߣߘߩ㗴ὐߦߟߡᬌ⸛ߔࠆ
ߣߦߦࠇߎޔኻߔࠆ⸃╷ߣߒߡ⠨߃ࠄࠇࠆ⸃㉼⺰┙ᴺ⺰ߦߟߡⷰߔࠆ߽ߩߢ
ࠆޕ
ߥ߅⪺ⴕߪߢ┨ᧄޔᮭᴺߩ㗴ὐߣߘߩ⸃น⢻ᕈࠍߋࠆ⺰ὐࠍᐢߊߔࠆߚ
⎇ᧄޔⓥળߦ߅ߡⴕࠊࠇߚ⼏⺰ࠍ㨇ᧄ⎇ⓥળߦ߅ߌࠆ⼏⺰㨉ߣߒߡឝタߒߚߒ߆ߒޕ
ߥ߇ࠄޔታ㓙ߦߪᤨ㑆ߩ⚂╬ߩߚචಽߦ⼏⺰ߢ߈ߥ߆ߞߚ⺰ὐ߽߹ࠇࠆߎߣ⺰⼏ޔ
ߩߔߴߡࠍ㍳ߢ߈ߡߥߎߣ⎇ᧄߚ߹ޔⓥળߢߩ⼏⺰ߪ⺰ὐߒߩߚߦⴕࠊࠇߚ߽
ߩߢࠅ৻ޔቯߩᣇะᕈࠍ␜ߔߎߣ߿⎇ᧄޔⓥળߣߒߡߩ✚ᗧࠍ␜ߔߎߣࠍ⿰ᣦߣߒߚ߽
ߩߢߪߥߎߣ⇐ߏߪߡߟߦޔᗧߚߛ߈ߚޕ

2.

㗴ߩᚲ
ࠊ߇࿖⪺ᮭᴺߦ߅ߌࠆ⪺ᮭ㒢ⷙቯ㧔⪺ᮭᴺ 30㨪49 ᧦㧕ߪޔⷙቯ߇㒢ቯ

ߐࠇߚ߽ߩߢࠆޔ߽߆ߒޕᓥ᧪ߩવ⛔⊛ㅢ⺑ߦࠃࠇ߫ޔᮭ㒢ⷙቯߪߊ߹ߢᮭ
⼔ߣ߁ේೣߩᄖߣߒߡ෩ᩰߦ⸃㉼ߔߴ߈ߣߐࠇߡ߈ߚޔߚߩߘޕᮭ㒢ⷙቯߪߘ
ߩᢥ⸒એߦ⁜ߊ⸃㉼ߐࠇߡ߈ߚ㧔߃߫ޔኅᐸౝߢࡆ࠺ࠝ㨯ࠗࡉࠍᚑߔࠆߎߣ
ߪ⪺ᮭᴺ 30 ᧦ 1 㗄ߩ⑳⊛ⶄߦᒰߚࠄߥߣߐࠇߡ߈ߚ4㧕ޔߚ߹ޕ㒢ⷙቯࠍ㘃ផㆡ↪

2

3

4

㗴ߩᚲ╬ߦߟߡߪࠅߚߒߐޔ㊁㆐ᒄ⪺ޟᮭᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯߩౣᬌ⸛
ᣣᧄ ࡈ
ࠚࠕ࡙ࠬߩน⢻ᕈ
 ࠻ࠗࡇࠦޠ560 ภ 2 㗁㧔2007 ᐕ㧕ෳᾖ㧔2007 ᐕ 9  19 ᣣ⻠Ṷ㍳㧕
ޕ
߃߫ޔᢧ⮮ඳޡ⺑⪺ᮭᴺޢ㧔৻☸␠╙ޔਃ ޔ1994 ᐕ㧕14 㗁એਅߪޔ
ޟᴺ߇ᱜߥ↪ߦ⇐ᗧߔ
ࠆࠃ߁᳞ࠆߣߒߡ߽߽ߢ߹ߊߪࠇߎޔᮭߩ⼔ࠍ╙৻ߣߒߟߟ߽ޔᄖ⊛ߦ৻ޔቯߩ㒢ࠄࠇߚ႐
วߦᮭࠍ㒢ߒࠃ߁ߣߔࠆࠊߌߢࠆޔߡߞ߇ߚߒ̖̖ޕ30 ᧦ࠍߪߓߣߔࠆᮭࠍ㒢ߔࠆ⻉ⷙ
ቯࠍ⸃㉼ㆡ↪ߔࠆߦ㓙ߒߡ߽ޡ߇ࠄࠇߎޔᄖ⊛ߦޢቯࠄࠇߡࠆߎߣࠍߟߨߦ⠨߃ߥߌࠇ߫ߥࠄ
ߥࠄࠇߎޔߜࠊߥߔޕ㒢ⷙቯߩ⸃㉼ㆡ↪ߪദߡ෩ᩰߦߥߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥޔߚ߹ޕࠆߔߣޠ
ⵙ್ߦ߅ߡ߽⪺ޔᮭ㒢ⷙቯࠍ㘃ផㆡ↪ߔࠆࠃ߁ߥ߽ߩߪߥ߆ߞߚ㧔᧲੩್ᐔᚑ 20 ᐕ 1  31
ᣣާቲౖઙ㧦╙৻ክި㧔⪺ᮭᴺ 38 ᧦ 4 㗄㑐ଥ㧕
᧲ޔ੩್ᐔᚑ 20 ᐕ 2  26 ᣣާ␠ᐡ㧸㧭㧺
㔚ሶឝ␜ ઙި㧔⪺ᮭᴺ 42 ᧦ 1 㗄㑐ଥ㧕╬ෳᾖ㧕ޕ
ടᚭⴕ⪺ޡᮭᴺㅙ᧦⻠⟵ޢ
㧔⪺ᮭᖱႎࡦ࠲ޔ⸓ᣂ ޔ2006 ᐕ㧕225 㗁ߪ⪺ޔᮭᴺ 30 ᧦㧝
㗄ߦ㑐ߒߡޟޔੱ⊛↪ߩߚߢࠆ߆ࠄߣߞߡኅᐸߦࡆ࠺ࠝࠗࡉࠍࠅ࠹ࡆ⇟⚵╬
ࠍ㍳↹ߒߡᄙᢙߩᤋࡄ࠶ࠤࠫࠍ߃ࠆⴕὑ߇ࠄࠇࠆ߆ߣ߹ߔߣ⚂᧦࡞ࡌޔ⸵ኈߐࠇࠆ
ࠤࠬߣߒߡߩ⪺ޡ‛ߩㅢᏱߩ↪ࠍᅹߍߕ⪺ޔߟ߆ޔ⠪ߩᱜᒰߥ⋉ࠍਇᒰߦኂߒߥߎߣߣޢ
߁᧦ઙࠍల⿷ߒߡࠆߣߪᐩ߃ߥߣ߁㗴߇ߡ߹ࠅ߹ߒࠂ߁┙ߩ᧦ᧄޕᴺ⿰ᣦ߇㐽㎮⊛
ߥ▸࿐ౝߩ㔖⚦ߥ↪ࠍࠆߎߣߦࠆߎߣ߆ࠄߔࠇ߫ޔᐲࠍㆊ߉ߚⴕὑߪᧄ᧦ߩ⸵ኈߔࠆ㒢ࠅߢߪ
ߥߣ෩ᩰߦ⸃ߔߴ߈ߢࠅ߹ߔࠆߔߣޠ㧔߹ߚޔጊᧄ㓉มޟᮭ㒢ߩᴺℂߣ⑳⊛ⶄߩ㒢⇇ޠ
ޡ⍮
⊛⽷↥ᮭᴺߣ┹ᴺߩઍ⊛ዷ㐿⼱⚉ޢᥰ↵ᢎฎ⒘⸥ᔨާ⊒දળޔ2006 ᐕި893 㗁એਅ߽หᣦ㧕
ޕ
ߎߩࠃ߁ߦ⨲ޔ⠪ߪᮭ㒢ⷙቯࠍߘߩᢥ⸒એߦ෩ᩰߦ⸃㉼ߒߡ߈ߚߣߎࠈ߇ࠆߩߎޔߒ߆ߒޕ

5

ߔࠆߎߣߪࠄࠇߥߣ⠨߃ࠄࠇߡ߈ߚޕ
ߎߩࠃ߁ߦ⪺ᮭ㒢ⷙቯ߇㒢ቯߢࠅߟ߆ޔ෩ᩰ⸃㉼ߐࠇߡ߈ߚߎߣߪᰴߩࠃ߁
ߥ㗴߇ࠆߩߢߪߥ߆ࠈ߁߆ޕ

㧔1㧕

ታ㕙

߹ߕታ⊛ߥⷰὐ߆ࠄߒߡޔᮭ㒢ⷙቯߩ෩ᩰ⸃㉼ࠍ⽾ߊߣޔታ⊛ߦߺߡਇㇺวߣ
⠨߃ࠄࠇࠆߩࠆࠤࠬࠍዋߥ߆ࠄߕ߽ߚࠄߒߡࠆߩߢߪߥߢࠈ߁߆ޔߒ߽ޕ
ߘࠇࠄ߇ߔߴߡᮭଚኂߛߣ߁ߎߣߦߥࠆߥࠄ߫ޔᒻᑼ⊛ߦߺࠇ߫ታߩ␠ળߦߪ⪺
ᮭଚኂ߇Ᏹᘒൻߒߡࠆߎߣߦߥࠅ߆ߨߥޕ
߃߫⪺ޔᮭᴺ 30 ᧦㑐ଥ㧔㧦ડᬺౝⶄࡉࠗࠝ࠺ࡆޔ㧕ޔ31 ᧦㑐ଥ㧔㧦
⪺‛ߩ৻ޟㇱಽޔࡉࠗࠞࠕࡉࠚ࠙ޔⶄࠆ߃ࠍޠ࿑ᦠ㙚⾗ᢱߩ㧲㧭㨄ㅍା㧕ޔ32 ᧦
㑐ଥ㧔㧦ࡄࡠ࠺ࠖࡦ࡚ࠪࠢࠝ࠻࠶ࡀޔ㧕ޔ41 ᧦㑐ଥ㧔㧦౮ࠅㄟߺ㧕ޔ43 ᧦㑐ଥ㧔㧦

ࠃ߁ߥ⸃ߦߒߚ߇߁ߣ߃ߣߚޔੱ⊛ߦ㐓⾨ߔࠆ⋡⊛ߢߞߡ߽ޔኅᐸ↪ߩࡂ࠼࠺ࠖࠬࠢࠦ࠳
ߢᄢ㊂ߩ࠹ࡆ⇟⚵ࠍ㍳↹ߒߡሽߔࠆⴕὑߪⶄᮭଚኂߦߥߞߡߒ߹߁ߎߣߦߥࠆޔߪߊߒޕ
㊁೨ឝᵈ㧔2㧕8 㗁એਅෳᾖޕ
5 ᓥ᧪ߩㅢ⺑್ߦࠃࠇ߫ޔડᬺߥߤߩ࿅ౝㇱߢ↪ߔࠆߚߦⶄ߇ⴕࠊࠇࠆ႐วߪⷙߩⶄޔᮨ
╬ߦ߆߆ࠊࠄߕ⑳⊛↪㧔⪺ᮭᴺ 31 ᧦ 1 㗄㧕ߦ߹ࠇߥߣ⸃ߔࠆߩ߇৻⥸⊛ߢࠆ㧔ടᚭ೨ឝ
ᵈ㧔4㧕226 㗁ߪޔ
ޟળ␠╬ߦ߅ߌࠆౝㇱ⊛↪ߩߚߩⶄⴕὑߪߊࠃޔ㗴ߦߥࠅ߹ߔߌࠇߤ߽⪺ޔ
ᮭᴺߩޡኅᐸౝߦḰߕࠆ㒢ࠄࠇߚ▸࿐ౝߪߦ↪ߩߢޢᒰߚߒ߹ߖࠎ᧲ޔߚ߹ޕࠆߔߣޠ੩
್ᤘ 52 ᐕ 7  22 ᣣήⵙ㓸 9 Ꮞ 2 ภ 534 㗁ާ⥰บⵝ⟎⸳⸘࿑ઙި߽หᣦ㧕
ޕታ㓙ߩߣߎࠈ␠ޔ࿅
ᴺੱᣣᧄⶄ౮ᮭࡦ࠲╬ߥߤߦࠃࠅ⸵⻌߇ਈ߃ࠄࠇߡࠆ߽ዋߥߊߥ߆ࠈ߁␠ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕౝ
ࠍ෩ኒߦࠇ߫߇⻌⸵ޔਈ߃ࠄࠇߡߥⶄߣ߁߽ߩ߽ᄙᢙⴕࠊࠇߡࠆߩߢߪߥ߆ߣᕁࠊࠇࠆ
㧔߃߫ߩ࠻ࠗࠨࡉࠚ࠙ߩ␠ઁޔශߩ߳ࠢࠬࠖ࠺࠼ࡂޔሽ㧕
ޔߢߎߘޕડᬺౝⶄߦߟߡ⪺
ᮭᴺ 30 ᧦ 1 㗄ߩ㘃ផㆡ↪ࠆߪᮭỬ↪ߢߩಣℂࠍᬌ⸛ߔࠆ⸃߽ࠆ㧔↰ༀਯ⪺ޡᮭᴺ⺑ޢ
ާ㑑╙ޔੑ ޔ2001 ᐕި200 㗁ෳᾖ㧕
ޔߪߊߒޕ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕7 㗁એਅෳᾖޕ
6 ೨ឝᵈ㧔4㧕ෳᾖޕ
7 ⪺ᮭᴺ 31 ᧦ߦࠃࠇ߫ޔ߫߃ޔ
ޟ࿑ᦠ㙚╬ߩ↪⠪ߩ᳞ߦᔕߓ⺞ߩߘޔᩏ⎇ⓥߩ↪ߦଏߔࠆߚߦޔ
ߐࠇߚ⪺‛ߩ৻ㇱಽ㧔⊒ⴕᓟ⋧ᒰᦼ㑆ࠍ⚻ㆊߒߚቯᦼೀⴕ‛ߦឝタߐࠇߚߩ⪺‛ߦߟߡ
ߪోߩߘޔㇱ㧕ߩⶄ‛ࠍ৻ੱߦߟ߈৻ㇱឭଏߔࠆ႐วޠ
㧔ห᧦ 1 ภ㧕ߪޔ࿑ᦠ㙚ߦ߅ߌࠆⶄ߇⸵ߐ
ࠇࠆޔߒߛߚޕ
⪺ޟ‛ߩ৻ㇱಽ⨲ޔߪߣޠ⠪ߦࠃࠇ߫ޔ
ޟዋߥߊߣ߽⪺‛ోߩඨಽએਅߢࠆߎ
ߣࠍⷐߒ߹ߔࠄ߆ߣߎࠆߡࠇߐߣޠ㧔ടᚭ೨ឝᵈ㧔4㧕239 㗁ෳᾖ㧕
ޔቯᦼೀⴕ‛ߦឝタߐࠇߚ߽ߩ
ߢߥ㒢ࠅޔඨಽએਅߒ߆ⶄߢ߈ߥߎߣߦߥࠆ⊖್ࠆࠁࠊޔ߫߃ޕㆬߦឝタߐࠇߚ㐿߈㧞
㗁ߩ⹏㉼⺰ᢥߪޔ࿑ᦠ㙚ߦ߅ߡߪ 1 㗁ಽߒ߆ⶄߢ߈ߥߎߣߦߥࠆޔߪߊߒޕ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕
8 㗁એਅෳᾖޕ
8 ⪺ᮭᴺ 31 ᧦ߦࠃࠇ߫ޔห᧦ߦឝߍࠄࠇߚ႐วߦ㒢ࠅⶄߔࠆߎߣߒ߆⸵ߐࠇߥߚࠗࠨࡉࠚ࠙ޔ
࠻ࠍ✂⟜⊛ߦ㓸ߔࠆߎߣߪ⸵⻌߇ߥ㒢ࠅߢ߈ߥߎߣߦߥࠆޔߪߊߒޕ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕10 㗁
ෳᾖޕ
9 ⪺ᮭᴺ 31 ᧦ߪߊ߹ߢ᧦߁ߣޠࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔⶄޟᢥߦㆊ߉ߥߚޔ↪⠪ߦኻߒߡ߽ޔ
ઁߩ࿑ᦠ㙚ߦኻߒߡ߽ࠍߩ߽ߚߒࡇࠦޔㇷㅍߔࠆߎߣߪߢ߈ߡ߽ߡߞࠃߦ࡞ࡔ߿ࠬࠢ࠶ࠔࡈޔㅍା
ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ߽ߩߣ⸃ߐࠇߡࠆޔߪߊߒޕ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕10 㗁ෳᾖޕ
10 ᦨ್ᤘ 55 ᐕ 3  28 ᣣ᳃㓸 34 Ꮞ 3 ภ 244 㗁ާࡄࡠ࠺ࠖ ࡕࡦ࠲ࠫࡘઙ㧦╙৻ᰴ๔ክިෳᾖޕ
11 ߃߫⥄ޔಽ߇ᚲߒߡࠆ⛗↹ࠍࡀ࠶࠻࡚ࠝࠢࠪࡦߢ┹ᄁߦ߆ߌࠆߣ߁႐วࠍ↹⛗ߩߘޔ౮⌀
ᓇߒߡߎࠇࠍឝタߔࠆߩ߇᥉ㅢߢࠆ߇ࠍ↹⛗ޔᚲߒߡࠆߣߒߡ߽⪺ߡߟߦ↹⛗ߩߘޔᮭࠍ
ᜬߞߡࠆߣ߁ߎߣߪ⒘ߢࠆ߆ࠄⴕߩߎޔὑߪઁੱߩ⪺‛ࠍήᢿߢⴐㅍାߔࠆߎߣߦߥߞߡߒ
߹߁ࠍ↹⛗ߢ࠻ࠗࠨߪࠇߎޔߚ߹ޕᛕ⹏╬ߒߡࠆࠊߌߢߪߥ߆ࠄ⪺ޔᮭᴺ 32 ᧦ 1 㗄ࠍᓥ᧪ߤ߅
ࠅ෩ᩰ⸃㉼ߔࠆߣⴕߚߒ߁ߎޔὑߪห㗄ߩㆡ↪ࠍฃߌߕ⚿ޔᨐߣߒߡⴐㅍାᮭߩଚኂߦߥߞߡߒ߹߁

6

㕖༡Ṷᄼߦ߅ߌࠆ✬ᦛ⚂ⷐޔᒁ↪⊛⑳߈ߥⶄޔ⠡᩺㧕
ޔ49 ᧦㑐ଥ㧔㧦ㆡᴺߦ⑳⊛
ⶄߒߚ⟤ⴚߩ⋡⊛ᄖዷ␜㧕ߥߤߪ߽ࠇߕޔᣢሽߩᮭ㒢ⷙቯߦ⏕ߦᒰߡߪ߹ࠄߥ
ߚⷙߩߎޔቯࠍ෩ᩰߦ⸃㉼ߔࠆߣዋߥߊߣ߽ᒻᑼ⊛ߦߪᮭଚኂߣߥߞߡߒ߹߁ߩߢ

12

13

14

15

16

ߎߣߦߥࠆ┹ࠍ⛗ޔߒ߆ߒޕᄁߦ߆ߌࠃ߁ߣ߁ߣ߈ߦ↹ߩ⛗ߩߘޔࠍឝタߢ߈ߥߌࠇ߫ࠍ࠻ࠗࠨޔ
ߚੱߪ߇⛗ߥ߁ࠃߩߤߚߞޔຠߐࠇߡࠆߩ߆ಽ߆ࠄߥ↰ޔߢߎߘޕᢎߪࡀ࠶࠻ࠝࠢ
࡚ࠪࡦߩࠨࠗ࠻ߦ┹ᄁߦ߆ߌࠆ⛗↹ߩࠨࡓࡀࠗ࡞↹ࠍឝタߔࠆⴕὑߦߟߡߪޔห㗄ߩㆡᴺᒁ↪ߦ
ᒰߚࠆߣߒߡ⸵ࠍࠇߎޔኈߔࠆ⸃㉼⺰ࠍ␜ߒߡࠆ㧔↰ༀਯ↹ߩ߳࠻ࠗࠨࡦ࡚ࠪࠢࠝߩ↹⛗ޟ
ߩឝタߣ⪺ᮭᴺޠ⍮⽷▤ℂ 56 Ꮞ 9 ภ 1307 㗁ާ2006 ᐕި
ޔห⪺ޟᮭᴺ 32 ᧦ 1 㗄ߩޡᒁ↪ޢᴺℂߩ
ઍ⊛ᗧ⟵ ࠻ࠗࡇࠦޠ554 ภ 15 㗁એਅާ2007 ᐕިෳᾖ㧕ޔߪߊߒޕ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕11 㗁એਅෳ
ᾖߩߎޔ߽ߣߞ߽ޕὐߦߟߡߪᐔᚑ 21 ᐕ⪺ᮭᴺᡷᱜߦࠃߞߡ⋥ߒ߇ᬌ⸛ߐࠇߡࠆޕ
߃߫߁ⴕࠍࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ‛ੱࠆߡ߅ߦ⚵⇟ࡆ࠹ޔ㓙ߩ‛ੱߩߘޔ⢛ᓟߩოߦដ߆ߞߡࠆ
⟤ⴚຠ߇ᤋࠅߎࠎߢߒ߹߁ߣ߁႐วⴚ⟤ߩߎޔຠߪ⪺ᮭᴺ 41 ᧦ߦ߅ߌࠆޟᒰઙࠍ᭴ᚑߒޔ
ߪᒰઙߩㆊ⒟ߦ߅ߡࠄࠇߪߊߒ⧯ޔ⡞߆ࠇࠆ⪺‛ߚߥߪߢޠห᧦ߦᒰߖߕⴚ⟤ޔ
ຠࠍήᢿߢㅍߒߚߣ߁ߎߣ߇ㅍᮭଚኂߦߥߞߡߒ߹߆ߨߥ㧔߽ߞߣ߽ޔടᚭ೨ឝᵈ㧔4㧕
288 㗁ߪޟᔕធ㑆ߢߩฬੱߩࠗࡦ࠲ࡆࡘߦ㓙ߒߘߩੱߩ⢛᥊ߦ⛗↹ຠ߇᨞߆ߞߡࠆߣߔࠆߣޔ
࠹ࡆ⇟⚵ࠆߪ౮⌀ߩਛߦߘࠇ߇ᔅὼ⊛ߦߞߡߊࠆޟޔߡߟߦࠬࠤ߁ߣޠਥⷐߥⵍ౮ߩ
⢛᥊ߦ߆⛗ࠄߒ߈‛߇౮ߞߡࠆߣ߁⒟ᐲߩ߽ߩߪ⪺ޔ‛ߩታ⾰⊛↪ߣ߁ߦߪ⿷ࠅߕ⪺ޔ
ᮭ߇ߘ߽ߘ߽߆ߥࠫࡖࡦ࡞ߩ߽ߩߢࠅ߹ߔߣߞࠂߜߦࠢ࠶ࡃޟޔ߆ߣޠߡߊࠆ⒟ᐲߩ⋡┙ߚߥ
ሽߩ߽ߩߦߟߡߪ⪺߽ߘ߽ߘޔ‛ࠍ↪ߒߡࠆታᘒߪߥߣ⠨߃ࠄࠇࠆࠊߌߢࠅ߹ߔߥޠ
ߤߣㅀߴߡࠆߩߪᵈ⋡ߐࠇࠆ㧕
ޔߪߊߒޕ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕12 㗁ෳᾖޕ
߃߫ޔ㕖༡߆ߟήᢱߩṶᄼߪ⪺ᮭᴺ 38 ᧦ 1 㗄ߦࠃߞߡ⸵ߐࠇࠆ߇ޔห㗄ߩⷙቯߪ⪺ᮭᴺ 43
᧦ߦ߅ߡ⸒ߐࠇߡߥޔ߫߃ޔߚߩߘޕቇ⑂ߢઁੱߩ㖸ᭉ⪺‛ࠍ㕖༡߆ߟήᢱߢṶᄼ
ߔࠆߎߣߪේೣߣߒߡ⸵ߐࠇࠆߌࠇߤ߽ߩߘޔ㓙ߦޕࠆߥߦߣߎ߁ߣߥߌߪߡߒޠᦛ✬ޟታ㓙ߩ
ߣߎࠈ⨲ޔ⠪߽ߘߩࠃ߁ߥ⸃ࠍㅀߴߡࠆ㧔ടᚭ೨ឝᵈ㧔4㧕274 㗁ෳᾖ㧕⪺ޔ߽ߣߞ߽ޕᮭᴺ
ߪޔᣢሽߩ⪺‛ߦኻߒߡᣂߚߥഃ⊛ߦࠃࠆᄌᦝࠍട߃ࠇ߫ߘࠇߛߌߢ߹ߒߡߞߥߦޠᦛ✬ޟ
߁ߚޔታ㗴ߣߒߡߪޔ
৻ࠍޠᦛ✬ޟಾട߃ߕߦṶᄼߔࠆߩߪኈᤃߢߥࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆߊߒޕ
ߪޔ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕13 㗁ෳᾖޕ
ㆡᴺߥᒁ↪㧔⪺ᮭᴺ 32 ᧦ 1 㗄㧕ߦᒰߚࠆ႐วߪ⪺ޔᮭᴺ 43 ᧦ 2 ภߦࠃߞߡޟ⠡⸶߇ߣߎࠆߔޠ
⸵ߐࠇࠆ߇ޔหภߪޟ⠡⸶ࠍޠឝߍࠆߩߺߢࠅޔ㧝ภߣᲧセߔࠆߣޟޠᦛ✬ޟޔᄌᒻޟޠ⠡᩺߇ޠឝߍ
ࠄࠇߡߥⷙߩߎޔߚߩߘޕቯࠍኻ⸃㉼ߔࠇ߫⪺ߩੱઁޔ‛ࠍޟ⠡᩺ߡߒޠ⚂ⷐޟߌࠊࠅߣޠ
ᒁ↪ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥߣ߁ߎߣߦߥࠆޕታ㓙ߩߣߎࠈޔടᚭ೨ឝᵈ㧔4㧕ߪޔ
࠻ࠬࠚࠫࠗ࠳ޟᒁ↪
ߪߢ߈ߕ⪺ޔᮭ߇߫ߥ⒟ᐲߩⷐᣦᒁ↪ߦߣߤ߹ࠆߣ⸃ߐࠇ߹ߔߣޠㅀߴߡࠆੱઁޔ߽ߣߞ߽ޕ
ߩ⪺‛ࠍⷐ⚂ߒߡᒁ↪ߔࠆߎߣߪޔታߦߪᐢߊⴕࠊࠇߡࠆߩߢߪߥ߆ߣ߽⠨߃ࠄࠇߒߣ⺰⚿ޔ
ߡⷐ⚂ᒁ↪ࠍߚⵙ್߽ࠆ㧔᧲੩್ᐔᚑ 10 ᐕ 10  30 ᣣ್ᤨ 1674 ภ 132 㗁ާ
ⴊޟᶧဳߣᕈᩰޠ
ઙިෳᾖ㧕ޔߪߊߒޕ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕13 㗁એਅෳᾖޕ
⪺ᮭᴺ 43 ᧦ 1 ภߦߪ 30 ᧦ 1 㗄߇ឝߍࠄࠇߡࠆߚ߁ߥ߽ߣߦⶄ⊛⑳ޔ⠡⸶ޔ⠡᩺╬ߪ⸵ߐࠇ
ࠆߎߣߦߥࠆ߇⊛⑳ޔ㗔ၞߦ߅ߌࠆⴕὑߢߪߞߡ߽ߥࠊߥ߽ߣࠍⶄޔ⠡⸶㧔߃߫ߩ⺆࠷ࠗ࠼ޔ
ᧄࠍᣣᧄ⺆ߦ⸶ߒߥ߇ࠄ⺒ߺߍࠆⴕὑ㧕ߩ႐วⴕ߁ߣⶄޔὑߪⴕࠊࠇߡߥߚ⑳⊛ⶄߦߥ
ࠄߕ 30 ᧦ 1 㗄ߪㆡ↪ߐࠇߥߚ ߡߞ߇ߚߒޔ43 ᧦ 1 ภ߽ㆡ↪ߐࠇߥߣ߁ߎߣߦߥࠅޔᱷߐࠇߚ
⠡⸶ߣ߁ⴕὑߦߟߡߪᮭ㒢ⷙቯ߇ߥߚޔᒻᑼ⊛ߦߺࠇ߫⚿ޔᨐߣߒߡᮭଚኂߦߥߞߡߒ
߹߁ߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޔߪߊߒޕ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕14 㗁ෳᾖޕ
߃߫ޔᐕ߆೨ߦઁੱ߆ࠄࡊࡦ࠻ߐࠇߚฬ↹ߩࠞࠦࡇ㧔⑳⊛ⶄ‛㧕߇ᦨޔㄭߦߥߞߡ
ߒࠇߩਛ߆ࠄઃ߆ߞߚߣߔࠆߣߚࠄ߽ߡ߽ߦߥࠎߺޔߛ⛗߆ߥ߆ߥߪࠇߎޕ⠨߃ߡޔ
ᄢቇߩ⎇ⓥቶߩᚺߦ⾍ߞߚߣ߁႐ว⪺ߩⴚ⟤ߚࠇߐⶄ⊛⑳ߡߞࠃߦੱઁߪࠇߎޔ‛ߩⶄ‛ߦߟ
ߡޔᓟ⊛ߦޟᒰⶄ‛ߦࠃߟߡᒰ⪺‛ࠍⴐߦឭ␜ߒߚޠ
㧔⪺ᮭᴺ 49 ᧦ 1 㗄 1 ภ㧕ߎߣߦ
ߥࠆߚⶄޔᮭଚኂߣߥࠆ⪺ߩⴚ⟤߽ߘ߽ߘޔ߽ߣߞ߽ޕ‛ߦ㑐ߔࠆዷ␜ᮭߣ߁ߩߪޟේຠޠ
ߦࠃࠅዷ␜ߔࠆⴕὑߦߒ߆߫ߥߪߕߢࠆ㧔⪺ᮭᴺ 25 ᧦㧕⪺ߩⴚ⟤ޔߡߞ߇ߚߒޕ‛ߩⶄ‛
ࠍዷ␜ߔࠆⴕὑߪ߽ߣ߽ߣ⪺ᮭߩ߱ࠃ߁ߥⴕὑߢߪߥߊⶄ߽߆ߒޔᮭࠍଚኂߔࠆⴕὑߦࠃߞߡ
ᚑߐࠇߚⶄ‛ࠍ㗏Ꮣߔࠆߎߣߪ⪺ᮭଚኂߣߺߥߐࠇࠆ৻ᣇߢ㧔⪺ᮭᴺ 113 ᧦ 1 㗄 2 ภ㧕ߦⴐޔ
ឭ␜ߔࠆⴕὑߪห᧦ߦ߅ߡ߽ଚኂߣߺߥߐࠇߡߥޔߦ߁ࠃߩߎޕᮭ㒢ⷙቯߩㆡ↪ࠍฃߌߡㆡ
ᴺߦᚑߐࠇߚ⟤ⴚߩ⪺‛ߩⶄ‛ࠍ↪ߡᓟ⊛ߦዷ␜ߔࠆⴕὑߪⶄᮭଚኂߣߥߞߡߒ߹߁৻
ᣇޔ㆑ᴺߦᚑߐࠇߚ⟤ⴚߩ⪺‛ߩⶄ‛ࠍ↪ߡዷ␜ߔࠆ႐วߪㆡᴺߛߣ߁ߎߣߦߥࠆߊߒޕ
ߪޔ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕15 㗁એਅෳᾖޕ

7

ߪߥ߆ߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧔ߘߩઁ⸥ޔᔨ౮⌀ߩࡀ࠶࠻ឝタޔᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦߥߤ߽㗴ߣߥ
ࠆ㧕ޕ

㧔2㧕

ℂ⺰㕙

߹ߚޔℂ⺰⊛ߦߺࠆߣޔᓥ᧪ߩવ⛔⊛ㅢ⺑ߦ߅ߌࠆ෩ᩰ⸃㉼ߩ⢛᥊ߦߪ⪺ޔᮭᴺߩ⋡
⊛ߪ⪺⠪ߩ⼔ࠍ╙৻⟵ߣߔࠆߣ߁⠨߃ᣇ߇ࠆ߇⪺ޔᮭᴺߪ⪺⠪ߣ↪⠪ߣߩ
⺞ᢛࠍ࿑ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆᴺᓞߛߣߔࠆ⠨߃ᣇ߽ࠆޔ߫ࠇࠃߦࠇߎޕᮭ⼔߇ޟේ
ೣߢޠᮭ㒢߇ޟᄖߣߩ߽ߥࠄߥߪߦߣߎ߁ߣߛޠ⠨߃ࠄࠇࠆᦨޔߚ߹ޕㄭߢߪޔ
ࠊࠁࠆࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧ⺰ߩ⠨߃ᣇ߽ജߢࠅ⪺߫ࠇࠃߦࠇߎޔᮭߣ߁ߩ߽৻ቯߩ
╷ታߩߚߦਈ߃ࠄࠇࠆੱᎿ⊛ߥᮭߛߣ߁ߎߣߦߥࠆߚࠅߪ߿ޔᮭ⼔߇ޟේ
ೣߢޠᮭ㒢߇ޟᄖߣߥࠄߥߪߦߣߎ߁ߣߛޠ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
㨇ᧄ⎇ⓥળߦ߅ߌࠆ⼏⺰㨉
ޣⷙቯߩ㒢ቯߦߟߡޤ
 㗴ߩ╙৻⟵⊛ߥᧄ⾰ߪⷙቯߩ㒢ቯߢࠅ߇ࠇߘޔኻ⸃㉼߽ߐࠇߡ߈ߚߣ
߁ߎߣߢࠈ߁ޔࠅ߹ߟޕ㒢ቯߢࠆ߇ࠁ߃ߦޔԘᛛⴚߩ⊒ዷߥߤߩ⁁ᴫߩᄌൻ߿
ԙ␠ળߩᄙ᭽ᕈߦኻᔕߢ߈ߥน⢻ᕈ߇ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ޣ෩ᩰ⸃㉼ߦߟߡޤ
 ᓥ᧪ߩવ⛔⊛ㅢ⺑ߦࠃࠇ߫ޔᮭ㒢ⷙቯߪᄖⷙቯߣߒߡ෩ᩰߦ⸃㉼ߐࠇߡ߈ߚߎޕ
ߩߎߣ߇ߎߩ㗴ࠍᷓೞൻߒߚⷐ࿃ߩ 1 ߟߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
 ઁᣇޔᓥ᧪ߩ෩ᩰ⸃㉼߇㗴ߣ߁ࠊߌߢߪߥߣ߁⠨߃߽ࠆޔߦ߆ߒߚޕવ⛔⊛
ㅢ⺑ߪ෩ᩰ⸃㉼ࠍߣߞߡߡ߽ߩ╬್ⵙޔታോߦ߅ߡߪᔅⷐߦᔕߓߡᨵエߦኻᔕߒߡ
߈ߡ߅ࠅޔታോߪߘ߁ߒߚቇ⺑ߩᓇ㗀ࠍฃߌߡߥࠃ߁ߦ߽ᕁࠊࠇࠆޕ
 ߒ߆ߒޔવ⛔⊛ቇ⺑ߩߺߥࠄߕ⨲⠪ߩ⸃⺑߽߆ߥࠅ෩ᩰ⸃㉼ߢࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇߎޔ
ࠇߪ߿ߪࠅታോߦ߽ᓇ㗀ߒߡ߈ߚߩߢߪߥ߆ⴕࠆޔࠅ߹ߟޕὑߩㆡᴺᕈ߇㗴ߣߥ
ߞߚߣ߈⨲ޔ⠪ߩ⸃⺑ᦠߦ߅ߡ␜⊛ߦ㆑ᴺߛߣᦠ߆ࠇߡࠆߦ߽㑐ࠊࠄߕߩߘޔ
ⴕὑߪㆡᴺߛߣᑯ⼔჻╬ߩታോኅ߇⸃ࠍㅀߴࠆߩߪ㔍ߒߩߢߪߥ߆ࠈ߁߆ޕ

17

18

19

߃߫ߢ࠻࠶࡚ࠪ࠷ߣࠬ࠙ࡑࠠ࠶ࡒߡߞⴕߦ࠼ࡦ࠾࠭ࠖ࠺ޔߞߚ౮⌀ࠍ⥄ಽߩࡉࡠࠣߦឝ
タߔࠆߣ⪺߁ߣࠬ࠙ࡑࠠ࠶ࡒޔ‛ࠍήᢿߢⴐㅍାߒߚߎߣߦߥࠅ߆ߨߥޔߪߊߒޕ㊁
೨ឝᵈ㧔2㧕16 㗁ෳᾖޕ
ᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦߢߪࠍࠬࡌ࠲࠺ޔᚑߔࠆߚߦ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔߦሽߔࠆ࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻ࠍࠢ
ࡠ࡞ߦࠃߞߡ㓸ߒߩࠄ߆࡙ࠩޔࠅߚߒⶄࠎߚߞࠍࠇߎޔᬌ⚝ߦᔕߓߡߩ߳࠻ࠗࠨࡉࠚ࠙ޔ
ࡦࠢࠍឭଏߔࠆߣߣ߽ߦޔ႐วߦࠃߞߡߪ࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻ߩⷐ⚂߿ࠨࡓࡀࠗ࡞↹ࠍ␜ߔࠆߎߣߦࠃߞ
ߡߎࠇࠍⴐㅍାߒߡࠆߚޔᒻᑼ⊛ߦߺࠇ߫ⶄޔᮭ߿ⴐㅍାᮭ╬ߩଚኂߣߥࠅ߆ߨߥߒޕ
ߊߪޔ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕16 㗁એਅෳᾖߩߎޔ߽ߣߞ߽ޕὐߦߟߡߪᐔᚑ 21 ᐕ⪺ᮭᴺᡷᱜߦࠃߞ
ߡ⋥ߒ߇ᬌ⸛ߐࠇߡࠆޕ
એߦߟߡߒߊߪޔ㊁೨ឝᵈ㧔2㧕7 㗁એਅෳᾖޕ
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 ߹ߚ್ⵙߦ߆ߒߚޔᚲߪߊߟ߆ߩ್ߦ߅ߡᨵエߥ⸃㉼ࠍߖߡࠆ߇ߥ߽߹ޔ
߅ᮭ㒢ⷙቯࠍ㘃ផㆡ↪ߒߚ߽ߩߪߥߊࠅߪ߿ޔ㘃ផㆡ↪ߦኻߒߡߪᶖᭂ⊛ߥߩߢߪ
ߥ߆20ߩߘޕ⢛᥊ߦޔવ⛔⊛ㅢ⺑߿⨲⠪ߦ߅ߌࠆ෩ᩰ⸃㉼߇ࠆߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆߩ
ߢߪߥ߆ޕ
 ߣߪ߃ⷙ⥸৻߃ߣߚޔቯࠍዉߒߚߣߒߡ߽߇ࠇߘޔ෩ᩰ⸃㉼ߐࠇࠆߣߒߚࠄ⚿ޔዪ
ߩߣߎࠈ⁁ᴫߪߣ߹ࠅᄌࠊࠄߥ߆߽⍮ࠇߥߩߘޕᗧߢߪޔ㗴ࠍ⸃ߔࠆ
ߚߦߪޔࠃࠅ෩ᩰ⸃㉼⺰߇⋥ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
 ߘߩᗧߢߪޔ෩ᩰ⸃㉼ߩ㗴ߪޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍዉߒߡ߽ᔅߕߒ߽⸃ߢ߈
ࠆ㗴ߢߪߥߣ߽⸒߃ࠆޕ෩ᩰ⸃㉼ࠍ㗴ⷞߔࠆߩߢࠇ߫ࠍࠇߘޔసߔࠆᚻᲑࠍ
⠨߃ࠆᔅⷐ߇ߡߊࠆޔ߫߃ߣߚޕᣢሽߩ㒢ⷙቯࠍኻ⸃㉼ߐߖߥࠃ߁ߥቯ㧔
߃߫ ╙ޔ50 ᧦ߩ 2 ߣߒߡߩߎޟ᱅ߩⷙቯߪޔᏱߦኻ⸃㉼ߐࠇࠆ߽ߩߣ⸃㉼ߒߡߪߥ
ࠄߥⷙߚߞߣޠޕቯ㧕ࠍᴺᓞߩਛߦ⸳ߌࠆߣ߆ߪࠆޔᑼߩ⸃⺑ᦠߩਛߦߘߩ
ࠃ߁ߥᣇะᕈࠍ⸥ߔࠆߣߞߚߎߣ߇ⷙ⥸৻ޔቯࠍዉߔߴ߈߆ߤ߁߆ߣߪߦᬌ⸛
ߐࠇࠆߴ߈ߢߪߥ߆ࠈ߁߆ޕ
 ߘߩ㕙ߢޔ㒢ቯߢࠆߣ߁ߎߣ߇ޔ෩ᩰ⸃㉼ࠍࠃࠅኈᤃߦߒߡࠆߪࠆޔ
෩ᩰ⸃㉼ࠍടㅦߒߡࠆⷙ⥸৻ޕ߆ߥߪߢߩࠆ߃⸒߽ߣߎ߁ߣޔቯࠍዉߔࠆߎߣ
ߢߎߩࠃ߁ߥᵹࠇࠍዋߒߢ߽ᄌ߃ࠆലᨐ߽ᗐቯߐࠇࠆߩߢߪߥ߆ޕ
 ್ߣߒߡߪࠆࠁࠊޔ߫߃ޔᏒࡃࠬゞ⛗↹ઙ್21ߩࠃ߁ߦᨵエߥ߽ߩ߽ࠆޕ
ߒ߆ߒߩߘޔᓟߦห᭽ߩ್߇⛯߆ߥߌࠇ߫․ޔᱶߥ್᩺ߛߞߚߣ⼂ߐࠇࠆߎ
ߣߦߥࠆޕታോߩᜂᒰ⠪ߣߒߡߪⷰߩࠬࡦࠕࠗࡊࡦࠦޔὐ߆ࠄߒߡ߽ޔᮭ㒢ⷙቯ
߇ᄢ㘃ផ⸃㉼ߐࠇࠆน⢻ᕈ߇ࠆߣ߁ߛߌߢ‛ࠍㅴࠆߎߣߪߢ߈ߥߣޔ
߁ߎߣߢߪߥ߆ޕ
 ࠆⴕὑࠍߔࠆߣᮭଚኂߦߥࠆߣ߁ߩߢࠇ߫ޔᮭ⠪ߦ⸵⻌ࠍߣࠄߥߣߘߩ
↪ߪߢ߈ߥߣ⠨߃ࠆߩ߇᥉ㅢߢࠆ߆ࠄⴕࠆޔὑࠍㆡᴺߣߔࠆࠃ߁ߥᮭ㒢ⷙቯ
߇ߥ႐ว߽ࠄߊޔᱜᒰߥ⋡⊛ߩࠆ↪ⴕὑߢߞߡ߽ޔታ㗴ߣߒߡߪߩߘޔ
ࠃ߁ߥ↪ࠍប߃ࠆ߆ࠍ⻌⸵ߪࠆޔᓧߡ߆ࠄ↪ߔࠆߒ߆ߥߣ⠨߃ߑࠆࠍᓧߥ
ߩ߇৻⥸⊛ߢࠈ߁ߩߘޕ႐วߪޔᷤജߩ㑐ଥޔᮭ⠪߇ᒝߊߥࠆ߇ޔᮭ㒢
ߩ৻⥸ⷙቯ߇ዉߐࠇࠇ߫ߚߞ߁ߘޔ↪ⴕὑߦߟߡߪޔᮭ⠪߽ᨵエߥᷤߦᔕ
ߓࠆน⢻ᕈ߇ࠆ߆߽⍮ࠇߥޕ
ޤߡߟߦࠖ࠺ࡠࡄޣ
 ࠝࠬ࠻ࠕߢߪ⺞ߩߣ↱⥄ߩޔᢛߩⷰὐ߆ࠄߦࠖ࠺ࡠࡄޔኻߔࠆᮭ㒢ⷙቯ

20

21

߃߫᧲ޔ੩್ᐔᚑ 20 ᐕ 2  26 ᣣާ␠ᐡ LAN 㔚ሶឝ␜ ઙިߪ⪺ޔᮭᴺޟ42 ᧦ 1 㗄ߪ̖̖
ߣⷙቯߒߡࠆߣ߅ࠅ․ޔቯߩ႐วߦ⪺ޔ‛ߩⶄⴕὑ߇ⶄᮭଚኂߣߥࠄߥߎߣࠍߚⷙቯߢ
ࠅⷙߩߎޔቯ߇ⴐㅍା̖̖ࠍⴕ߁ᮭߩଚኂⴕὑߦߟߡㆡ↪ߐࠇߥߎߣߪࠄ߆ߢࠆߚ߹ޕ
̖̖ታ⾰⊛ߦߺߡ߽ޔ42 ᧦ 1 㗄ࠍᒛ⊛ߦㆡ↪ߔࠆ߇ߥߎߣߪࠄ߆ߢࠆ␠ޔߡߒߣޠળ
㒾ᐡ LAN ࠪࠬ࠹ࡓౝߩ㔚ሶឝ␜᧼ߦ㔀⸥ࠍ㍳ߒߚߎߣ߇⪺ᮭଚኂߦᒰߚࠆߣߒߚޕ
᧲੩್ᐔᚑ 13 ᐕ 7  25 ᣣ್ᤨ 1758 ภ 137 㗁ޔ߅ߥޕᓟឝᵈ(22)ෳᾖޕ
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ࠍ⸳ߌߡࠆࠃ߁ߛߦࠖ࠺ࡠࡄޕ㑐ߔࠆᮭ㒢߇ߩ⥄↱ߣߩ⺞ᢛߩߚߦᔅⷐߛ
ߣߔࠇ߫ߚߒ߁ߘޔⷙቯߦࠃࠅኻᔕߔࠆߣ߁ᣇᴺ߽ࠆߛࠈ߁ߒࠈߒޔⷙ
ቯߩᣇ߇ലߛߣ߁ᗧ߽ࠈ߁ޕ
 ࠊ߇࿖ߩⴕ⪺ᮭᴺߦࠃࠇ߫⪺ߩੱઁޔ‛ࠍ↪ߚࡄࡠ࠺ࠖߦߪᄢ߈ߥ㒢⇇߇ࠆ
ߣ⼂ߒߡࠆ߇ߣߛ߈ߴࠆࠇߐ⼔ߣߞ߽ߪࠖ࠺ࡠࡄޔᕁ߁ޟޕ㘑ߣߦࠅߧߩޠ
ࡄࡠ࠺ࠖߢࠆޟ㘑ߪ᳗ਭߦࠅߧޔߪޠዊ⺑ޟ㘑ߣߦࠅߧߩޠ㘑ೝߣߒߡߩዊ
⺑ࠍᦠߡᛕ್ߒߡ߅ࠅޔዊ⺑ vs ዊ⺑ߣ߁᭴࿑ߢ㗴ߣߥߞߚࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߦ
ޟ㘑ߪ᳗ਭߦࠅߧ߇ޠᤋ↹ߢߞߚߣߔࠆߣޔዊ⺑ vs ᤋ↹ߣߥࠆޕዊ⺑ vs ᤋ↹ߣߥ
ࠆߣ☨ޔ࿖ߢߪࡈࠚࠕ࡙ࠬߢ⼔ߐࠇࠆߛࠈ߁߇ߩ⁁ޔᣣᧄߢߪߎࠇࠍᢇ߁ߎߣ
ߪߢ߈ߥޕᣣᧄᴺߢߪ߃߫ㆡᴺߥᒁ↪㧔32 ᧦㧕ߦᒰߚࠆߚߦߪ⍎ᕈ߇ᔅⷐ
ߣ⸃ߐࠇߡࠆ߇ޔᤋ↹ߩ⪺‛ߦࠃߞߡዊ⺑ࠍ㘑ೝߔࠆ႐วޔ⍎ᕈߪࠄࠇ
ߥޔߦ߁ࠃߩߎޕฬߥຠߦߟߡ㘑ೝߩᚻᲑ߇ߥߣ߁ߩߪߩ⥄↱ߩⷰὐ
߆ࠄ㗴߇ࠆߩߢߪߥ߆ߩ⁁ޕᮭ㒢ⷙቯߢߪ⿷ࠅߥߣᕁ߁ޕ
 ࡄࡠ࠺ࠖߦߟߡޔᣢሽߩᮭ㒢ⷙቯࠍ㘃ផㆡ↪ߔࠆߣߒߡ߽ߤࠇࠍ߁ߩ߆ߣޔ
߁ߣߎࠈ߇㔍ߒ ߩⴕޕ32 ᧦߇ࡄࡠ࠺ࠖߦㆡ↪ߢ߈ࠆߣ߁⸃߽ࠆ߇ޔ㔍ߒ
ߩߢߪߥ߆ࠈ߁߆ޕ
 ߹ߚޟߡߺߦ⊛▸ⷙޔߩᧄ⾰⊛․ᓽ߇⋥ធᗵᓧߢ߈ߥࠆ߃ߣޠ႐ว࠺ࡠࡄޔ
ࠖߪ⸵ߐࠇࠆߣ߁⸃߽ࠆ߇߆ߥ߆ߥ߽ࠇߎޔ㔍ߒߛࠈ߁ޕరߩ⪺‛ࠍ⼂ߢ
߈ߥߩߢࠇ߫ޔ㘑ೝߣߒߡᚑࠅ┙ߚߥ߆ࠄߢࠆᦨޔߛߚޕㄭߩ⸃ߢߪߣߚޔ
߃రߩ⪺‛ࠍ⼂ߢ߈ࠆߣߒߡ߽ߡߞࠃߦࠖ࠺ࡠࡄޔᣂߚߦഃ⊛߇ઃߌട߃ࠄ
ࠇߚߎߣߦࠃߞߡޔరߩ⪺‛ߩഃ⊛߇⦡ߖࠆߩߢߡߺߦ⊛▸ⷙޔరߩ⪺‛
ߩߩᧄ⾰⊛․ᓽ߇⋥ធᗵᓧߢ߈ߥߣ߁߰߁ߦℂ⸃ߔࠆ߽ߩ߽ߥߊߪߥޕ
ޣᒻᑼ⊛ߦߺࠇ߫ᮭଚኂ߇Ᏹᘒൻޤ
 ᒻᑼ⊛ߦߺࠇ߫ᮭଚኂ߇Ᏹᘒൻߒߡࠆߣ߁ὐߦߟߡߪޔᣢሽߩᮭ㒢ⷙቯ߇
㘃ផㆡ↪ߐࠇࠆน⢻ᕈ߿ޔታ㓙㗴ߣߒߡ⸷߃ࠄࠇࠆߎߣߪߥߛࠈ߁ߣ߁ߎߣߢޔ
ታ⊛ߥ㗴ߪήߣߩᜰ៰߽ࠈ߁ޕ
 ⪺ᮭᢎ⢒ࠍㅴߡߊߢⴕࠆޔὑ߇⸵ߐࠇࠆ߆ߦߟߡ⺑߇ߟ߆ߥߣ
߁ߩߪ㗴ߢߪߥ߆ࠈ߁߆ޕሶଏߦ⡞߆ࠇߚߣ߈ߦࠄ߆ߥࠇࠄ߃⸷ޔᄢਂᄦߣߪ╵߃
ࠄࠇߥߛࠈ߁⿒ޔߪߢࠇߘޕାภߛ߇ࠃߊߡᷰࠇ߫ᄢਂᄦߥߣ߈߽ࠆߩ߁ߣޔ
ߣหߓߦߥߞߡߒ߹߁ߪߩ߁ߣޔᭂ⺰ߛࠈ߁߆ޕ
 ળ␠ߢߩ⺆⧷ߦߚߩੱߥ⺒߇⺆⧷ޔᢥᦠࠍᣣᧄ⺆ߦ⠡⸶ߒߡߍࠆߣ߁ߎߣߪ
ⴕࠊࠇߡࠆߣᕁࠊࠇࠆ߇ⴕߩߎޔὑ߇⑳⊛ⶄߢߥએⶄ߇ࠇߘޔᮭ߿⠡⸶ᮭଚ
ኂߦߥࠄߥߣߔࠆᩮߪߩᣣᧄᴺߦߪ߆ߥࠄߕߒ߽ߥࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆࠃߩߘޕ
߁ߥߎߣࠍ߿ߞߡ⦟ߩ߆ߣࠊࠇߚߣ߈ߦ߁ߣ߁ࠂߒߢ⦟ࠄ߆ߥࠇࠄ߃⸷ޔ
ߦߥࠆߣߔࠇ߫ߪࠇߘޔ㗴ߢߪߥߩ߆ޕ
 㒢ቯߢ෩ᩰ⸃㉼ߢࠆ߇ࠁ߃ߦޔᱜᒰߥ↪߹ߢᒻᑼ⊛ߦଚኂߣߥࠅ⚿ޔᨐޔଚኂ
߇Ᏹᘒൻߔࠆߎߣߢ⪺ޔᮭߦኻߔࠆⷙ▸ᗧ⼂߇ਅ߇ࠆߣ߁ᑷኂ߇ࠅᓧࠆࠃ߁ߦᕁ
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ࠊࠇࠆ߽ࠅࠃࠇߘޕᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߎߣߦࠃߞߡࠊ߫Ᏹ⼂ߩ▸࿐ߢଚኂ
ߣ㕖ଚኂߦߟߡࠆ⒟ᐲ⺑߇ߟߚᣇ߇ࠃ߁ߣޔ⠨߃ᣇ߽ࠆߩߢߪߥ߆ޕ
߽ߜࠈࠎ৻⥸ⷙቯࠍዉߒߚ߆ࠄߣߞߡ◲නߦ⸃ߔࠆ㗴ߛߣߪᕁࠊߥ߇ޔ㗴
⁁ᴫࠍᄙዋ✭ߔࠆߎߣߦߪߟߥ߇ࠆߩߢߪߥ߆ޕ
 ᛛⴚߩㅴዷߦࠃߞߡ৻⥸ੱ߽⊒ାⴕὑߥߤ߇น⢻ߣߥߞߚ⪺ޔᮭᴺ߇෩ߒߔ߉ࠆ
ߚߦ◲ޔනߦଚኂ߇߈ߡߒ߹ߞߡࠆߣߞߚᜰ៰ߪࠆ㧔৻ޟం✚‽⟋⠪ޠ㧕ޕዋ
ߒߊࠄߪଚኂߒߡ߽⦟ߛࠈ߁߁ߣޔᗧ⼂ߦߥߞߡߒ߹߁ࠃࠅߪ৻ޔቯߩ㒢ⷙቯ
ߪㆩߒࠃ߁ߣ߁ᣇ߇ⷙ▸ᗧ⼂ߩᒻᚑߦߣߞߡߪᦸ߹ߒߣ߁⠨߃߽ࠆߛࠈ߁ޕ

⸃㉼⺰⊛┙ᴺ⺰ߩน⢻ᕈߣ㒢⇇

3.

એߩࠃ߁ߥ㗴߇ࠅ⸃ࠍࠇߘޔߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣߒߡ߽ߩߘޔᚻᲑߣߒߡߪޔᮭ
㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߣ߁ᚻᲑߛߌߢߪߥߊߪࠆޔߡߞࠃߦ⺰㉼⸃ޔⷙቯ
ࠍᢛߔࠆߣ߁┙ᴺ⺰ߦࠃߞߡ⸃ߢ߈ߥ߆߇㗴ߣߥࠆޕ

㧔1㧕

⸃㉼⺰ߩน⢻ᕈ

⸃㉼⺰ߣߒߡߪᰴߩࠃ߁ߥ߽ߩ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ

Ԙ

ᮭ㒢ⷙቯߩᄢ⸃㉼

ᒻᑼ⊛ߥᢥ⸒⸃㉼ߦࠃࠇ߫ᔅߕߒ߽ᮭ㒢ⷙቯߦᒰߔࠆߣߪ߃ߥࠤࠬߦߟ
ߡⷙޔቯߩ⿰ᣦߦ㆚ߞߡߘࠇࠄߩⷙቯࠍᄢ⊛ߦㆡ↪ߒߚⵙ್߇ࠆޕ

ԙ

ᮭ㒢ⷙቯߩ㘃ផㆡ↪

ࠆᮭ㒢ⷙቯࠍߘߩ⿰ᣦߦ㆚ߞߡᐢߊㆡ↪ߔࠆߎߣ߇⸵ߐࠇࠆߩߢࠇ߫ࠍࠇߎޔ
㘃ផㆡ↪ߔࠆ⸃㉼⺰߽น⢻ߩߪߕߢࠆ⪺ޔ߽ߣߞ߽ޕᮭߩ㒢ⷙቯߦߟߡ㘃ផㆡ↪
ࠍߚⵙ್ߪߥޕ

22

23

᧲੩್ᐔᚑ 13 ᐕ 7  25 ᣣ್ᤨ 1758 ภ 137 㗁ާᏒࡃࠬゞ⛗↹ઙި
㧔⪺ᮭᴺ 46 ᧦ߦ㑐ߒߡޟේ
๔߇ޔࠍቯᦼ⊛ߦㆇⴕߔࠆߎߣ߇੍ቯߐࠇߚᏒ༡ࡃࠬߩゞߦේ๔ຠࠍឬߚߎߣߪޔᱜߦ⟤ޔ
ⴚߩ⪺‛ࠍޡᕡᏱ⊛ߦ⸳⟎ߒߚ್ⵙާߚߒߣޠࠆߢ߈ߴ߁ߣޢ㐳㘵ᢅ್ި㧕
ޔ೨ឝᵈ㧔9㧕
᧲੩್ᐔᚑ 10 ᐕ 10  30 ᣣާⴊޟᶧဳߣᕈᩰޠઙި
㧔⪺ᮭᴺ 43 ᧦ߦߟߡޔ
ޟห᧦ 2 ภߦߪޔ⠡
᩺ߩ৻ᘒ᭽ߢࠆⷐ⚂ߦࠃߞߡ↪ߔࠆ႐วࠍ߽ߩߣ⸃ߔࠆߩ߇⋧ᒰߢࠆߚߒߣޠ㧕ෳᾖޕ
⪺⠪ੱᩰᮭߦ㑐ߔࠆ߽ߩߢߪࠆ߇᧲ޔ੩ᐔᚑ 15 ᐕ 6  11 ᣣ್ᤨ 1840 ภ 106 㗁ާࡁࠣ࠴࡞
ࡓ⒖⸳ઙި㧔ற⺰ߥ߇ࠄޟޔᑪ▽‛ߩޠჇ▽╬ߦ㑐ߔࠆ⪺ᮭᴺ 20 ᧦ 2 㗄 2 ภࠍޟᐸߦޠ㘃ផㆡ
↪㧕ෳᾖޕ

11

Ԛ

ᮭỬ↪

ᮭỬ↪ߦࠃߞߡଚኂࠍุቯߔࠆᣇᴺ߽ࠅᓧࠆ್ⵙޔ߽ߣߞ߽ޕቭߪᮭỬ↪ࠍ߹
ࠅߚ߇ࠄߥะ߇ࠆߣ߽ࠊࠇߡࠆޕ

ԛ

㤩␜⊛⸵⻌

㤩␜⊛⸵⻌ߦࠃߞߡଚኂࠍุቯߔࠆᣇᴺ߽ࠅᓧࠆ⻌⸵ߦࠬࠤߩߡߴߔޔ߽ߣߞ߽ޕ
ࠍ⺒ߺㄟߎߣߪ㔍ߒߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ

Ԝ

ᧄ⾰⊛․ᓽߩ⋥ធᗵᓧ⺰

ࠊࠁࠆ㔐⧎ઙߩ್ߩࠃ߁ߦ⪺߽ߘ߽ߘޔ‛ࠍ↪ߒߡߥߣߒߡଚኂࠍุ
ቯߔࠆᣇᴺ߽ࠅᓧࠆ߇↹⛗ޔ߫߃ޔߛߚޕᲧセ⊛ᄢ߈ߊ౮ࠅߎࠎߛ႐วߩࠃ߁ߦߎޔ
ߩℂ⺰ߦࠃࠅଚኂࠍุቯߔࠆߎߣ߇㔍ߒࠤ߽ࠬᄙᢙࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ

ԝ

ߘߩઁ

ߘߩઁޔᣢሽߩᮭ㒢ⷙቯࠍ⸃㉼ߒߚ߽ߩߢߪ߆ߥࠄߕߒ߽ߥ߇ࠆࠁࠊޔਛฎࠥ
ࡓ࠰ࡈ࠻ઙ߇㗏Ꮣᮭߩᶖዧࠍߚߩ߽ޔᢥߩⷙቯߥߊଚኂࠍุቯߒߚ⸃㉼⺰ߣ
߃ࠆޕ

㧔2㧕

ⷙቯߦࠃࠆ┙ᴺ⺰ߩน⢻ᕈ

┙ᴺ⺰ߦ㑐ߒߡߪⷙ⥸৻ޔቯࠍ⸳ߌࠆߣ߁ߩߢߪߥߊޔᓥ᧪ߣห᭽ߦޔⷙቯߩᢛ
ࠍ⛯ߌࠆᣇᴺ߇ࠆߚߒ߁ߎޕⷙቯߩ⋥ߒߦࠃࠆኻᔕߪޔ⏕ߥ್ᢿၮḰࠍ₪ᓧ
ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ߁ࡔ࠶࠻߇ࠆߚ߽ߢ߹ࠇߎޔክ⼏ળ╬ߢਇᢿߩദജ߇⛯ߌࠄ

24

25

26

27
28

⪺⠪ੱᩰᮭߦ㑐ߔࠆ߽ߩߢߪࠆ߇᧲ޔ੩್ᐔᚑ 8 ᐕ 2  23 ᣣ್ᤨ 1561 ภ 123 㗁ާ߿ߞ߬ࠅࡉ
ࠬ߇ᅢ߈ઙި
㧔̖̖ޟේ๔߇ߦ߁ࠃߩߎޔ㊀ᄢߥ⥄Ꮖߩᙤᕃޔ⢛ାⴕὑࠍߦߍߡ✬ޔ㓸㐳߇߿ࠍ
ᓧߕⴕߞߚᧄઙේ↹ߩᡷᄌ߮ᡷᄌᓟߩឝタࠍߣࠄ߃ߡ⪺ޔᮭ߮⪺⠪ੱᩰᮭߩଚኂ╬ߩℂ↱ߢᧄ
ઙ⺧᳞ࠍߔࠆߎߣߪޔᮭߩỬ↪ߢߞߡ⸵ߐࠇߥ߽ߩߣࠊߑࠆࠍ߃ߥߚߒߣޠ㧕ෳᾖޕ
⪺⠪ੱᩰᮭߦ㑐ߔࠆ߽ߩߢߪࠆ߇᧲ޔ੩್ᐔᚑ 9 ᐕ 8  29 ᣣ್ᤨ 1616 ภ 148 㗁ާେฏߩᷝ
ઙ㧦╙৻ክި
㧔⪺⠪߇ޟዋߥߊߣ߽㤩␜⊛ߦᛚ⻌ࠍਈ߃ߡߚ߽ߩߣޠቯߒߚߢޔ
ⵍޟ๔߇ᧄઙ
ฦେฏࠍᡷᄌߒߚⴕὑߪห৻ᕈᜬᮭߩଚኂߦߚࠄߥߚߒ␜್ߣޠ㧕ෳᾖޕ
᧲੩㜞್ᐔᚑ 14 ᐕ 2  18 ᣣ್ᤨ 1786 ภ 136 㗁ާ㔐⧎㧔ᦠߣᾖౕེࠞ࠲ࡠࠣ㧕ઙ㧦ប⸷ክި
㧔ᧄ
ઙᦠ߇ߔࠆޟഃ⊛ߥㇱಽޟ߫߃ߜࠊߥߔޠა⦡ߩಁ߃ߣᄌൻߩ╩ޔߣߞߚ⟤⊛ⷐ⚛ࠍ
⋥ធᗵᓧߔࠆߎߣߪ࿎㔍ߢࠆߡߒߣޠଚኂࠍุቯߒߚ㧕ෳᾖ㧔ห╙৻ክ್ާ᧲੩್ᐔᚑ 11 ᐕ
10  27 ᣣ್ᤨ 1701 ภ 157 㗁ިߩⵙ್㐳ߪ㘵ᢅ್ߢࠆ㧕
ޕ
ᦨ್ᐔᚑ 14 ᐕ 4  25 ᣣ᳃㓸 56 Ꮞ 4 ภ 808 㗁ާਛฎࠥࡓ࠰ࡈ࠻ઙާᄢ㒋⸷⸩ި
㧦๔ክިෳᾖޕ
ઁߦޔ߫߃ޔടᚭ೨ឝᵈ㧔4㧕288 㗁ߪޔ
ޟᔕធ㑆ߢߩฬੱߩࠗࡦ࠲ࡆࡘߦ㓙ߒߘߩੱߩ⢛᥊ߦ
⛗↹ຠ߇᨞߆ߞߡࠆߣߔࠆߣߪࠆ⚵⇟ࡆ࠹ޔ౮⌀ߩਛߦߘࠇ߇ᔅὼ⊛ߦߞߡߊࠆ߁ߣޠ
ࠤࠬߦߟߡޟޔਥⷐߥⵍ౮ߩ⢛᥊ߦ߆⛗ࠄߒ߈‛߇౮ߞߡࠆߣ߁⒟ᐲߩ߽ߩߪ⪺ޔ‛ߩ
ታ⾰⊛↪ߣ߁ߦߪ⿷ࠅߕ⪺ޔᮭ߇ߘ߽ߘ߽߆ߥࠫࡖࡦ࡞ߩ߽ߩߢࠅ߹ߔޔ߆ߣޠ
ࠢ࠶ࡃޟ
ߦߜࠂߞߣߡߊࠆ⒟ᐲߩ⋡┙ߚߥሽߩ߽ߩߦߟߡߪ⪺߽ߘ߽ߘޔ‛ࠍ↪ߒߡࠆታᘒߪߥ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆࠊߌߢࠅ߹ߔޔࠅ߅ߡߒߣޠᴺᓞ᭴ᚑߪਇߢࠆ߇ߡߒߣ⺰⚿ޔᮭଚኂࠍุቯߒ
ߡࠆޕ

12

ࠇߡ߅ࠅ߃ߣߚޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌߚߣߒߡ߽ߚߒ߁ߎޔᬺߪᓟ߽ᗧ⟵ࠍᄬ
߁߽ߩߢߪߥߣ⠨߃ࠄࠇࠆޔߡߞ߇ߚߒޕᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆ߆ุ߆ߦ߆߆ࠊ
ࠄߕޔᓟ߽Ⓧᭂ⊛ߦ⊛ߥᮭ㒢ⷙቯࠍᢛߒߡߊߴ߈ߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧔3㧕

ⷙቯߩ㒢⇇ߣ৻⥸ⷙቯߩᔅⷐᕈ

߽ߒⷙቯߩᢛߛߌߢߔߴߡߩࠤࠬߦኻᔕߢ߈ࠆߣ߁ߩߢࠇ߫ޔᏱߦ⏕ߥ
್ᢿ߇ᓧࠄࠇߡᦸ߹ߒ߇ޔⷙቯߩ⋥ߒߣ߁߽ߩߪ߽ߡߒ߁ߤޔᛛⴚ߿␠ળߩᄌ
ൻߦኻߒߡᓟㅊ⊛ߦߥߞߡߒ߹߁ߎߣ߇ㆱߌࠄࠇߥޔߚ߹ޕㄭᤨߩᡷᱜߦࠃࠆᭂߡ
⚦ߥⷙቯ߇ኻ⸃㉼ߐࠇࠆߎߣߦࠃࠆ㗴ࠍᜰ៰ߔࠆჿ߽ࠆޕ
ߘߩᗧߢߪࠄߊޔክ⼏ળ╬ߦࠃࠆⷙቯߩ⋥ߒ߇ᯏᢅߦⴕࠊࠇߚߣߒߡ߽৻ޔ
ㅪߩⷙቯߛߌߢㆡಾߦ⸃ߒዧߊߔߎߣߩߢ߈ߥ㗴߇ࠆߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆߩߘޕ
ࠃ߁ߥⷰὐ߆ࠄⷙቯߩ⸃㉼⺰ߣ┙ᴺ⺰ߦߪ㒢⇇߇ࠆߣ߁ߎߣߦߥࠇ߫ޔⷙቯ
ߩਇᢿߩᢛߦട߃ߡޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆᔅⷐᕈ߇ࠆߣ߁ߎߣߦߥࠈ߁ޕ
㨇ᧄ⎇ⓥળߦ߅ߌࠆ⼏⺰㨉
ޣᮭỬ↪ߦߟߡޤ
 ᮭỬ↪߇ࠄࠇࠆ▸࿐ߪ߈ࠊߡ㒢ࠄࠇߡࠆޕᮭỬ↪߇ࠄࠇࠆߩߪޔԘᮭ
⠪߇ᖡᗧߢ⥄ޔಽߩ⋉ࠍࠆߚߦᮭⴕࠍߔࠆߩߢߪߥߊઁੱࠍޠࠆߓޟ
ߚߦⴕ߁ਥⷰ⊛ᮭỬ↪ߣޔԙᮭ⠪ߩਥᒛߔࠆᮭ⋉߇ᭂߡዊߐߩߦኻߒߡ⸷
⸩ߦࠃࠅ⋧ᚻᣇ߇ᄬ߁⋉߇߹ࠅߦᄢ߈ߣ߁႐วߦቴⷰ⊛ߦ⋉⠨㊂ࠍߒߡ್
ᢿߐࠇࠆ႐ว ߁ߣޔ2 ࡄ࠲ࡦߢࠆޕ
 ળ␠ߢ⧷⺆߇ಽ߆ࠄߥੱߩߚߦ⧷⺆ߩࠨࠗ࠻ࠍ⠡⸶ߒߚߣ߁႐วߪⶄߦ߆⏕ޔ
ᮭ߅ࠃ߮⠡⸶ᮭߩଚኂߦߥࠅߘ߁ߢࠆ߇ࠍ࠻ࠗࠨޔ㐿ߒߡࠆ⠪ߪࠨࠗ࠻ߩ㐿ߦ
ࠃࠅߘ߁ߒߚⴕὑߦߟߡ㤩␜⊛ߦ⸵⻌ߒߡߚߣ⸒߃ߘ߁ߢ߽ࠆࠤߥ߁ࠃߩߎޕ
ࠬߢޔߦᮭ⠪߇⸷߃ߚ႐วߦᮭỬ↪ࠍㆡ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆ߣ⠨߃ࠆߣߎޔ
ߩࠃ߁ߥࠤࠬߢߪኂᗧߩቯ߇ߢ߈ߥߢࠈ߁ޕᮭ⠪߇න⚐ߦ⸵߈ߴࠆ߆ߒޟ
⻌ᢱࠍᡰᛄߞߡߊࠇ߁ߣޠᗧ࿑ߛߌߢ⸷߃ߡࠆߩߢࠇ߫ޔኂᗧߪࠄࠇߥߛ
ࠈ߁ޕⓍᭂ⊛ߦߘߩળ␠ߦ்ࠍߟߌࠃ߁ߣ߁ਥⷰ⊛ߥᗧ࿑ߩ߽ߣߢᮭਥᒛࠍߒߡ
ࠆߣ߃ߥߌࠇ߫ߛߛࠈ߁ޔߦ߁ࠃߩߎޕᮭỬ↪ߩਥᒛߪߥ߆ߥ߆㔍ߒߩߢߪߥ
߆ࠈ߁߆ޕ
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ޣ㤩␜⊛⸵⻌ߦߟߡޤ
 㤩␜⊛⸵⻌ߣ߁ᴺᓞ᭴ᚑߢߪ╙ޔਃ⠪߇ᖱࠍ⍮ࠄߕߦ⸵⻌ࠍᓧߕߦߞߡߒ߹ߞߚ
ࠤࠬࠍᢇ߃ߥ⪺ޕᮭଚኂߩ႐วߪ៊ኂ⾩ఘ⺧᳞ߢߪᗧㆊᄬ߇ᔅⷐߛ߇ޔᏅᱛ⺧
᳞ߪᗧㆊᄬ߇ⷐࠄߥߩߢޔ⍮ࠄߥ߆ߞߚߎߣߪℂ↱ߦߥࠄߥޔߦ߁ࠃߩߎޕ㤩␜
⊛⸵⻌᭴ᚑ߇߃ߥࠃ߁ߥ႐㕙ߎߘᮭ㒢ⷙቯ߇ലߦᯏ⢻ߔࠆ႐㕙ߛߣ߃ࠆ
߆߽ߒࠇߥޕ
 ᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦߩ᩺ߛߣࠍ࠻ࠗࠨࡉࠚ࠙ޔᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦ߇ⶄߒ৻ޔㇱࠍⴐㅍାߒߡ
ࠆߩߢࠆ߇ߩ࠻ࠗࠨࡉࠚ࠙ޔ㐿⸳⠪ߪᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦߦࠃࠅ↪ߐࠇࠆߎߣߦߟߡ
㤩␜⊛⸵⻌ࠍਈ߃ߡࠆߣ⹏ଔߔࠆⵙ್߽ࠆ⺰ߥ߁ࠃߩߘޔߛߚޕℂߢߪࠞࡃߢ
߈ߥ߽ߩ߽ࠆߩߢޔᮭ㒢ⷙቯߢߩኻᔕ߇ᔅⷐߦߥࠆߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
 ☨࿖ߩࠆઙߢߪޔ㗴ߣߥߞߚࠨࠗ࠻ߩ↹ߪᢱ⺖㊄ᣇᑼߢળຬߒ߆ࠄࠇߥ
ࠃ߁ߦߥߞߡ߅ࠅ߽ߘ߽ߘޔᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦߢߪ㓸ߢ߈ߥࠃ߁ߦߥߞߡߚߣߎࠈޔ
ળຬ߇ൎᚻߦ↹ࠍߩࠨࠗ࠻ߦࠕ࠶ࡊࡠ࠼ߒߡߚߚߦޔᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦ߇㓸ߒ
ߡߒ߹㗴ߣߥߞߚޔߪߢࠬࠤߥ߁ࠃߩߘޕ㤩␜⊛⸵⻌⺰ߦࠃߞߡᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦࠍ
ㆡᴺߦߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ
 ߹ߚ৻ޔቯߩ↪ߪ৻ಾᱛߔࠆߣ߁␜߇࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻ߦ␜ߐࠇߡߚ႐วߦ
㤩␜⊛⸵⻌ߩ᭴ᚑߪ߃ߥߩߢߪߥ߆ޕ
 େฏᷝઙ29ߢߪ৻ޔክ್ߢߪ㤩␜⊛⸵⻌߇ࠆߣߒߡଚኂࠍุቯߒߚ߇ޔ㜞ⵙߢ
ߪታߚࠆᘠ⠌ߦࠃࠅଚኂ߇ุቯߐࠇߚߩߎޕઙߢߪߦࠠࠟࡂޔᠠ⠪ࠍᜰቯߒߡᔕ
ߒߡߚߣ߁ታ߇ࠆߚ⥄ޔಽߩେฏ߇ᷝߐࠇࠆߩߪᒰὼ੍ᗐߐࠇߡߚߛࠈ
߁߆ࠄ㤩␜⊛⸵⻌߇ߞߚߣ⹏ଔߢ߈ߚߣ߁ᗧߢߪ․ޔᱶߥ᩺߆߽⍮ࠇߥޕ
 ☨࿖ߩߩࠤࠬߢߪޔන⚐ߦࠕ࠶ࡊࡠ࠼ߒߡࠆ߆ࠄߣ߁ℂ↱ߛߌߢ㤩␜⊛⸵⻌
߇ࠆߣ⹏ଔߒߚߩߢߪߥߊޔⓍᭂ⊛ߦᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦߢᜪߞߡ߽ࠄ߃ࠆࠃ߁ߥ࠲ࠣࠍ
ࠇߡߚ߁ߣޔታ߇ቯߢ߈ࠆߩߢ㤩␜⊛⸵⻌߇ࠄࠇࠆߣ߁್ᢿߛߞߚߘޕ
ࠇࠍ೨ឭߣߔࠆߣޔන⚐ߦ࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻ࠍࠕ࠶ࡊࡠ࠼ߒߡ㐿⸳ߒߡࠆߦㆊ߉ߥࠤ
ࠬߢ㤩␜⊛⸵⻌ࠍቯߔࠆߩߪ㔍ߒߩߢߪߥ߆ޕ
 ࠼ࠗ࠷ߩࠆⵙ್ߢߪޔᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦߦ㓸ߐࠇߥࠃ߁ߦߔࠆߚߩភ⟎ࠍ࠲ࠣߦ
ߒߡߥ߆ߞߚߩߢ㤩␜⊛⸵⻌߇ࠆߣ߁߰߁ߦ್ᢿߐࠇߚ߽ߩ߇ࠆ㧔߽ߞߣ߽
ⵙ್㧕ߢ߹ߎߘޕ㤩␜⊛⸵⻌߇ߞߚߣߡࠃ߆ߤ߁߆ߩߘߚ߹ޔၮḰࠍߤ߁ߔ
ࠆ߆ߥߤޔ㔍ߒ㗴߇ࠆޕ
ޣ㒢⇇ߦߟߡޤ
 ᮭ㒢ⷙቯࠍ✭߿߆ߦ⸃ߔࠆⵙ್߇ᄢߒߡ߽ߢ⺰㉼⸃ߥ߁ࠃߩߘޔኻᔕߢ߈ࠆ▸
࿐ߦߪ㒢⇇߇ࠆߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕߦ㘃ផㆡ↪߿ᄢ⸃㉼ࠍߒࠃ߁ߣߒߡ߽ࠍࠇߘޔ
ᱜᒰൻߔࠆᩮ߇චಽߢߥߚޔᓥ᧪ోߊᗐቯߐࠇߡߥࠤࠬߦᄢ⸃㉼߿㘃ផ
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೨ឝᵈ㧔25㧕ෳᾖޕ
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ㆡ↪ߢኻᔕߔࠆߩߦߪήℂ߇ࠆߩߘޕᗧߢߪⷙ⥸৻ޔቯࠍዉߔࠆ߆ޔᭂߡᯏᢅ
ߦⷙቯࠍᢛߒߡߊߒ߆ߥߢࠈ߁ޕ
 ␠ળ߿ᛛⴚߩᄌൻߣ߁ὐߦߟߡߪᧄޔᒰߦᯏᢅߦⷙቯࠍ┙ᴺߔࠇ߫㑆ߦว߁ߩ
߆߽ߒࠇߥ߇ޔⷙቯߩᢛߛߌߢߪߪޔ⍮ࠄࠇߡߥ␠ળ߿ᛛⴚߩᄌൻߦኻ
ᔕߢ߈ߥߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
 ␠ળߩᄙ᭽ᕈߣ߁ὐߦߟߡߪ␠ޔળ߇߹ࠅߦᄙ᭽ߢࠆߚߦࠍࠬࠤߩߡోޔ
ⷙቯߢࠞࡃߔࠆߎߣߦߪ㒢⇇߇ࠆߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
⺞ߩߣ↱⥄ߩޣᢛߦߟߡޤ
 ⪺ᮭᴺߩ․ᱶᕈߣߒߡ⪺ޔ⠪ߩᮭߣ߁߽ߩ߇ᙗᴺߩߩ⥄↱ߦ㑐ࠊࠆ㗴
ߢࠆ߆ࠄ⺞ߩߘޔᢛⷙቯߣߒߡ৻⥸ⷙቯ߇ᔅⷐߢࠆ߁ߣޔℂ↱߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
 ߒ߆ߒ⺞ߩߣ↱⥄ߩ߃ߣߚޔᢛ߇ᔅⷐߢࠆߣߒߡ߽⺞ޔᢛ߇ᔅⷐߢࠆߣ߁ߎ
ߣߣⷙ⥸৻ޔቯ߇ᔅⷐߢࠆߣ߁ߎߣߪ⇣ߥࠆߩߢߪߥ߆⺞ޕᢛߩᣇᴺߣߒߡߥߗ
ⷙቯߢߪߥߊ৻⥸ⷙቯ߇ᅷᒰߥߩ߆ߦߟߡߪㅜ߇⸽⺰ޔᔅⷐߢߪߥ߆ޕ
 ߘߩᗧߢߪ߁ߣ↱⥄ߩޔ߫߃ޔ㊀ᄢߥᮭߣ⪺ᮭߣߩ㗴߇ޔ㒢ቯߣ
߁ᣇᑼߢ⪺ᮭᴺߦ߅ߡචಽߦ⺞ᢛߐࠇߡࠆߩ߆߁ߣޔὐ߇⺰ὐߦߥࠆߩߢߪ
ߥ߆ޟޕ㒢ቯߦᒰߔࠆ႐วߦߒ߆ઁੱߩࠍ↪ߒߡߪߢ߈ߥߣޔ
߁⁁ᘒߢ⦟ߩ߆ߩઁޕ⍮⊛⽷↥ᮭߣߪ⇣ߥࠅ⪺ޔᮭߩ႐วߦߪߩ⥄↱ߦ㑐ࠊࠆ
ߚߦࠅࠃޔᘕ㊀ߥ⺞ᢛᯏ⢻ࠍᜬߞߡࠆߴ߈ߢߪߥ߆߁ߣޔޠ㗴⸳ቯߪߤ߁߆ޕ
 㑐ㅪߔࠆ⺰ὐߣߒߡ☨ޔ࿖ߪⷙ࡙ࠬࠕࠚࡈޔቯߪߩ⥄↱ߩ⺞ᢛⷙቯߢࠆߣ
߁ゲࠍᜬߞߡࠆ߹߹ߩߘࠍࠇߎޕᣣᧄߦዉߔߴ߈߆ߤ߁߆ߪ⺰ߣߒߡޔᮭ㒢
ⷙቯߩⓥᭂ⋡⊛ࠍߤߎ߆ߢ⼏⺰ߒߡࠄ߆ߦߒߡ߅߆ߥߣⷙ⥸৻ޔቯࠍዉߒߡ߽ޔ
ߑߘࠇࠍㆡ↪ߒࠃ߁ߣߒߚߣ߈ߦ್ᢿ߇ំࠄߋߣ߁ߎߣ߇ࠆߩߢߪߥ߆ޕ
 ☨࿖ߦ߅ߡࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ᛫ᑯࠍ߁႐วߪ⪺ޔᮭଚኂߦߥࠆ߆߉ࠅߪߩޔ
⥄↱ࠍ⁛┙ߒߚ᛫ᑯߦߪߢ߈ߥߣߐࠇߡࠆޕහߜ⪺ޔᮭᴺ⥄ߦ⺞ᢛⷙቯ߇⚵ߺ
ㄟ߹ࠇߡࠆߣ߁⠨߃ᣇߢࠆޕ1 ߟߪߩࠕ࠺ࠗࠕߣޔੑಽᴺߢࠆ⪺ޕᮭᴺ
ߪࠍ⼔ߔࠆ߇ߣੱઁ߃ߣߚޔࠅߢ↱⥄ߪߡߟߦࠕ࠺ࠗࠕޔหߓࠕࠗ࠺ࠕߢ
ߞߡ߽⥄↱ߦ↪ߢ߈ࠆߣ߁ߎߣߢࠆޕ2 ߟ⋡ߪࠆߔࠍࠕ࠺ࠗࠕޔߢᔅ㗇ߩ
ߥߩߢࠇ߫ࠫࡑޔℂ⺰ߢ⪺ᮭߩ⼔߇ุቯߐࠇࠆࠍࠆޔߦᦝޕᛕ್ߔ
ࠆߚߦߪ⋧ᚻᣇߩ⥄ࠍࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ߁႐วߦߪࡈࠚࠕ࡙ࠬⷙ
ቯ߇ࠊࠇࠆߣ߁ߎߣߦߥࠆ⺞ߩߣ↱⥄ߩޔߦ߁ࠃߩߘޕᢛߪ⪺ᮭᴺߩਛߢߢ
߈ߡࠆࠅ➅ߪߣߎ߁ߣޔߒ☨࿖ߩ್ߩਛߢ⸒ࠊࠇߡࠆޕ
 ࡑࠫℂ⺰ߪᣣᧄߢ߽ਛㅜඨ┵ߦขࠅࠇࠄࠇߡࠆ߇ߩઁߩߘޔὐߪޔᣣᧄߢߪࡈࠚ
ࠕ࡙ࠬⷙቯߢߪߥߊᒁ↪╬ߩⷙቯߢኻᔕߐࠇߡࠆߥ߁ࠃߩߤޔߡߞࠃޕᣇᑼ
ߢߩ⥄↱ߣ⺞ᢛߔߴ߈߆ߣ߁ߩߪ┙ᴺ╷ߩ㗴ߢࠅޔᣣᧄߢߪⷙቯߦ
ࠃࠆኻᔕߦࠃߞߡߩ⥄↱ߣߩ⺞ᢛ߇ߥߐࠇߡࠆߣ߁ߎߣ߽ߢ߈ࠆ↱⥄ߩޕ
ߣߩ⺞ᢛ߇චಽߢߪߥߣ߁ߎߣߢࠇ߫ࠆߥᦝޔⷙቯߣߒߡߤߩࠃ߁ߥ߽ߩ߇
ᔅⷐ߆ߣ߁⼏⺰ߦߟߥ߇ࠅ߿ߔߩߢߞߡⷙ⥸৻ޔቯߢߥߌࠇ߫⺞ᢛ߇ߢ߈ߥߣ
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߁ߎߣߦߪᔅߕߒ߽ߥࠄߥߩߢߪߥ߆ޕ
 ⁁ߦ߅ߡⷙቯߩߩߺߦࠃߞߡߩ⥄↱ߣߩ⺞ᢛ߇ߢ߈ߡࠆߩ߆ߤ߁
߆ޔߣࠆߔߣߥߡ߈ߢޔⷙቯߩㅊടߢ߽ߛࠈ߁ߒߪߢࠇߘޔ㒢⇇߇ߞߡ
ⷙቯߛߌߢߪචಽߦㆡಾߦ⺞ᢛߢ߈ߥⷙ⥸৻߫ࠇߢߣߎ߁ߣޔቯࠍዉߔߴ
߈⺞ߩߣ↱⥄ߩޕ߁ࠈߛߣߎ߁ߣޔᢛ߇ᔅⷐߢࠆ߆ࠄහ৻⥸ⷙቯࠍዉߔߴ߈
ߣ߁⺰ℂዷ㐿ߢߪߥޕ
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㊁㆐ᒄ㧕

╙Τ┨

⧷☨ᴺ߮ᄢ㒽ᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯ╬

☨࿖ᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯߩ᭴ㅧ

1.

㧔1㧕

☨࿖ᴺ♽

ࡠࡑᴺߩવ⛔ࠍᛚ⛮ߒߡࠆߎߣ߿ᚑᢥᴺਥ⟵ߥߤࠍ․⦡ߣߔࠆᄢ㒽ᴺ♽ߦኻߒ☨ޔ
࿖ᴺߪ್ޔᴺਥ⟵ࠍ․ᓽߣߔࠆ⧷☨ᴺ♽ߦዻߔࠆ*1್ޕᴺਥ⟵ߦ߅ߡߪޔᴺߩၮᧄㇱ
ಽߩᄢㇱಽ߇ቯᴺߢߪߥߊ್ᴺߦࠃߞߡⷙᓞߐࠇޔᣂߒᴺᓞ㗴ࠍ್ᢿߔࠆߦߚ
ߞߡߪߩ⺰┙ߩߘޔၮ␆ࠍ߹ߕᓥ᧪ߩ್ߦ᳞⸃ߢߣߎࠆߔ㉼⸃ࠍࠇߘޔߒࠃ߁ߣߔ
ࠆะ߇ᒝ⪺ޕᮭᴺ߽ߘ߁ߢࠆࠃ߁ߦ߽ߦ☨⧷ޔᢙᄙߊߩቯᴺ߇ሽߔࠆ߇⧷ޔ
☨ߩᴺᓞኅ߇ᣂߒ㗴ߦ⋥㕙ߒߚߣ߈ߦޔߪߩࠆߔߣ߁ࠃߒߣࠈߎߤࠅࠃߕ߹ޔㅢޔ
್ߢࠆߣߐࠇࠆ*2ޕ
⪺ᮭᴺߦߟߡ߽ߩࠇߙࠇߘޔᴺ♽ߦᔕߓߚ․⦡߇ࠆߣࠊࠇߡ߅ࠅޔᄢ㒽ᴺ♽
⻉࿖ߦ߅ߡߪ⪺ޔᮭߩᔨ߇⪺ޟ⠪ߩᮭ⥄ޔࠇࠄ߃ࠄߣߡߒߣޠὼᮭ⊛⊒ᗐ߇ᒝ
ߊࠇߡࠆߩߦኻߒ☨⧷ޔᴺ♽ߦ߅ߌࠆ⪺ᮭߪ⊛↥⽷ޔ㕙ߦ㊀ὐ߇߅߆ࠇ↥ࠅࠃޔ
ᬺ╷⊛ߥᕈᩰ߇ᒝߣ߽ࠊࠇࠆ☨ޔ߆ߚߩߎޕ࿖⪺ᮭᴺߦ߅ߡߪޔᓥ᧪⪺ޔ
⠪ੱᩰᮭ㧔moral rights㧕߇ቢోߥᒻߢߪណ↪ߐࠇߡߥ߆ߞߚ߇*3ޔ1989 ᐕߦ⪺⠪ੱᩰᮭ
ߩ⼔ࠍⷐ᳞ߔࠆࡌ࡞᧦⚂ߦട⋖ߒߚߎߣߩᓇ㗀ࠍฃߌߡޔ1990 ᐕߦᚑ┙ߒߚⷞⷡ⧓ⴚ
ߩ⪺⠪ߩᮭߦ㑐ߔࠆᴺᓞ㧔VARA㧦Visual Artists Rights Act㧕ߦࠃࠅ⪺ⴚ⧓ⷡⷞޔ‛
㧔works of visual art㧕ߣ߁㒢ࠄࠇߚ▸࿐ߢߪࠆ߇⪺ߩߘޔ⠪ߦޔේຠߦߟߡߩ᳁
ฬ␜ᮭ㧔the right of attribution㧕߮ห৻ᕈᜬᮭ㧔the right of integrity㧕߇ࠄࠇߚ㧔106A

*1 ್ᴺߪࠦࡕࡦࡠߣ߽߫ࠇࠆ߇್ޔᴺߣ߁ᗧߢߩࠦࡕࡦࡠߪߦࠄߐޔᱧผ⊛ᴺḮߣ
ߒߡߩࠦࡕࡦࡠߣࡠࡦࡕࠦޔߩᢇᷣᚻᲑߢߪਇචಽߥ႐วߦᢇᷣࠍਈ߃ࠆ⋡⊛ߢ⊒↢ߒߡ߈
ߚࠛࠢࠗ࠹ࠖ㧔ⴧᐔᴺ㧕ߣߦߐࠇࠆޕታᴺߩᮭߩᢇᷣᚻᲑߣߒߡࡠࡦࡕࠦޔߩᢇᷣᚻ
Ბߣߒߡߪ㊄㌛⾩ఘ㧔damages㧕ࠖ࠹ࠗࠢࠛޔߩᢇᷣᚻᲑߣߒߡߪ․ቯጁⴕ߿Ꮕᱛ㧔injunction㧕
߇ࠄࠇߡ߈ߚ㧔દ⮮ᱜᏆ ᧁਅᲞࠞࡔࠕޡᴺ㐷ޢ
㧔╙ 4 ᣣᧄ⹏⺰␠2008 ᐕ㧕103 109 㗁㧕ޕ
ࡈࠚࠕ࡙ࠬߪࠖ࠹ࠗࠢࠛޔḮߢࠆߣ߽ࠊࠇ㧔107 ᧦┙ᴺߩ㓙ߩਅ㒮ႎ๔ᦠ㧔H.R. Rep.
No.94 1476 (1976)㧕ߦߪ"ޔthe doctrine is an equitable rule of reason""ޔbalancing the equities" ߣߞߚ⸥
ㅀ߇ࠆ㧕․ߩࠖ࠹ࠗࠢࠛޔᓽߣߒߡߪలᕈ߿ⵙ್ᚲߦࠃࠆⵙ㊂ߩᄢ߈ߐߥߤ߇ߍࠄࠇࠆ߇㧔↰ਛ
⧷ᄦ☨⧷ޡᴺ✚⺰ ਅޢ㧔᧲੩ᄢቇ ળ1980 ᐕ㧕
㧔㧕13 14 㗁㧕
್ⵙޔ߽ߡߒߦࠇߕޔᚲ߇
ઙᲤߦਅߒߚ್ᢿ߆ࠄᒁ߈ߐࠇࠆⷙ▸ߣ߁ᗧߢߩ್ᴺ㧔ࠦࡕࡦࡠ㧕ߢࠆߎߣߦߪᄌࠊ
ࠅߥ㧔ࠕࡔࠞᴺⷰኤࡁ࠻ <http://izw134.blog74.fc2.com/>㧕
ޕ
*2 ↰ਛ೨ឝᵈ(1)㧔㧕15 16 㗁ޔ㧔ਅ㧕475 509 㗁
*3 ㅪ㇌⪺ᮭᴺߦ߅ߡߪޔ⏕ߥᒻߢ⪺⠪ੱᩰᮭ߇ⷙቯߐࠇߡߥ߆ߞߚ߽ߩߩޔᎺᴺ߿ㅪ㇌ᴺߦ
ࠃߞߡ㘃ૃߩ⼔߇ਈ߃ࠄࠇࠆߎߣ߇ࠅޔߚ߹ޔᎺ⧓ⴚሽᴺߦࠃߞߡ߽৻ቯߩ⼔߇ߥߐࠇߡ߈ߚ
㧔ࡑࠪࡖ࡞Aࡈࠔ㧔’㊁ᄦ⋙⸶㧕
⪺ࠞࡔࠕޡᮭᴺޢ
㧔ࠢࠪࠬࡀࠢࠪࠬࠫࡖࡄࡦ
2008 ᐕ㧕507 511 㗁㧕ޕ
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᧦ C

3 㧕ޕ

߹ߚ☨ޔ࿖ߪޔㅪ㇌ࠍߣߞߡ߅ࠅޔㅪ㇌ߣᎺߩᮭ㒢ߩಽ㈩ߪวⴐ࿖ᙗᴺߦࠃࠅቯࠄ
ࠇߡࠆޕㅪ㇌ᴺߪޔᙗᴺߦࠃࠆᮭߩ▸࿐ࠍ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ߕࠇߘޔએᄖߩᮭ㒢ߪᎺ
ߦ⇐ߐࠇࠆޕวⴐ࿖ᙗᴺ 1 ᧦ 8 ▵ 8 㗄ߪޔㅪ㇌⼏ળߦኻߒ⪺ޔߣ⊒ߦ㒢ቯߒߚᦼ㑆ޔ
⁛භᮭࠍઃਈߔࠆ⪺ᮭ߮․⸵ߦ㑐ߔࠆᴺࠍቯߔࠆᮭ㒢ࠍਈ߃ߡࠆޔߡߞ߇ߚߒޕ
ᒻߩᇦߦ࿕ቯߐࠇߚ⪺‛ߦኻߔࠆ⼔ߪޔㅪ㇌⪺ᮭᴺߦࠃߞߡኾභߐࠇࠆ߇ޔ
ㅪ㇌⪺ᮭᴺߩⷐ᳞ߔࠆ࿕ቯᕈߩⷐઙ*4ࠍḩߚߐߥᧂ࿕ቯߩ⪺‛㧔ญ㗡ߢߩṶ⺑߿හ⥝
Ṷᄼߥߤ㧕ߥߤߦߟߡߪޔᎺߩ⪺ᮭᴺ߇㑐ਈߒߡߊࠆน⢻ᕈ߇ࠆߣߐࠇࠆ*5ޕ

㧔2㧕

ឃઁ⊛ᮭߣ㒢ⷙቯ

☨࿖⪺ᮭᴺߪޔ106 ᧦ߦ߅ߡឃઁ⊛ᮭߩౝኈߣߒߡޔԘⶄᮭޔԙ⠡᩺ᮭޔԚ㗏Ꮣ
ᮭޔԛታṶᮭޔԜዷ␜ᮭޔԝ࠺ࠫ࠲࡞ㅍାታṶᮭࠍቯޔ107 ᧦એਅߦ߅ߡޔឃઁ⊛ᮭ
ߩᮭ㒢ⷙቯࠍቯࠆߣ߁᭴ㅧࠍߣߞߡࠆޕ107 ᧦ߦ൮⊛ߥ⪺ᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯ
ߣߒߡߩࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇߅߆ࠇߡࠆ߇ߪߣࠇߘޔߦޔ108 ᧦એਅߦߥ⚦ޔߩ
㒢ⷙቯ߽߅߆ࠇߡࠆ*6ޕ

Ԙ

ⶄᮭ⠡᩺ᮭߣߘߩ㒢

ⶄᮭߪ߽ߣߞ߽ޔၮᧄ⊛ߥឃઁ⊛ᮭߣߐࠇࠆ⪺ޕᮭ⠪ߪࠦ߿ࡇࠦ߇ੱઁޔ
࠼ߩᒻߢ⪺‛ࠍⶄߔࠆߎߣࠍឃ㒰ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧔106 ᧦㧕*7ޔߪߣࡇࠦޕ⍮
ࠄࠇߡࠆᣇᴺ߹ߚߪ᧪㐿⊒ߐࠇࠆᣇᴺߦࠃߞߡ⪺‛ࠍ࿕ቯߒߚ‛㧔ࠦ࠼ࠍ
㒰ߊ㧕ߢߞߡࠅࠃߦࠇߎޔᒰ⪺‛ࠍ⋥ធ߹ߚߪᯏ᪾߽ߒߊߪⵝ⟎ࠍ↪ߒߡⷡ⍮ߒޔ
ⶄߒ߹ߚߪવ㆐ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߽ߩࠍ߁ߣቯ⟵ߐࠇߡࠆ⪺ߪߦࡇࠦޔߚ߹ޕ
‛ࠍᦨೋߦ࿕ቯߒߚ‛㧔ࠦ࠼ࠍ㒰ߊ㧕߇߹ࠇࠆ㧔101 ᧦㧕ޕ

*4 ⪺ᮭߦࠃࠆ⼔ߪޔ⍮ࠄࠇߡࠆ߹ߚߪ᧪㐿⊒ߐࠇࠆᒻ⊛ᇦߢߞߡ⋥ޔធߦ߹ߚ
ߪᯏ᪾߽ߒߊߪⵝ⟎ࠍ↪ߒߡ⪺‛ࠍⷡ⍮ߒߪߚ߹ߒⶄޔવ㆐ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߽ߩߦ࿕ቯߐࠇߚޔ
⪺⠪߇ᚑߒߚഃ⊛ߥ⪺‛ߦ߱ߣⷙቯߐࠇߡ߅ࠅ㧔102 ᧦(a)㧕
ࠄ߆ߎߎޔഃᕈ㧔originality㧕
߿࿕ቯᕈ㧔fixation㧕ߣߞߚⷐઙ߇ዉ߈ߐࠇࠆޕ
*5 ጊᧄ㓉ม⪺ࠞࡔࠕޡᮭᴺߩၮ␆⍮⼂ޢ
㧔╙ 2 ᄥ↰ 2008 ᐕ㧕13 14 㗁ࠔࡈޔ೨
ឝᵈ(3)753 791 㗁
*6 એਅࠔࡈޔ೨ឝᵈ(3)407 581 㗁ޔጊᧄ೨ឝᵈ(5)80 132 㗁⊕ޔ㠽✁㊀⪺ࠞࡔࠕޡᮭᴺ
㐷ޢ143 233 㗁㧔ାጊ␠2004 ᐕ㧕ࠢ࠶ࠛޔ.J.ࠪࡘࡢ࡞࠷㧔㜞ᨋ㦖⋙ୃޔ⮮ብ ື⸶㧕
⪺ࠞࡔࠕޡᮭᴺߣߘߩታോޢ272 329 㗁㧔㓶᧻ၴ 2004 ᐕ㧕ࠨࠕޔRࡒ ࡑࠗࠤ࡞
H࠺ࡆࠬ㧔⮮㊁ੳਃ⸶㧕
ࠞࡔࠕޡ⍮⊛⽷↥ᮭᴺޢ
㧔ᦳ␠2008 ᐕ㧕211 246 㗁ޔਃ⪉ UFJ ࠨ
࠴㧒ࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣ✬⪺ޡ‛╬ߩ⼔ߣ↪Ṗൻᣇ╷ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ⻉ޟᄖ࿖ߩ⪺‛╬ߩ
⼔ᦼ㑆ߦߟߡޠႎ๔ᦠޢ92 96 㗁㧔2008 ᐕ㧕
㨇ᮮጊਭ⧐ၫ╩ㇱಽ㨉
<http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/gaikoku hogokikan.pdf> ߦࠃࠆޕ
*7 ☨࿖⪺ᮭᴺ᧦ᢥߩ⸶ߦߟߡߪޔએਅޔጊᧄ㓉ม Ⴧ↰㓷ሶ⸶ޟᄖ࿖⪺ᮭᴺ㓸 ࠕࡔࠞ✬ޠ
㧔⪺ᮭᖱႎࡦ࠲2000 ᐕ㧕<http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america.html> ߦࠃࠆޕ
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⠡᩺ᮭߪޔᵷ↢⊛⪺‛㧔derivative works㧕ࠍᚑߔࠆᮭߣߒߡቯࠄࠇߡࠆ㧔106
᧦㧕ޕᵷ↢⊛⪺‛ߦߟߡߪޔ⠡⸶ޔᦛ✬ޔ⣉⦡ޔዊ⺑ൻޔᤋ↹ൻޔ㍳㖸ޔⶄⴚ⟤ޔᛞ
㍳⪺ઁߩߘߪߚ߹ޔ⚂ⷐޔ‛ࠍᡷߒޔᄌᒻߒ߽ߒߊߪ⠡᩺ߒߚᒻᑼߩࠃ߁ߦ৻ޔએ
ߩᣢሽߩ⪺‛ࠍၮ␆ߣߔࠆ⪺‛ߣቯ⟵ߐࠇߡࠆ㧔101 ᧦㧕ޕ
ⶄᮭ⠡᩺ᮭߦ㑐ߔࠆ㒢ⷙቯߣߒߡߪޔㅍߩߚߩ৻ᤨ⊛࿕ቯ㧔112 ᧦㧕ޔታ↪ຠ
ߦ߅ߌࠆ౮⌀⛗↹ᓂೞຠߩⶄ㧔113 ᧦㧕ޔ㍳㖸‛ߦኻߔࠆឃઁᮭߩ㒢㧔114 ᧦㧕ޔ
ࠦࡦࡇࡘ࠲ࡊࡠࠣࡓߩⶄ‛ߩᚲ⠪ߦࠃࠆ↪⾗ᢱሽ⋡⊛ߩⶄ⠡᩺㧔117 ᧦㧕ޔ
ᑪ▽⪺‛ߦኻߔࠆឃઁᮭߩ㒢㧔120 ᧦㧕․ޔቯߩ㕖༡࿅ᐭᯏ㑐߇ⴕ߁ⷞⷡ㓚ኂ
⠪╬ߩߚߩὐሼ㖸ჿ╬ߩᒻᑼߦࠃࠆⶄ㗏Ꮣ㧔121 ᧦㧕ޔኅᐸౝ㍳㖸ߦኻߔࠆⶄᮭ
ߩ㒢㧔1008 ᧦㧕߇ࠆޔߚ߹ޕ㍳㖸‛ߩߩߚߩ㕖Ṷ⊛ߥ㖸ᭉ⪺‛ߩ↪ߦߟ
ߡߪޔᒝ⸵⻌ᐲ߇ቯࠄࠇߡࠆ㧔115 ᧦㧕ޕ

ԙ

㗏Ꮣᮭߣߘߩ㒢

㗏Ꮣᮭߪ⪺ޔᮭߩࠆ⪺‛ߩࠦࡇ߹ߚߪࠦ࠼ࠍ⽼ޔᄁߘߩઁߩᚲᮭߩ⒖ォ
߹ߚߪ⾉ਈߦࠃߞߡⴐߦ㗏Ꮣߔࠆᮭߣߒߡቯࠄࠇߡ߅ࠅ㧔106 ᧦㧕⽼ޔᄁ⾉ޔਈ╬ߦ
ࠃࠅߦⴐޔኻߔࠆ⪺‛ߩᦨೋߩᵹㅢࠍᡰ㈩ߔࠆᮭߣߐࠇߡࠆ☨ޕ࿖⪺ᮭᴺߦߪޔ
ᣣᧄ⪺ᮭᴺߦ߅ߌࠆⴐޟㅍାᮭߥ߁ࠃߩޠᔨߪሽߖߕ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔߢ㆑ᴺ
ߥⶄ‛ߩ࠳࠙ࡦࡠ࠼ࠍน⢻ߣߔࠆࠃ߁ߥⴕὑ߽ޔ㗏Ꮣᮭଚኂߣߒߡኻಣߐࠇࠆߎߣߦ
ߥࠆޕ
㗏Ꮣᮭߦ㑐ߔࠆ㒢ⷙቯߣߒߡޔㆡᴺⶄ‛ߩ㗏Ꮣ㧔ࡈࠔࠬ࠻࡞࠼ࠢ࠻ࡦ㧕
㧔109 ᧦㧔a㧕㧕߇ࠆ⪺ޔࠅࠃߦࠇߎޕ‛߇ߞߚࠎㆡᴺߦ⽼ᄁ⼑ᷰ╬ߐࠇࠆߣޔ㗏Ꮣ
ᮭ߇ᶖዧߒߩߘޔᓟ⪺ޔᮭ⠪ߩ⸵⻌ߥߊޔᒰࠦࡇ߹ߚߪࠦ࠼ࠍᄁළಣಽ╬ߔ
ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޔߒߛߚޕ㍳㖸‛ߣࠦࡦࡇࡘ࠲ࡊࡠࠣࡓߩ⪺‛ߩᬺ⊛ߥ⾉ਈߦߟ
ߡߪᄖ߇ቯࠄࠇߡࠆ㧔109 ᧦㧔b㧕㧕ޕ

Ԛ

ታṶᮭߣߘߩ㒢

⸒⺆ޔ㖸ᭉޔṶ߅ࠃ߮⥰〭ߩ⪺‛ޔή⸒ߦ߮ࠄߥޔᤋ↹ߘߩઁߩⷞ⡬ⷡ⪺‛ߦ
ߟߡߪ⪺ޔᮭߩࠆ⪺‛ࠍߦታṶߔࠆᮭߣߒߡታṶᮭ߇ࠄࠇߡࠆ㧔106 ᧦㧕
*8⪺ޕ‛ߩታṶߦߟߡߪ⋥ޔធ߹ߚߪࠄ߆ߩⵝ⟎߽ߒߊߪࡊࡠࠬࠍ↪ߒߡ⪺ޔ

‛ࠍᦶ⺒ޔޔṶᄼߪߚ߹〭⥰ޔṶߔࠆߎߣࠍޔᤋ↹ߘߩઁߩⷞ⡬ⷡ⪺‛ߩ႐

*8 ታṶᮭޔዷ␜ᮭߪߩޔታṶ߿ዷ␜ߦ㒢ቯߐࠇࠆ⪺ޕ‛ߩޠߩޟታṶ߹ߚߪዷ␜ߦߟߡߪޔએ
ਅߩࠃ߁ߦቯ⟵ߐࠇߡࠆ(101 ᧦㧕ޕ
(1) ⴐߦ㐿߆ࠇߚ႐ᚲ߹ߚߪኅᣖ߅ࠃ߮⍮ੱߩㅢᏱߩ㓸߹ࠅߩ▸࿐ࠍ߃ߚ⋧ᒰᄙᢙߩ⠪߇㓸߹ࠆ
႐ᚲߦ߅ߡ⪺ޔ‛ࠍታṶߒ߹ߚߪዷ␜ߔࠆߎߣޕ
(2) ⪺‛ߩታṶ߹ߚߪዷ␜ࠍޔࠄ߆ߩⵝ⟎߹ߚߪࡊࡠࠬࠍ↪ߡ(╙ޔ1)㗄ߦቯࠆ႐ᚲ߹ߚߪ
ⴐߦㅍାߒ߹ߚߪવ㆐ߔࠆߎߣ㧔ታṶ߹ߚߪዷ␜ࠍฃାߢ߈ࠆⴐߩ᭴ᚑຬ߇ߎࠇࠍห৻ߩ႐ᚲߢฃା
ߔࠆ߆㔌ࠇߚ႐ᚲߢฃାߔࠆ߆ࠍࠊߕޔߚ߹ޔหᤨߦฃାߔࠆ߆⇣ᤨߦฃାߔࠆ߆ࠍࠊߥ㧕
ޕ
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วߦߪޔᤋࠍㅪ⛯ߒߡߖࠆߎߣߪߚ߹ޔᤋߦ߁㖸ჿࠍ⡞߆ߖࠆߎߣߣޔቯ⟵ߐࠇ
ߡࠆ㧔101 ᧦㧕ޕ
߹ߚޔ㍳㖸‛㧔sound recordings㧕ߦߟߡߪޔ1995 ᐕߦ┙ᴺൻߐࠇߚ࠺ࠫ࠲࡞ታṶᮭᴺ
㧔DPRSRA㧦Digital Performance Right in Sound Recordings Act 㧕ߦࠃࠅޔㅜ⪺ޔᮭߩ
ࠆ⪺‛ࠍ࠺ࠫ࠲࡞㖸ჿㅍାߦࠃࠅߦታṶߔࠆᮭ߇ࠄࠇߡࠆ㧔106 ᧦㧕ޕ
ታṶᮭߦ㑐ߔࠆ㒢ߣߒߡޔ㕖༡ᢎ⢒ᯏ㑐ߦ߅ߡᢎᏧߪ↢ᓤ߇ᢎቶߢⴕ߁⪺‛
ߩታṶ㧔110 ᧦㧔1㧕㧕ޔᐭᯏ㑐ߪ㕖༡ᢎ⢒ᯏ㑐߇ㅢᏱߩᢎ⢒ᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡⴕ߁㕖
Ṷ⊛ߥ⸒⺆⪺‛ߪ㕖Ṷ⊛ߥ㖸ᭉ⪺‛ߩㅍା㧔110 ᧦㧔2㧕㧕
␞ޔᚲ╬ߢ␞ਛߦ
ⴕࠊࠇࠆ㕖Ṷ⊛⸒⺆⪺‛ޔ㕖Ṷ⊛㖸ᭉ⪺‛ޔቬᢎ⊛ߥṶ⊛㖸ᭉ⪺‛ߩታṶ㧔110
᧦㧔3㧕㧕ޔㅍାએᄖߩᣇᴺߦࠃࠆ㕖Ṷ⊛⪺‛ߩ㕖༡ታṶ㧔110 ᧦㧔4㧕㧕ޔㅢᏱߩኅᐸ↪
ฃାⵝ⟎ߢ⪺‛ߩታṶߪዷ␜ߩㅍାࠍฃାߒߡⴐߦવ㆐ߔࠆⴕὑ㧔110 ᧦㧔5㧕
㧔A㧕㧕ޔ
৻⥸ⴐ߇ฃାߔࠆߎߣࠍᗧ࿑ߒߚ㕖Ṷ⊛㖸ᭉ⪺‛ߩታṶߪዷ␜ߩㅍାࠍฃାߒߡ
ⴐߦવ㆐ߔࠆⴕὑ㧔110 ᧦㧔5㧕
㧔B㧕㧕ޔᐭᯏ㑐ߪ㕖༡ߩㄘᬺ⧓࿅ߦࠃࠆㄘᬺ
⧓ߩຠ⹏ળߦ߅ߌࠆ㕖Ṷ⊛㖸ᭉ⪺‛ߩታṶ㧔110 ᧦㧔6㧕㧕ޔ㍳㖸‛ߪౣ↢ⵝ⟎ߩዊ
ᄁᐫߦࠃࠆ⽼ଦᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡⴕࠊࠇࠆ㕖Ṷ⊛㖸ᭉ⪺‛ߩታṶ㧔110 ᧦㧔7㧕㧕ޔᐭ
ᯏ㑐ޔ㕖ᬺ⊛ᢎ⢒ㅍዪࠝࠫޔㅍାᬺ⠪✢ޔㅍାᬺ⠪ߦࠃࠆⷞ⡬ⷡ㓚ኂ⠪ߩ
ߚߩ㕖ᬺ⊛ㅍା㧔110 ᧦㧔8㧕㧕
ࠝࠫޔㅍାᬺ⠪ߦࠃࠆⷞⷡ㓚ኂ⠪ߩߚߩṶ⊛
⸒⺆⪺‛ߩㅍା㧔110 ᧦㧔9㧕㧕ޔ㕖༡ߩㅌᓎァੱળߪᗲ࿅߇␠ⴕߩㆊ⒟ߣߒ
ߡⴕ߁㕖Ṷ⊛ߥ⸒⺆⪺‛ߪ㕖Ṷ⊛ߥ㖸ᭉ⪺‛ߩታṶ㧔110 ᧦㧔10㧕㧕ޔㅍዪ߇ㅍ
ାߒߚାภࠍࡎ࠹࡞ࠕࡄ࠻╬ߩᣉ⸳ౝߦਛ⛮ߒߡⴕ߁ੱ⊛ዬᚲ߳ߩੑᰴ⊛ㅍା㧔111
᧦㧕߇ࠆߩߚߩࡓ࠹ࠬࠪ࡞ࡉࠤޔߚ߹ޕᒝ⊛↪⸵⻌㧔111 ᧦㧕ޔኅᐸߢߩੱ⊛
ⷞ⡬ߩߚߩⴡᤊౣㅍାߦߟߡߩᴺቯ↪⸵⻌㧔119 ᧦㧕ޔᣇᏒ႐ౝߦ߅ߌࠆⴡᤊㅍ
ߦࠃࠆౣㅍାߦߟߡߩᴺቯ↪⸵⻌㧔122 ᧦㧕ࠬࠢ࠶ࡏࠢࡘࠫޔ㧔ࠦࠗࡦᑼࠦ࠼Ṷ
ᄼᯏ㧕ߩ⥄⊒⊛ᷤߦࠃࠆ↪⸵⻌㧔116 ᧦㧕ޔㅍᯏ㑐ߦࠃࠆ㕖ᬺ⊛ߥᢎ⢒ㅍߩ
ߚߩ㕖Ṷ⊛ߥ㖸ᭉߩ⪺‛ਗ߮ߦ⛗↹ޔ࿑ᒻ߮ᓂೞߩ⪺‛ߩ↪ߩߚߩᒝ⸵
⻌ᐲ㧔118 ᧦㧕߇ቯࠄࠇߡࠆޕ

ԛ

ዷ␜ᮭߣߘߩ㒢

⸒⺆ޔ㖸ᭉޔṶ߅ࠃ߮⥰〭ߩ⪺‛ޔή⸒ޔ↹⛗ߦ߮ࠄߥޔ࿑ᒻ߹ߚߪᓂೞߩ⪺
‛㧔ᤋ↹ߘߩઁߩⷞ⡬ⷡ⪺‛ߩߩޘᤋࠍ㧕ߦߟߡߪ⪺ޔᮭߩࠆ⪺‛ࠍ
ߦዷ␜ߔࠆᮭߣߒߡޔዷ␜ᮭ߇ቯࠄࠇߡࠆ㧔106 ᧦㧕ޕ
ዷ␜ᮭߦ㑐ߔࠆ㒢ⷙቯߣߒߡߪޔㆡᴺߦᚑߐࠇߚⶄ‛ߦߟߡߩᚲ⠪ߦࠃࠆዷ
␜㧔109 ᧦㧔c㧕㧕߇ࠆޔߚ߹ޕ110 ᧦߿ 111 ᧦ߦࠃࠆታṶᮭߦኻߔࠆ㒢ⷙቯߩᄙߊ߇ޔ
ዷ␜ᮭߦኻߒߡ߽ㆡ↪ߐࠇࠆޕ
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㧔3㧕

ࡈࠚࠕ࡙

Ԙ

107 ᧦*9

ࠬ㧔fair use㧕

☨࿖⪺ᮭᴺ 107 ᧦ߪ⪺ޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯߣߒߡޔએਅߩࠃ߁ߦࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍ
ቯߡࠆߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޕᒰߔࠆⴕὑߦߟߡߪ⪺ޔᮭ߇㒢ߐࠇޔ↪⠪ߪ⪺
ᮭ⠪ߦ⸵⻌ࠍ᳞ߚࠅ↪ޔᢱࠍᡰᛄ߁ᔅⷐߪߥޕ
ᛕ⹏ࠬࡘ࠾ޔ⺑⸃ޔႎޔᢎ㧔ᢎቶߦ߅ߌࠆ↪ߩߚߦⶄᢙߩࠦࡇࠍᚑߔࠆ
ⴕὑࠍ㧕
⎇ޔⓥ߹ߚߪ⺞ᩏ╬ࠍ⋡⊛ߣߔࠆ⪺ᮭߩࠆ⪺‛ߩࡈࠚࠕ࡙ࠬ㧔ࠦࡇ
߹ߚߪࠦ࠼߳ߩⶄߘߩઁ╙ 106 ᧦ߦቯࠆᚻᲑߦࠃࠆ↪ࠍ㧕ߪ⪺ޔᮭߩ
ଚኂߣߥࠄߥ⪺ޕ‛ߩ↪߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߣߥࠆ߆ุ߆ࠍ್ᢿߔࠆ႐วߦ⠨ᘦߔߴ
߈ⷐ⚛ߪޔએਅߩ߽ߩࠍޕ
1 ↪ߩ⋡⊛߅ࠃ߮ᕈ⾰㧔↪߇ᬺᕈࠍߔࠆ߆߹ߚߪ㕖༡⊛ᢎ⢒⋡⊛߆ࠍ㧕
2 ⪺ᮭߩࠆ⪺‛ߩᕈ⾰
3 ⪺ᮭߩࠆ⪺‛ోߣߩ㑐ㅪߦ߅ߌࠆ↪ߐࠇߚㇱಽߩ㊂߅ࠃ߮ታ⾰ᕈ
4 ⪺ᮭߩࠆ⪺‛ߩẜ⊛Ꮢ႐߹ߚߪଔ୯ߦኻߔࠆ↪ߩᓇ㗀
⸥ߩోߡߩⷐ⚛ࠍ⠨ᘦߒߡࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ቯߐࠇߚ႐ว⪺ޔ‛߇ᧂ⊒ⴕߢࠆ
ߣ߁ታ⥄ߪࠆ߆߆ޔቯࠍᅹߍߥޕ

ԙ

ᴪ㕟

ࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᱧผ⊛Ḯࠍߐ߆ߩ߷ࠆߣ⧷ޔ࿖ߩ್ᴺߦ߅ߌࠆ"fair abridgment"㧔
ᱜߥⷐ⚂㧕ߩℂ⺰ߦᆎ߹ࠆߣߐࠇߡࠆ್ⵙޕᚲߪޔ⠡⸶߿ⷐ⚂ࠍߘࠇ⥄⼔ߦ୯ߔࠆ
߽ߩߢࠅ⪺ߩ࡞࠽ࠫࠝޔ‛ߩ⪺ᮭ⠪ߩหᗧࠍᔅⷐߣߒߥޔᣂߒ⪺‛ߢࠆ
ߣߺߥߒߡߚޕᱜߥⷐ⚂ࠍ⸵ኈߔࠆߎߣߢޔේ⪺‛ࠍ↪ߒߚᣂߚߥࠝࠫ࠽࡞ߩ
⪺‛߇↢ߺߐࠇ⑼ޔቇߩ⊒ዷࠍଦㅴߒߩⴐߡߞࠃߦࠇߘޔ⋉ߦ⾗ߔࠆߎߣߦߥࠆ
ߣ߁ߩߢࠆ*10ޕ
ߚߛߒ⧷ޔ࿖ߩ fair abridgment ℂ⺰ߪ☨ޔ࿖ߩⵙ್ᚲߦ߅ߡቢోߦฃߌࠇࠄࠇߚࠊߌ
ߢߪߥߊޔ㒢ߔࠆߴ߈వߣߒߡᛒ߁್߽ߞߚ*11ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޕේೣࠍೋߡ
ㅀߴߚߣߐࠇࠆ*12Folsom ઙប⸷ክߦ߅ߌࠆ Story ್ߩ⺑␜߽ޔfair abridgment ࠍ್ᢿߔ

*9 17 U.S.C. h107.
*10 William F. Patry, THE FAIR USE PRIVILEGE IN COPYRIGHT LAW (2d ed. 1995), at 6 7; Gyles v. Wilcox, 26
Eng. Rep. 489 (Ch. 1740).
*11 Gray v. Russell, 10 F. Cas. 1035, 1038 (C.C.D. Mass. 1839).
*12 ߚߛߒޔFolsom ್ߦ߅ߡߪޔ
࡙ࠬࠕࠚࡈޟ㧔fair use㧕
ࡈޕߥߡࠇࠄ↪ߪ⪲⸒߁ߣޠ
ࠚࠕ࡙ࠬߣ߁⸒⪲ࠍೋߡ↪ߚߩߪޔLawrence v. Dana, 15 F. Cas. 26 (C.C.D. Mass. 1869)ߢࠆ
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ࠆ߽ߩߢߪߥ߆ߞߚߣߩᜰ៰߇ࠆ*13ߩߎޕઙߢߪ ోޔ12 Ꮞ 7000 㗁ࠆ࡚ࠫࠫࡢ
ࠪࡦ࠻ࡦߩવ⸥߆ࠄޔ353 㗁ࠍⶄߒߚⴕὑ߇㗴ߣߥߞߚ*14ޕStory ್ߪޔ
ޔߣࠆߔ⚂ⷐޟ
ᚒߩߎޔ߫ߒ߫ߒߪޘ⒳ߩ㗴ࠍቯߔࠆ㓙ߦޔᛮ☴ߩᕈ⾰ߣ⋡⊛ޔ↪ߐࠇߚ⪺‛ߩ
㊂ߣଔ୯ޔ߮↪߇ࠝࠫ࠽࡞ߩ⪺‛ߩ⽼ᄁߦ៊ኂࠍਈ߃ߪࠆޔ⋉ࠍᷫߓޔ
ࠆߪ⋡⊛ߦขߞߡઍࠊࠆ⒟ᐲࠍߥߊߡߪߥࠄߥߣޠޕㅀߴ߇ࠇߎޔߩ 107 ᧦߇ቯ
ࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ 4 ⷐ⚛ߩḮߦߥߞߚߣߐࠇࠆޕ
ᒰᤨߩᦨೋߩ☨࿖⪺ᮭᴺߦ߅ߡߪ⪺ޔᮭ⠪ߦ⪺‛ߩޟශ㧔 printing 㧕ޔჇ
㧔reprinting㧕ޔ 㧔publishing㧕߮⽼ᄁ㧔vending㧕ߩߡߟߦޠᮭߒ߆ਈ߃ࠄࠇߡߥ߆
ߞߚߚ್ⵙޔᚲߦࠃߞߡഃࠅߐࠇߚࡈࠚࠕ࡙ࠬℂ⺰ߪޔታ㓙ߦߪ⪺ޔᮭ⠪ߦਈ
߃ࠄࠇߚᮭߩᄢࠍ↢ߺߒߚߣߐࠇࠆ⪺ࠆޔߜࠊߥߔޕ‛ࠍ߽ߣߦᣂߚߥ⪺‛
߇ഃߐࠇߚ႐ว߇ࠇߘޔㅙ⺆⊛ߥޟශߢ࡙ࠬࠕࠚࡈޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߥߪߢޠ
ࠆߣቯߐࠇߥߌࠇ߫⪺ޔᮭ⠪ߪߘߩ
․ቯߩ

ࠍᏅᱛࠆߎߣ߇ࠄࠇߚޕ឵⸒ߔࠇ߫ޔ

߇⸽ࠍߣߎ߁ߣߥߪߢޠ࡙ࠬࠕࠚࡈޟߔࠆߎߣߦࠃߞߡߩઁޔὐߢ

ߪឃઁᮭߩ▸࿐ౝߢߪߥ↪ࠍ߽⪺ޔᮭ⠪ߪᱛߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߩߢࠆࠦߩߎޕ
ࡦ࠹ࠢࠬ࠻ߦ߅ߡ․ޔቯߩ⪺‛↪߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߢߪߥߊଚኂߢࠆߣߩ⚿⺰ߪޔ
⪺‛ࠍォタߔࠆߎߣߦᢜߔࠆ߶ߤߦ⪺ߩ࡞࠽ࠫࠝޔ‛ࠍᄙ㊂ߦ↪ߒߚߣ߁⚿
⺰ߣห╬ߢߞߚߣᜰ៰ߐࠇߡࠆ*15ޕ
1790 ᐕߦᚑ┙ߒߚ☨࿖ߢߩᦨೋߩ⪺ᮭᴺߪߩߘޔᓟޔ1802 ᐕޔ1831 ᐕޔ1870 ᐕߦᡷ
ᱜ߇ߥߐࠇࠆޔߡߒߘޕ1909 ᐕ⪺ᮭᴺᡷᱜߦ߅ߡ⪺ߩⴚ⟤ߢ߹ࠇߘޔ‛ߦߩߺ
ࠄࠇߡߚߦޠⶄޟኻߔࠆᣂߚߥឃઁᮭ߇ቯࠄࠇߚ*16߈ߣߩߘޔߪ࡙ࠬࠕࠚࡈޕ
߹ߢߩᴺᡷᱜߦ߅ߡߪᚑᢥൻߐࠇߥ߆ߞߚ߇ޔFolsom ್ߦ߅ߌࠆ Story ್ߩవߦᓥ
ޔਅ⚖ክⵙ್ᚲߪ⪺ޔᮭߩឃઁᮭߦᄙߊߩᮭ߇ട߃ࠄࠇࠆߦߟࠇߡࠅࠃޔ㗫❥ߦࡈ
ࠚࠕ࡙ࠬℂ⺰ࠍㆡ↪ߔࠆࠃ߁ߦߥߞߚߣߐࠇޔᓟߦޔ1976 ᐕᴺ 107 ᧦ߦ߅ߌࠆᚑᢥൻ
߳ߣߟߥ߇ߞߡߊߎߣߦߥࠆޕ
1976 ᐕ⪺ᮭᴺߦ߅ߌࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ┙ᴺߩ㓙ޔㅪ㇌⼏ળߪ┙ߩߘޔᴺ⿰ᣦߣߒߡޔ
107 ᧦߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߩㆡ↪ߦߟߡߩࠆ⒳ߩࠟࠗ࠼ࠗࡦࠍឭ␜ߔࠆ߽ߩߢࠆߎߣ
ߪߟߟ߽ޔᛛⴚ⊛ᄌൻߦᔕߓߡⵙ್ᚲ߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍㆡ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆⵙ㊂
ࠍ߽ߞߡߥߊߡߪߥࠄߥߣߒߡ್ⵙޔᚲ߇᩺ߏߣߦࡈࠚࠕ࡙ࠬℂ⺰ࠍ⥄↱ߦㆡ
↪ߢ߈ߥߊߡߪߥࠄߥߎߣޔ107 ᧦ߪⵙ್ᒻᚑߐࠇߚᴺℂࠍౣ⸥ㅀߔࠆ߽ߩߢߞߡޔ

ߣߐࠇࠆޕ
*13 ᅏ㇍ᒄมవ↢ߩߏᢎ␜ߦࠃࠆޕ
*14 Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 (1841). ᩺ߩ⚿⺰ߣߒߡߪⵍޔ๔ߩ↪ߒߚಽ㊂߇ᄙߊⵍޔ๔ᦠ☋
ߩ㊀ⷐߥଔ୯ࠍ᭴ᚑߒߡࠆߎߣ߆ࠄޔଚኂ߇ࠄࠇߡࠆޕ
*15 Lydia Pallas Loren, Redefining the Market Failure Approach to Fair Use in an Era of Copyright Permission
System, 5 J. INTELL. PROP. L. 1 (1997), at 13 23.
*16 1909 ᐕᴺߪ⪺ߩߢ߹ࠇߎޔᮭᴺߦᄢ߈ߥᄌᦝ߇ട߃ࠄࠇߚߎߣ߆ࠄ☨ޔ࿖⪺ᮭᴺߩࡦ࠾࠲ޟ
ࠣࡐࠗࡦ࠻ޔޠ
ޟಽ᳓Ꭸߣߥࠆᴺ㧔watershed statute㧕
ࠆߡࠇߐ߽ߣޠ㧔L. Ray Patterson & Stanley W.
ޕ
Lindberg, THE NATURE OF COPYRIGHT: A LAW OF USERS' RIGHTS (1991)at 77 78㧕
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ᄌᦝޔᷫ❗ޔᒛߔࠆ߽ߩߢߪߥߎߣࠍ⸒ߒߚ*17ޕ

㧔╙Τ┨ 1.ၫ╩⠪㧦

㤗ሶ㧕

*17 H.R. Rep. No.94 1476 (1976)㧔ࡠࡃ࠻ࠧࡑࡦ ࠫࠚࡦࠡࡦ࠭ࡃࠣ✬㧔ౝ⮮◊⸶㧕
☨ޡ࿖
⪺ᮭᴺ⸃
ේ⪺╙ 6
㧔ਅ㧕ޢ㧔ାጊ␠2003 ᐕ㧕637 639 㗁㧕.
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☨࿖ߦ߅ߌࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬߦ㑐ߔࠆቇ⺑

2.

☨࿖⪺ᮭᴺ 107 ᧦ߪޔᛕ⹏ࠬࡘ࠾ޔ⹏⺰ޔႎޔᢎ⢒ޔቇⴚ⎇ޔⓥ╬ߩ⋡⊛ߩߚ
ߩⶄߥߤ߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߦ߹ࠇࠆߣㅀߴߚߢ࡙ࠬࠕࠚࡈޔㆡ↪ߩߚߩ 4 ߟ
ߩ⠨ᘦⷐ⚛ࠍߍߡࠆ߽ߩߩ⪺ߥ߁ࠃߩߤߪߢߌߛࠇߘޔ‛↪߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߣ
ߥࠆ߆ߪᔅߕߒ߽ࠄ߆ߢߪߥ߿್ޔߢ߹ࠇߎߪߡߟߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޕቇ⺑ߦ߅
ߡ᭽ޕߚ߈ߡࠇߐߥ߇⺰⼏ߥޘ
ࡈࠚࠕ࡙ࠬߦ㑐ߔࠆቇ⺑ߣߒߡޔએਅߢߪ☨ޔ࿖ߩ್ߦᓇ㗀ࠍਈ߃ߡ߈ߚߣ⠨߃
ࠄࠇࠆ *18 Leval ߦࠃࠆ⺰ᢥ್ߥ⊛৻⛔ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޟᢿၮḰ߳㧔Toward A Fair Use
Standard㧕ޔޠ߮ Gordon ߦࠃࠆ⚻ᷣ⊛ಽᨆߦၮߠߚߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޟᏒ႐ߩᄬᢌℂ⺰
㧔Fair Use as Market Failure㧕ߣޠ㑐ㅪߔࠆ⼏⺰ࠍ⚫ߔࠆߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔઁߩߘޕℂ⺰
⊛᭴ㅧߦ㑐ߔࠆ⼏⺰㧔᳃ਥਥ⟵߆ࠄߩࠕࡊࡠ࠴╬㧕߿ޔታ⸽⊛⎇ⓥ╬ࠍ⚫ߔࠆޕ

㧔1㧕

Leval "Toward a Fair Use Standard"

ᄌኈ⊛↪㧔transformative use㧕ߩ㊀

ⷞ
್ߣߒߡࡈࠚࠕ࡙ࠬߦ㑐ࠊࠆઙ߽ᜂᒰߒߡ߈ߚ Leval ߪޔ1990 ᐕߦ⊒ߒߚ
"Toward a Fair Use Standard" ߣ㗴ߔࠆ⺰ᢥߦ߅ߡ⪺ޔᮭᴺߩ⋡⊛ࠍഃ߳ߩࠗࡦࡦ࠹
ࠖࡧࠍઃਈߔࠆߎߣߢࠆߣߣࠄ߃ߚ߁߃ߢߦ⊛⋡ߩߘޔၮߠߚ⛔৻⊛ߥࡈࠚࠕ࡙
ࠬߩේೣߩឭ␜ࠍ⹜ߺߡࠆ*19⪺ޕᮭᴺ߇ࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧࠍਈ߃ࠆߴ߈ഃ⊛ߥᵴേߣ

*18 ৻⥸ߦߪޔหߓ್ᴺ♽ߢߞߡ߽⧷ޔ࿖ߢߪޔᴺᒻᚑߦ߅ߡᜰዉ⊛ߦ┙ߟߩߪⵙ್ቭߢ
ࠆߣߐࠇࠆߩߦኻߒ☨ޔ࿖ߢߪޔᴺቇ⠪ߣታോኅߣߩ⚿߮ߟ߈߇ࠃࠅᒝߎߣ߆ࠄޔᴺᒻᚑߦ߅ߌࠆ
ቇ⺑ߩߪ㜞ߣߐࠇࠆ㧔↰ਛ೨ឝᵈ㧔1㧕
㧔㧕48 49 㗁㧕
ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔߒߛߚޕታ⸽⊛⎇
ⓥߦ߅ߡߪ್ޔߩਛߢࡠࡆࡘߩ⺰ᢥࠍᒁ↪ߒߚᗧߩഀวߩಽᨆ߆ࠄޔቇⴚ⊛⎇ⓥߪࠊޔ
ࠇࠊࠇߩࡈࠚࠕ್࡙ࠬᴺߩᄢㇱಽߦ߶ߣࠎߤᓇ㗀ࠍᜬߞߡߥߣޔㅀߴࠄࠇߡࠆ㧔Barton
Beebe㧔ၔᚲጤ↢⸶㧕
ޟวⴐ࿖⪺ᮭᴺࡈࠚࠕ್࡙ࠬ㧔1985 2005 ᐕ㧕ߩታ⸽⊛⎇ⓥ(1)(ޔ2)ޠ⍮⊛
⽷↥ᴺ╷ቇ⎇ⓥ 21 ภ㧔2008 ᐕ㧕
22 ภ㧔2009 ᐕ㧕
㧔Barton Beebe, An Empirical Study of U.S. Copyright
Fair Use Opinions, 1978 2005, 156 U. PA. L. REV. 549 (2008)㧕22 ภ 197 㗁㧕
ޕ
ߎߩࠃ߁ߦࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ್ߦ߅ߡቇ⺑ߪ߹ࠅ㊀ⷞߐࠇߡߥߩ߆߽ߒࠇߥ߇⺞ߩߘޔᩏ
ߩߥ߆ߢߪ⺰ߩࡘࡆࡠޔᢥࠍᒁ↪ߒߚᗧߩഀว߇್ᴺߦኻߔࠆቇⴚ⊛⎇ⓥߩᓇ㗀ߩᜰᮡߢ
ࠆߣߒߡޔ
ޟ7 ઙߩᦨ㜞ⵙᗧߩ߁ߜߩ 4 ઙ(57.1%)ޔ88 ઙߩបⵙᗧߩ 25.0%ߚ߹ޔⵙᗧߩ 10.9%
߇㨇ࡠࡆࡘߩ⺰ᢥࠍ㨉ᒁ↪ߒߡࠆޔߒ߆ߒޕLeval ್ߩ"Toward a Fair Use Standard"ߣ߁
⺰ᢥࠍ㒰ߚ႐วޔഀวߪᦨ㜞ⵙᗧ 50.0%ޔបⵙᗧ 14.7%㧔88 ઙਛߩ 13 ઙ㧕
ߡߒߘޔⵙᗧߩ
5.7%㧔211 ઙਛߩ 12 ઙ㧕ߦᷫዋߔࠆޕLeval ್㨇ߩ⺰ᢥ㨉એᄖߦⵙ್ᚲ߇ᦨ߽ᄙߊᒁ↪ߒߚ⺰ᢥߪ
Wendy J. Gordon, "Fair Use as Market Failure"ߢޔ6 ߟߩⵙ್ᚲ߇ᒁ↪ߒߡࠆߡࠇߐ⸥߇࠲࠺ߩߣޠ
ࠆߎߣ߆ࠄ ߩࠄࠇߎޔ2 ߟߩ⺰ᢥ߇ߩઁޔቇ⺑ߦᲧߴߦ್ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᓇ㗀ࠍਈ߃ߡ߈ߚߎߣ
߇ુ߃ࠆޕ
*19 Leval ߪߦ࡙ࠬࠕࠚࡈߩߢ߹ࠇߎޔ㑐ߔࠆ⸷⸩ߦ߅ߡ್߇৻⽾ߒߚේೣࠍ߽ߚߕࠈߒޔ
ߩࠤࠬߦ⋥ᗵ⊛ߦኻᔕߒߡ߈ߚߣߒߡᛕ್⊛ߥ┙႐ࠍ␜ߒߡࠆޕ
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ߒߡޔᄌኈ⊛↪㧔transformative use㧕*20ࠍ㊀ⷞߒࠅࠃߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ↪߇ᱜᒰൻߐ
ࠇࠆ߆ߣ߁㗴ߪߚࠇࠊⴕޔ↪߇ᄌኈ⊛߆ߤ߁߆ߡߒߘޔᄌኈߩ⒟ᐲ߇ߤߩߊࠄ߆
ߣ߁㗴ߦᏫ⌕ߔࠆߣ⺰ߓߡࠆޔߡߞ߇ߚߒޕᄌኈ⊛↪ࠍ⠨ᘦⷐ⚛ߣߔࠆ╙ 1 ߩⷐ
⚛㧔↪ߩ⋡⊛ߣᕈ⾰㧕ࠍ㊀ⷞߔࠆߣߣ߽ߦ߽ߡ߅ߦ⚛ⷐߩઁޔᄌኈ⊛↪߳ߩ㈩ᘦ߇
ߥߐࠇࠆߴ߈ߎߣࠍ␜ໂߒߡࠆ*21 ߩߎޕLeval ߩ⸃ߪޔᓟߦ߁ߣࠖ࠺ࡠࡄޔᄌኈ⊛ߥ
↪ߢࠆߎߣࠍ㊀ⷞߒุࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޔቯߒߚប⸷ክ್ࠍⷒߒߡᏅߒᚯߒߚ
Campbell ઙᦨ㜞ⵙ್ߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ߚߣߐࠇࠆ*22ޕ

Ԙ

⪺ᮭᴺߩ⋡⊛

Leval ߪ⪺ޔᮭᴺߩ⋡⊛ߦߟߡ․ޔߥႎ㈽ࠍਈ߃ࠆߎߣߦࠃߞߡ⪺ޔ⠪ߩഃㅧ⊛ߥ
ᵴേߦേᯏࠍਈ߃ࠆߎߣߦࠆߣㅀߴࠆ⪺ޔߜࠊߥߔޕᮭߪ⪺ޔ⠪ߦ⛘ኻߩᚲᮭࠍਈ
߃ࠆ⥄ὼᮭߢߪߥߊߩⴐޔ⍮⊛ߥ⼾߆ߐߩߚᛛ⧓ߩ⊒㆐߿ᵴേࠍଦㅴߔࠆ⋡⊛ߢሽ
ߔࠆޔഞਥ⟵⊛ߥᐲ⸳⸘ߦࠃࠆ߽ߩߢࠆߣ⟎ߠߌࠆޕቢోߦࠝࠫ࠽࡞ߥᕁᗐߥ
ߤߪሽߖߕߩߡోޔ⍮⊛ߥഃᵴേߪࠆޔ⒟ᐲᵷ↢⊛ߢࠆޔߡߞࠃޕㆊᐲߦᐢ▸ߥ
ᮭߩ⼔ߪޔഃߩଦㅴߣ߁⋡⊛ࠍ߆߃ߞߡᛥߒߡߒ߹߁ߩߎޕ㗴߳ߩኻಣߣߒ
ߡมᴺ↪ࠄࠇߡ߈ߚℂ⺰߇ࠕࠖ࠺ࠗࠕޔ㧛ߩੑಽ⺰ޔഭജ߇⾌߿ߐࠇߡߡ߽
ታߪ⼔ߒߥߣ߁ℂ⺰ޔߡߒߘޔੑᰴ⊛ߥഃࠍ⼔ߔࠆ߽ߩߣߒߡߩࡈࠚࠕ࡙
ࠬℂ⺰ߢࠆߣߔࠆ*23ޕ

ԙ

4 ⷐ⚛ߩಽᨆ

Leval ߪޔቯᴺߩߔࠆ 4 ߟߩⷐ⚛ߦߟߡߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔቯ߇⪺ᮭᴺߩ⋡
⊛ߦነਈߔࠆ߆ߦߟߡࠄࠁࠆⷺᐲ߆ࠄ㗴ࠍ♖ᩏߔࠆߚߦޔฦࠇߙࠇߘ߇⚛ⷐߩޘ
㗴ߩ⇣ߥࠆ㕙ߦᵈᗧࠍะߌࠆ߽ߩߢࠆߣㅀߴࠆޔߢ߃߁ߩߘޕLeval ߩㅀߴࠆ⪺ᮭ
ᴺߩ⋡⊛߆ࠄޔฦⷐ⚛ߩ್ᢿၮḰࠍ␜ߒߡࠆޕ
a)

╙ 1 ߩⷐ⚛㧔↪ߩ⋡⊛ߣᕈ⾰㧕
╙ 1 ߩⷐ⚛ߪߩߘޔ↪߇ⴐ߳ߩ⫥ߣߒߡഃࠍଦㅴߔࠆߣ߁⪺ᮭᴺߩ⋡⊛ߦ

*20 ᓥ᧪ޔరߩ⪺‛ࠍߘߩᧄ᧪ߩ⋡⊛߿ᣇᴺߣ⇣ߥࠆᘒ᭽ߢ↪ߔࠆ႐ว"ޔproductive use"㧔↢↥⊛
↪㧕ߣ߁⸒⪲߇↪ࠄࠇߡ߈ߚߣߎࠈޔLeval ߦࠃࠅ"transformative use"ߣ߁↪⺆߇ഃࠅߐࠇߚ
ߣ⹏ߐࠇߡࠆ㧔Melville B. Nimmer & David Nimmer, NIMMER ON COPYRIGHT h13.05㧕ޔ߅ߥޕᓥ᧪ޔ
ࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ࠄࠇࠆߩߪ⊛↥↢ޔ↪ߦ㒢ࠄࠇߪߦ࡙ࠬࠕࠚࡈߪߤߥⶄߩ߹߹ߩߘޔ
ᒰߒߥߣℂ⸃ߐࠇߡߚะ߈߽ߞߚ߇ޔᓟߦ Sony ᦨ㜞ⵙ್㧔Universal City Studios, Inc. v. Sony
Corp. of America, 464 U.S. 417(1984).㧕ߦࠃࠅޔኅᐸౝߩ࠹ࡆ⇟⚵ߩ㍳↹㧔࠲ࠗࡓࠪࡈ࠹ࠖࡦࠣ㧕߇
ࡈࠚࠕ࡙ࠬߣߒߡࠄࠇߥ⊛↥↢ޔ↪ߦ㒢ࠄߕ߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔᚑ┙ߒ߁ࠆߎߣ߇⏕ߐࠇ
ߚޕ
*21 Pierre N. Leval, Toward A Fair Use Standard, 103 HARV. L. REV. 1105, 1111 (1990)
*22 Campbell v. Acuff Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 114 S.Ct. 1164 (1994). ߎߩ Campbell ್ߪޔLeval
⺰ᢥࠍᒁ↪ߒ ╙ޔ1 ߩⷐ⚛ߩ್ᢿߦ߅ߡᄌኈ⊛↪ࠍ㊀ⷞߒߚ ╙ޔߚ߹ޕ4 ߩⷐ⚛ߩ್ᢿߦ߅ߡ߽ޔ
ࡄࡠ࠺ࠖߩࠃ߁ߥᄌኈ⊛ߥ↪ߩ႐วߦߪޔᏒ႐ߢߩઍᦧᕈ߇ᷫዋߔࠆߎߣࠍᜰ៰ߒߚޕ
*23 Leval, supra note 21, at 1107 1111
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߆ߥ߁߆ߣ߁ޔᱜᒰൻߩ㗴ࠍ↢ߓߐߖࠆߣ߁ޔߡߒߘޕLeval ߪޔᱜᒰൻߩ㗴߇ޔ
╙৻⟵⊛ߦߪߩߘޔ↪߇ᄌኈ⊛߆ߤ߁߆ߩߤߡߒߘޔ⒟ᐲᄌኈ⊛ߢࠆ߆ߣ߁㗴ߦ
Ꮻ⌕ߔࠆߣㅀߴߡࠆޕ
↪ߪ↢↥⊛ߢߥߊߡߪߥࠄߕ⪺ߩߣ߽ޔ‛ߣߪ⇣ߥࠆ⋡⊛ࠆߥ⇣ޔᣇᴺߢ↪ߒߥ
ߊߡߪߥࠄߥޕනߥࠆౣ൮ⵝ㧔repackage㧕ޔౣ⊒ⴕ㧔republish㧕ߪ⪺ߩ࡞࠽ࠫࠝޔ‛
ߦขߞߡઍࠊࠆߛߌߢࠆߦࠇߘޕኻߒޔੑᰴ⊛ߥ↪ߦ߅ߡޔᣂߒᖱႎޔᣂߒ᭴
ㅧޔᣂߒⷞὐࠍഃㅧߔࠆߚߦᄌኈߐࠇ⪺ߡߒߣ᧚⚛ޔ‛߇↪ߐࠇࠆߩߢࠇ߫ޔ
ߘࠇߪ߹ߐߦࡈࠚࠕ࡙ࠬℂ⺰߇⼔ߒࠃ߁ߣߔࠆ㘃ߩᵴേߢࠆޕ
ߚߛߒޔᄌኈ⊛ߥ⋡⊛ߩߺߢࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ᱜᒰൻߐࠇࠆߣߪ㒢ࠄߥޕᐢ▸ߥ↪
ߪޔഃߩࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ߅ߘࠇ߇ࠆߚޔ↪߇ㆊᐲߢࠅⷐߩઁޔ
⚛߇⪺ᮭ⠪ࠍᡰᜬߔࠆߩߥࠄ߫ߪ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᱜᒰൻߢ߈ߥน⢻ᕈ߇ࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߦޔᄌኈ⊛↪ߢࠆߎߣ߇ޔᔅߕߒ߽ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍᚑ┙ߐߖࠆߣߪ㒢ࠄ
ߥߣߒߥ߇ࠄ߽ޔLeval ߪ ╙ޔ1 ߩⷐ⚛ࠍࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᩭᔃ㧔soul㧕ߢࠆߣㅀߴޔ
ߎߩⷐ⚛ߩ߽ߣߢߩᱜᒰൻߩቯ߇ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᚑ┙ߩߚߦਇนᰳߢࠆߣߒߡޔ
╙ 1 ߩⷐ⚛ߩ㊀ⷐᕈࠍᒝ⺞ߒߚ*24ޕ
b)

╙ 2 ߩⷐ⚛㧔⪺‛ߩᕈ⾰㧕
Leval ߪ ╙ޔ2 ߩⷐ⚛ߦߟߡ߽ߩⴐࠅߪ߿ޔᢎ⢒ߩߚߩഃ㧔⪺ㅀ㧕ߩࠗࡦࡦ࠹

ࠖࡧߩ⏕ߣ߁ⷞὐ߆ࠄᬌ⸛ࠍⴕߞߡࠆޕ
⪺ᮭᴺߩ⼔ࠍฃߌ߁ࠆ⪺‛ߦߪޔᄙ⒳ᄙ᭽ߥ߽ߩ߇߹ࠇࠆ߇⪺ޔᮭᴺߩ⋡⊛
ߣߪ߹ࠅ㑐ࠊࠅߩߥࠃ߁ߥੱ⊛ߥ⋡⊛ߢ⪺ㅀߐࠇࠆ⪺‛ࠃࠅ߽ޔ

ߩߚ

ߦഃߐࠇߚ⪺‛ߩᣇ߇ޔේ⪺‛ߩ⪺⠪ߩ⼔߇㊀ࠎߓࠄࠇߥߊߡߪߥࠄߥޕ
ߎߩߎߣ߆ࠄ⪺ޔ‛߇ᷣߺߢࠆ߆ߦߣߎ߁ߣ߆ࠆߢ⊒ᧂޔಽᨆߩὶὐࠍ
ᒰߡࠆߎߣߦߪޔᛕ್⊛ߥ⸃ࠍ␜ߒߡࠆ⪺ߩߘޔߜࠊߥߔޕ‛߇ߔࠆߚߦഃ
ߐࠇߚ߆ߩߘߪࠆޔㆊ⒟ߦߞߚߩߢߥߌࠇ߫ޔ㧛ᧂߩߪޔᄢ߈ߥᗧ
ࠍᜬߚߥߩߢࠆઁޕᣇߢߩޔㆊ⒟ߦߞߚߩߢࠇ߫ࡈ߇ߣߎࠆߢᧂޔ
ࠚࠕ࡙ࠬߩቯࠍᡰᜬߔࠆ߆߽ߒࠇߥޕ
ߕࠇߦߒߡ߽ ߪ⚛ⷐߩߎޔ4 ߟߩⷐ⚛ߩ߁ߜߩࠊߕ߆ߦ 1 ߟߦㆊ߉ߕ࡙ࠕࠚࡈޔ
ࠬࠍ್ᢿߔࠆߚߩචಽߩၮ␆ߦߪߥࠄߥߣߒߡࠆ*25ޕ
c) ╙ 3 ߩⷐ⚛㧔↪ߐࠇߚ㊂ߣታ⾰㧕
৻⥸⊛ߦޔ↪ߩ㊂߿㊀ⷐᕈ߇Ⴧߔ߶ߤޔᮭ⠪ߩ⋉ࠍኂߒޔዋߥ႐วߪࡈࠚࠕ
࡙ࠬߩቯ߇ߐࠇ߿ߔ ╙ޔߪ⚛ⷐߩߎޕ1 ߩⷐ⚛ߣ ╙ޔ4 ߩⷐ⚛ߣߩ㑐ଥߢߥࠄߐޔ

*24 Id. at 1111 1117. Nimmer ߽ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ⠨ᘦⷐ⚛ߣߒߡ''ޔtransformation''㧔ᄌኈᕈ㧕ߦᄙߊ
ߩ⠨ኤ߇ߥߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣߒߡޔᄌኈ⊛↪ߩ㊀ⷐᕈࠍߡࠆ㧔Nimmer, h13.05㧕
ޕ
*25 Leval, supra note 21, at 1116 1123.

26

ࠆ㊀ⷐᕈࠍߔࠆޕ
╙ 1 ߩⷐ⚛ߣߩ㑐ࠊࠅߦߟߡߪޔ↪ߐࠇߚ⚛᧚ߩㆬᛯ߿㊂߇ޔᗧ࿑ߐࠇߚᱜᒰൻߣ
ߩ㑐ଥߢวℂ⊛ߢࠆ߆ࠍ♖ᩏߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆޕᢙࡦ࠹ࡦࠬߩ↪߇ޔᄌኈ⊛
↪ߣߒߡᱜᒰൻߐࠇࠆߣߒߡ߽ߩࠅߥ߆ޔ㊂ࠍ↪ߔࠆ႐วߪޔᱜᒰൻߢ߈ߥ߆߽ߒࠇ
ߥ*26ޕ
╙ 4 ߩⷐ⚛ߢࠆᏒ႐ߩᓇ㗀ߣߩ㑐ଥߢߪ ╙ޔ3 ߩ࠹ࠬ࠻ߩޟታ⾰ᕈ㧔substantiality㧕ߩޠ
⾰⊛ߥ㕙߇ޔ㊂⊛ߥ㕙ࠃࠅ߽㊀ⷐ߆߽ߒࠇߥޔ߫߃ޕ᭽ߥޘ㕙߆ࠄࠍಽᨆߔ
ࠆᛕ್⊛⎇ⓥߦ߅ߡߪࠍ⪲⸒ࠆࠁࠄߩޔᒁ↪ߔࠆ߆߽ߒࠇߥ߇⥄ࠇߘޔߩᏒ
႐ߦขߞߡઍࠊࠆߎߣߪߥޕᒝᱜᒰൻ↱߇ࠅޔᏒ႐߳ߩਇߥᓇ㗀߇ሽߒߥ
ߩߢࠇ߫ޔᐢ▸࿐ߥ↪ߢߞߡ߽*ࠆ߁ࠅߥߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ27ޕ
╙ 4 ߩⷐ⚛㧔Ꮢ႐߳ߩᓇ㗀㧕

d)

Nation ઙ㧔Harper&Row ઙ㧕ߩᦨ㜞ⵙ್ߪ ╙ޔ4 ⷐ⚛ࠍߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޟ໑৻ᦨ
߽㊀ⷐߥⷐ⚛*ߚߒߣࠆߢޠ28߇⚛ⷐߩߎޕ㊀ⷐߢࠆߣ߁ߎߣߪ⪺ޔᮭ߇⪺⠪ߦ࿕
ߩ⥄ὼᮭߢߪߥߎߣࠍ␜ߒߡࠆ⥄ޕὼᮭ⊛⊒ᗐߦၮߠߊߩߢࠇ߫⪺ޔ⠪ߦߣߞߡ
ߪߩ⻌⸵ᧂߥ߁ࠃߩߤޔ↪߽ਇᔟߢࠅޔᏒ႐ଔ୯߳ߩᓇ㗀ߪή㑐ଥߢࠆߪߕߢࠆޕ
⪺ᮭߩၮ␆ߦࠆഞਥ⟵ߩᔨߪޔഃࠍᅑബߔࠆߚߦႎ㈽ࠍᓧࠆᯏળࠍ⚂᧤ߔࠆ
߽ߩߢࠅޔㆊᐲߦ⪺⠪ߩࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧࠍᅹߍࠆੑᰴ⊛↪ߪ⪺ޔᮭߩ⋡⊛ࠍᒙൻ
ߐߖࠆޔߡߞ߇ߚߒޕᏒ႐ߩⷐ⚛߇㊀ⷐߦߥࠆߩߢࠆޕ
ࠄࠁࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬߪ↪ޔᢱࠍᡰᛄࠊߥߎߣߦࠃࠅ⻌⸵ޔᢱߩ⧯ᐓߩ៊ᄬ
ࠍ↢ ╙ߦࠅ߹ޕ4 ߩⷐ⚛ࠍ㊀ⷞߔࠆߩߢࠇ߫߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔሽ⛯ߒᓧߥߊߥࠆ
߅ߘࠇ߇ࠆ⪺ޕᮭ⠪ߩẜ⊛Ꮢ႐߳ߩ៊ኂ߇ޔ

ߩߚߩ⪺‛ࠍഃߔࠆࠗࡦ

ࡦ࠹ࠖࡧࠍታ⾰⊛ߦ៊ߥ߁႐ว⪺ޔᮭᴺߩ⋡⊛߆ࠄߪ⚛ⷐߩߎޔੑᰴ⊛ߥ↪⠪ߦ߆ߥ
ࠅਇߦߊߎߣߦߥࠆ*29ޕ

Ԛ

ㅊട⊛ⷐ⚛

107 ᧦ߪࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᬌ⸛ߔࠆ㓙ޔ4 ⷐ⚛ߩ߶߆ߦࠆߥࠄߐޔㅊട⊛ߥⷐ⚛߇ሽ
ߔࠆ߆߽ߒࠇߥߎߣࠍ␜ໂߔࠆޔߒ߆ߒޕLeval ߪޔᬌ⸛ࠍㅴࠆ߶ߤޔᴺߩቯࠆ 4 ⷐ
⚛ߩߺ߇㑐ㅪߔࠆⷐ⚛ߢࠆߣ߁⚿⺰ߦ㆐ߔࠆߣㅀߴߡࠆ⺰ߢ߹ࠇߎޔߡߞ߇ߚߒޕ
ߓࠄࠇߡ߈ߚߊߟ߆ߩㅊട⊛ⷐ⚛ߪ⪺ޔ߽ࠇߕޔᮭᴺߩ⋡⊛ߩᬌ⸛߆ࠄㅺࠇࠆࠃ߁
ߥߩߣࠆߢ⚛ⷐߚߞ⺋ޔ⠨߃ࠍߒߡࠆޕ

*26 Nimmer ߪ৻ޔㇱߩᄖߩሽࠍߥ߇ࠄ߽⪺ޔߦ⥸৻ޔ‛ోࠍⶄߔࠆ႐วߪࠕࠚࡈޔ
࡙ࠬ߇ࠄࠇߥߣߒߡࠆ㧔Nimmer, supra note 20, h13.05㧕
ޕ
*27 Leval, supra note 21, at 1122 1125
*28 Harper㧒Row, Pulishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 105 S. Ct. 2218 (1985).
*29 Leval, supra note 21, at 1124 1126
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a)

⺈ታ㧔Good Faith㧕
ⵙ್ቭߦߣߞߡߥ߁ࠃߩ࡙ࠬࠕࠚࡈߦ․ޔ㔍ߒ㗴ࠍᛒ߁႐ว್ޔᢿࠍᱜᒰൻߔ

ࠆߚߦ߆ⴕࠃޔᖡⴕ߆ߣ߁್ᢿߦ㗬ࠅߚߊߥࠆ⺃ᖺ߇ࠆ*30ߩߘޔߒ߆ߒޕ
ࠃ߁ߥ್ᢿߪ⪺ޔᮭߩ⋡⊛ߣ⋧ኈࠇߥ⁁ᘒࠍ↢ߺߒޔℂ⺰ࠍᎼࠆߐࠄߥࠆᷙੂࠍჇ
ߔߎߣߦߥࠆ⪺ޕᮭߪߦⴕࠃޔႎࠆ߽ߩߢߪߥߊߩⴐޔᢎ⢒ߦ↪ߥᵴേߩ
⋉ࠍ⼔ߔࠆ߽ߩߢࠆ*31ޕ
b)

⧓ⴚ⊛ߥቢోᕈ㧔Artistic Integrity㧕
☨࿖⪺ᮭᴺ߇ޔ㨇⪺⠪ੱᩰᮭࠍߕޔ㨉⧓ⴚ⊛ߥቢోᕈࠍ⼔ߒߥߎߣߦኻߒߡ

ਇḩࠍᜬߟੱߪᄙߊࠆ*32⪺ޔߒ߆ߒޕᮭߪ⪺ߥ⊛ⴚ⧓ޔ‛ߛߌߢߪߥߊޔડᬺౝߩ
ࡔࡕޔ୫㊄ߩ〈ଦߩᚻ⚕ޘੱߥ߁ࠃߩߘޕࠆࠇࠄ߽ߦߤߥࡓࠣࡠࡊ࠲ࡘࡇࡦࠦޔ
ߔߴߡߦ⪺ޔᮭߦઃ㓐ߒߡޔ᳁ฬ␜ᮭޔᮭ⪺ߚࠇߐޔ‛ࠍୃᱜߔࠆᮭޔ
ห৻ᕈᜬᮭߣߞߚࠃ߁ߥᮭߩਥᒛࠍ⸵ߔߎߣߪޔਇวℂߢࠆⴚ⧓ޕኅࠍ⼔ߔࠆ
ߚߦߘߩࠃ߁ߥᮭࠍ⸳ߌߚߩߢࠇ߫ޔߩ┙ᴺࠍߒⴚ⧓ޔኅ߿⧓ⴚ⊛ߥຠߦߟ
ߡㆡಾߦቯ⟵ߔߴ߈ߢࠅ▸ߩߘޔ࿐ߪ⪺ᮭ⼔ߩ▸࿐ࠃࠅߪࠆ߆ߦ⁜߽ߩߢߥߊ
ߡߪߥࠄߥ*33ޕ
c) ࡊࠗࡃࠪ
⪺ᮭߦࡊࠗࡃࠪߩ⼔ࠍ⺒ߺㄟ⹜ߺ߽⺋ߞߡࠆࡊࠅࠃߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޕ
ࠗࡃࠪࠍ⼔ߔࠆะߪޔ19 ♿ਛ㗃ߩ⧷࿖ߩࠤࠬߦ↱᧪ߔࠆ⧷ޔߒ߆ߒޕ࿖ߢߪࡊ
ࠗࡃࠪߦ㜞ଔ୯߇ࠄࠇߡߚ৻ᣇߢߩࠪࡃࠗࡊޔᮭ߇ᴺߢࠄࠇߡ
ߥ߆ߞߚߩߦኻߒ☨ޔ࿖ߢߪߩࠪࡃࠗࡊޔᮭ߇⏕ߦ⊒ዷߒߡ߈ߚ⧷ޔߚ߹ޕ࿖ߣ
ኻᾖ⊛ߦ☨ޔ࿖ᴺߪߩ⺰⸒ޔᛥࠍህ߁ᒝജߥᙗᴺ⊛ࡐࠪ߇ሽߔࠆޕ
߽ߒ⪺ᮭᴺߩߥ߆ߦࡊࠗࡃࠪߩ⋉߳ߩነਈࠍขࠅࠇߡߒ߹߁ߥࠄ߫ޔᷓೞߥ
ࠁ߇ߺ߇↢ߓࠆߢࠈ߁ߩࠪࡃࠗࡊޔ߫߃ޕᮭߦߟߡߪߩ⋉߳ߩ㈩ᘦ߆
ࠄᱫᓟߪࠄࠇߥߪߕ߇⪺ޔᮭߩ⼔ߦࠃࠅߐࠄߦ 50 ᐕߩ⼔㨇1990 ᐕᒰᤨ㨉߇ઃ
ടߐࠇߡߒ߹߁ޕ
⪺ᮭᴺߪߪߦߚࠆߔ⼔ࠍࠪࡃࠗࡊޔㆡಾߢߪߥߊޔࠄ߆ߦߘߩߚߦ⸳⸘
ߐࠇߡࠆ߽ߩߢߪߥ⪺ޕᮭߪޔߒ⼔ࠍߌߛޔࠄ߆ߦߐࠇߚታࠍ⼔ߔࠆ
߽ߩߢߪߥߩߢࠆ߆ࠄߩࠪࡃࠗࡊޔ⋉ࠍ⼔ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ⪺ޔߦࠄߐޕ

*30 Lloyd L. Weinreb, Fair's Fair: A Comment on the Fair Use Doctrine, 103 HAEV. L. REV. 1137 (1990)ߪࡈޔ
ࠚࠕ࡙ࠬߩ⸒⪲ㅢࠅ⪺ࠍ↪ߥࠕࠚࡈޔᮭଚኂߩᄖߣߒߡᱷߔߴ߈ߢࠆߣㅀߴޔᱜ
㧔fairness㧕߳ߩ㈩ᘦࠍ㊀ⷞߒߡࠆޕ
*31 Leval, supra note 21, at 1125 1129
*32 1990 ᐕ߆ࠄ⪺⠪ੱᩰᮭ߇ㇱಽ⊛ߦࠄࠇߚߎߣߦߟߡߪޔ1(1)ࠍෳᾖޕLeval ߪޔ᳁ฬ␜ᮭ
߿ห৻ᕈᜬᮭߣߞߚ⪺⠪ੱᩰᮭ㧔droit moral d'artiste㧕߇࿖ߢࠄࠇߡࠆߣ߁ߎߣߦ⸒
ߒߡࠆ㧔Id. at 1128㧕ޕ
*33 Id. at 1128 1130.
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ᮭߦࡊࠗࡃࠪߩ⠨ᘦⷐ⚛ࠍ⚵ߺㄟߎߣߪߒޔ㧔reveal㧕⒁ޔඞߔࠆߎߣࠍหᤨߦ᳞
ࠆಽⵚ⊛ߥᴺߣߥࠆ߅ߘࠇ߇ࠆ⒁ߣࠪࡃࠗࡊޕඞߪ⪺ޔᮭߩഞਥ⟵⊛ߥ⋡⊛
ߣߪ⋧ኈࠇߥ*34ޕ

ԛ

Ꮕᱛ㧔injunction㧕

ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍߋࠆ߽ߞߣ߽ᱷᔨߥะߩ 1 ߟߪߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᜎ⛘߇ޔᔅߕ
Ꮕᱛࠍ߁ߣ߁⠨߃ߢࠆ*35⪺ޕᮭᴺߪޔ
⪺ޟᮭଚኂࠍ㒐ᱛߒ߹ߚߪᛥߔࠆߦ⋧
ᒰߣ⠨߃ࠆ᧦ઙߦ߅ߡ⊛ᤨ৻ޔᏅᱛ߅ࠃ߮⚳ዪ⊛Ꮕᱛࠍ⊒ⴕߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޠ
ߣⷙቯߔࠆߛߌߢࠆ㧔502 ᧦ a 㧕ޕᔅὼ⊛ߦᏅᱛࠍࠆะߪ߿ⴐޔੑᰴ⊛↪⠪
ߩ⋉ߛߌߢߪߥߊ⪺ޔᮭ⠪ߩ⋉ࠍኂߔࠆ߅ߘࠇ߽ࠆ್ⵙޕᚲߪޔᱜᒰൻߢ߈ߥ
Ꮕᱛࠍㆱߌࠄࠇߥ⚿ᨐߣߒߡߣࠄ߃ߚ႐วޔଚኂߩቯࠍᱜᒰൻߔࠆߎߣࠍ⋥ᗵ⊛ߦ
ㆱߌࠆ߆߽ߒࠇߥ߆ࠄߢࠆޕ
࿁ᓳߢ߈ߥ៊ኂ߇⪺ޔᮭଚኂߩࠤࠬߦ߅ߡޟផቯߐࠇࠆޔߪߣߎ߁ߣޠዅ㊀
ߔߴ߈ᩰ⸒ߢࠅޔଚኂߩቯߦߪᒰὼߩࠃ߁ߦᏅᱛ߇ࠄࠇࠆࠬࠤߩߤࠎߣ߶ޕ
ߦ߅ߡޔଚኂⴕὑߪ⪺ࠅࠃߦ࠼ࠗࡈޔᮭ⠪ߩഃߩ⋉ࠍᅓ߁ࠃ߁ߥන⚐ߥᶏ
⾚ⴕὑߢࠆߚߩߎޔᢇᷣߪᱜᒰൻߐࠇࠆޔߪࠬࠤߥ߁ࠃߩߎޔߒ߆ߒޕᱧผኅޔવ
⸥ኅޔᛕ⹏ኅޔቇ⠪߁ⴕ߇࠻ࠬ࠽ࡖࠫޔᒁ↪ߩࠃ߁ߥวℂ⊛ߥࡈࠚࠕ࡙ࠬਥᒛ
߇ߥߐࠇࠆ႐วߣߐࠇߥߊߡߪߥࠄߥޕᓐࠄߦߣߞߡߪࡈࠚࠕ࡙ࠬ࠹ࠬ࠻߇
ࠄࠇࠆ߆ࠍ੍ᗐߔࠆߎߣ߇㔍ߒ߇ޔੑᰴ⊛⪺‛ߩ

ߦߟߡߪޔᒝ⋉߇ሽ

ߔࠆ߆߽ߒࠇߕઁޔᣇߢ⪺ᮭ⠪ߩ⋉ߦߟߡߪ៊ޔኂ⾩ఘ߇ਈ߃ࠄࠇࠆߎߣߢචಽߦ
⼔ߐࠇࠆߛࠈ߁ޕ
ߎߩ㗴ࠍ⠨߃ࠆ߁߃ߢ߽ޔഃ߿ⴐߩ⊒ࠍଦㅴߔࠆߣ߁⪺ᮭᴺߩ⋡⊛߇ಽᨆ
ߦᤋߐࠇࠆߴ߈ߢࠆᦠߥ⊛⑳ޕ㘃߇ࠄ߆ߦߥࠆߎߣߦࠃࠆਇ⋉߿⒁ޔኒߦߒߡ
ࠆታߩ㔺ߦࠃࠆ៊ኂߢߪߥߊ⪺ߢ߹ߊޔᮭ⠪ߣߒߡߩ⪺ㅀߩ⋉߳ߩ៊ኂߩߺ߇
⠨ᘦߐࠇࠆߴ߈ߢࠆޕഃߩࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧࠍᒙࠆࠃ߁ߥଚኂⴕὑߦߟߡߪޔᏅᱛ

*34 Id. at 1129 1131.
*35 ߚߛߒޔᓟߦ Campbell ್ߪ ߩߎޔLeval ⺰ᢥࠍᒁ↪ߒߟߟ⥄ޔേ⊛ߦᏅᱛᢇᷣࠍࠆߎߣߦ
ࠃࠅ⪺ᮭᴺߩ⋡⊛߇Ᏹߦᦨ߽⦟ߊ㆐ᚑߐࠇࠆߣ߁ࠊߌߢߪߥߣㅀߴ㧔Campbell, 510 U. S. 569 at
578, n.10㧕ߩߘޔᓟߩ್ߢ߽ߎߩ⺑␜߇ᒁ↪ߐࠇߡࠆ㧔New York Times Co. v. Tasini, 533 U. S. 483 at
505 (2001)㧕ߦ⸵․ޔߚ߹ޕ㑐ߔࠆ eBay ઙᦨ㜞ⵙ್ߪࠖ࠹ࠗࠢࠛޔ㧔ⴧᐔᴺ㧕ߩේೣߦᾖࠄߒޔᏅ
ᱛ߇ࠄࠇࠆߚߦߪޔේ๔߇৻ቯߩⷐઙࠍḩߚߔߎߣࠍ┙⸽ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣ್␜ߒߚ㧔eBay
Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)㧕
৻ޕᣇߢޔᏅᱛࠍߕ៊ኂ⾩ఘߩߺࠍࠆࠗ
ࠕࡆ࠹ࠖ࡞࡞߇ᜰะߐࠇࠆะߦᵈᗧࠍ༐ߔࠆ߽ߩ߽ࠆޕGordon ߪޔᏅᱛࠍᜎ⛘ߒߟߟޔ
วℂ⊛ߥఘࠍਈ߃ࠆߣ߁ᒻߢߩᢇᷣߪ್ޔ߇ޟᏒ႐ࠍഃ⸳ߔࠆ╬ߣߣߎޠଔߢࠅޔߪࠆޔ
มᴺߦࠃࠆᒝࠗࡦࠬߣ߽ߺࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣᜰ៰ߔࠆޔ߇࡞࡞ࠖ࠹ࡆࠕࠗߩߎޔߡߒߘޕ
⪺‛ߩવࠍଦㅴߔࠆ৻ᣇߢหᤨߦࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧࠍోߔࠆߣ߁᛬ⴲ᩺ߩ㐳ᚲࠍᜬߟߎߣ߆ࠄޔ
㕖Ᏹߦ㝯ജ⊛ߢࠆߣߒߥ߇ࠄ߽ޔᏅᱛ߇ࠄࠇߥ႐วߦߪᤃߥ⪺ᮭߩ▸࿐ߩᒛߦߟߥ߇
ࠅ߁ࠆߣ߁ෂᗋ߆ࠄߩߘޔㆡ↪ߦߪᘕ㊀ߢࠆߴ߈ᣦࠍ␜ߔߣߣ߽ߦޔ㊄㌛⊛ᢇᷣߩᒝ⺞߇ഃ⊛ߥ
ຠߩ⾰ࠍૐਅߐߖࠆน⢻ᕈߦߟߡ߽⸒ߒߡࠆ㧔Wendy J. Gordon, Excuse and Justification in the
Law of Fair Use: Commodification and Market Perspectives, THE COMMODIFICATION OF INFORMATION 149
(Neil Netanel & Niva Elkin Koren eds., 2002), at 188 191㧕
ޕ
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ࠍࠆߴ߈ߢࠆ৻ޕᣇߢߦߚߩ⊛⋡ߥ⊛⑳ߦ☴⚐ޔഃߐࠇ⋉ߩߚߩ⪺‛
ߢߪߥ႐วߪޔᏅᱛࠍߥߣߒߡ߽ഃߩࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧߦᖡᓇ㗀ࠍਈ߃ߥߛ
ࠈ߁*36ޕ

㧔2㧕

Gordon "Fair Use as Market Failure"

ࡈࠚࠕ࡙

ࠬߩᏒ႐ߩᄬᢌℂ⺰

Gordon ߪ⚻ޔᷣቇ⊛ߥⷞὐ߆ࠄࡈࠚࠕ࡙ࠬߩಽᨆࠍⴕޔᏒ႐ߩᄬᢌ߇ሽߔࠆߚ
ߦᮭ⠪ߣ↪⠪ߩ㑆ߢขᒁࠍⴕ߁ߎߣ߇㔍ߒ႐วߦޔ↪ࠍ⸵ߔߚߦᯏ⢻ߔࠆߩ
߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߢࠆߣ߁⸃ࠍ␜ߒߚޕએਅߢߪޔGordon ߦࠃࠅឭ໒ߐࠇߚࡈࠚࠕ
࡙ࠬߩᏒ႐ߩᄬᢌℂ⺰ߣߦࠇߘޔ㑐ㅪߔࠆ⼏⺰ޔ߮ᓟߩ Gordon ߦࠃࠆᏒ႐ߩᄬᢌℂ⺰
ߩୃᱜߦߟߡ⚫ߔࠆޕ

Ԙ

Ꮢ႐ߩᄬᢌℂ⺰㧦3 Ბ㓏࠹ࠬ࠻

Gordon ߪ࡙ࠬࠕࠚࡈޔℂ⺰ߣߘߩቯᴺߩ᭴ㅧߩ߹ߐ߇⽾৻ޔᕈߣ੍น⢻
ᕈࠍ߽ߚࠄߔߎߣࠍ࿎㔍ߦߒߡࠆߣ߁㗴ᗧ⼂ߩ߽ߣ⚻ޔᷣ⊛ߥಽᨆߦࠃࠅࠕࠚࡈޔ
࡙ࠬߩၮᧄ⊛ߥේೣࠍ⸃ߒࠃ߁ߣ⹜ߺߚޔࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޔߡߒߘޕᏒ႐ࠍㅢߒߡ
ߪ㆐ᚑߐࠇߥ߇␠ળ⊛ߦߪᦸ߹ߒขᒁࠍ⸵ኈߔࠆߚߩℂ⺰ߜࠊߥߔޔᏒ႐ߩᄬᢌࠍ
ᴦ≹ߔࠆߚߩℂ⺰ߣߒߡᝒ߃ ޔ1 Ꮢ႐ߩᄬᢌ߇ሽߔࠆߎߣ ޔ2 ⵍ๔߳ߩ↪ߩ⒖ォ
㧔↪ࠍ⸵ߔߎߣ㧕߇␠ળ⊛ߦᦸ߹ߒߎߣ ޔ3 ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍࠆߎߣߢ⪺ᮭ⠪
ߩࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧ߇ታ⾰⊛ߦኂߐࠇߥߎߣ⚻߁ߣޔᷣቇ⊛ಽᨆߦၮߠߊࡈࠚࠕ࡙
ࠬㆡ↪ߩߚߩ 3 Ბ㓏࠹ࠬ࠻ࠍឭ໒ߒߚ*37 ╙ޕ1 ߩ࠹ࠬ࠻㨪╙ 3 ߩ࠹ࠬ࠻ߩోߡࠍࠢࠕ
ߒߚ႐ว߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔㆡ↪ߐࠇࠆߣ߁ߎߣߦߥࠆޕ
a)

╙ 1 ߩ࠹ࠬ࠻㧔Ꮢ႐ߩᄬᢌ㧕
╙ 1 ߩ࠹ࠬ࠻ߪޔᏒ႐ߩᄬᢌ߇ሽߔࠆߎߣߢࠆޕ↪ߦ㑐ߔࠆขᒁߩᏒ႐߇ሽߔ

ࠆ႐วߪⵍޔ๔ߦࠃࠆ⪺‛ߩ↪߇ഃ⠪߳ߩ៊ኂࠃࠅ߽㜞␠ળ⊛ଔ୯ࠍ߽ߚࠄߔߩ
ߢࠇ߫ߦ⊛⊒⥄ޔ↪⒖ォߩขᒁ߇ⴕࠊࠇࠆߩߢ್ⵙߑࠊߑࠊޔᚲࠍߒߡࡈࠚࠕ࡙
ࠬࠍࠆᔅⷐߪߥ್ⵙޔߚ߹ޕᚲߩ್ᢿࠃࠅ߽ޔᒰ⠪ߩ⋧วᗧߩᣇ߇ޔଔ୯ᦨ
ᄢൻߩᜰᮡߣߥࠅ߁ࠆޔߡߞ߇ߚߒޕචಽߥℂ↱ߥߒߦᏒ႐ߩㄤ࿁ࠍߥߚߦߪޔ
ᦸ߹ߒ⾗Ḯ↪ߩวᗧ⊛ขᒁ߇⥄ὼ⊒↢⊛ߦߎࠄߥ႐ว⾗ߪࠆޔḮ㈩ಽ߇ߤߩ

*36 Id. at 1130 1135.
*37 Wedy J. Gordon, Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case
and its Predecessors, 82 COLUM. L. REV. 1600 (1982). ߎߩ⺰ᢥࠍ⚫ߔࠆ㇌⺆ᢥ₂ߣߒߡޔዊᴰ⋥᮸ࠕޡ
ࡔࠞ⪺ᮭᐲ
ේℂߣ╷ ޢ18 22 㗁㧔ᒄᢥၴ1996 ᐕ㧕
ޔߒߛߚޕ3 Ბ㓏࠹ࠬ࠻ߩ߁ߜ ╙ޔ3
ߩታ⾰⊛៊ኂߩ࠹ࠬ࠻ߦߟߡߪޔᓟߦߥ߁ࠃߩߎޔᐢ▸ߢ෩ߒ࠹ࠬ࠻ࠍ⸳ߌߚߎߣߪ࡙ࠕࠚࡈޔ
ࠬ߳ߩㆊᐲߥ㒢ߢߞߚߣߒߡⷐߩߎޔઙࠍḩߚߔ߹ߢ߽ߥߊࠆࠇࠄ߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔ႐ว
߇ࠆߣߒߡࠆ㧔2.(2)ԛෳᾖ㧕ޕ
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ࠃ߁ߦߥߐࠇࠆߴ߈߆ߩၮḰࠍឭଏߔࠆᏒ႐ߩᯏ⢻߇៊ߥࠊࠇߡࠆ႐วߩߺ⪺ޔᮭ⠪
߆ࠄᮭࠍᅓ߁ߎߣࠍ⚻ᷣ⊛ߦᱜᒰൻߒ߁ࠆߣㅀߴ࡙ࠬࠕࠚࡈޔㆡ↪ߩⷐઙߣߒߡޔ
߹ߕޔᏒ႐ߩᄬᢌߩሽࠍⷐ᳞ߒߡࠆ*38ޕ
b)

╙ 2 ߩ࠹ࠬ࠻
╙ 2 ߩ࠹ࠬ࠻ߪⵍޔ๔߳ߩ↪ߩ⒖ォ㧔↪ࠍ⸵ߔߎߣ㧕߇␠ળ⊛ߦᦸ߹ߒߎߣߢ

ࠆ್ⵙޕᚲߪޔ↪߇ⵍ๔ߩᚻߦࠆߩߣ⪺ᮭ⠪ߩᚻߦࠆߩߣߢߪ␠߇ࠄߜߤޔળ⊛
ߥଔ୯߇㜞߆ࠍ್ᢿߒߥߊߡߪߥࠄߥ⪺ޕᮭ⠪߇ⷐ᳞ߔࠆଔᩰ߇↪⠪߇↳ߒࠆ
ଔᩰࠃࠅ߽ૐߌࠇ߫ޔ
ޟᏒ႐ߩᄬᢌ߇ޠᴦ≹ߐࠇߚ⁁ᘒߦ߅ߡޔ↪⠪߳ߩ⒖ォ߇ߥߐࠇޔ
␠ળ⊛ଔ୯߇Ⴧടߐߖࠄࠇࠆ߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔߒ߆ߒޕቯߐࠇࠆߩߪޔ㕖ᬺ⊛ߢᄖ
ㇱ⊛ߥ␠ળ߳ߩ⋉ࠍ↢ߺߔ↪߇ᄙߚⵍޔ๔߇↳ߒࠆଔᩰޔ߮⪺ᮭ⠪߇ⷐ
᳞ߔࠆଔᩰࠍ್ᢿߔࠆߩߪኈᤃߢߪߥ್ⵙ߫ߒ߫ߒޕᚲߪ↪ߩ␠ળ⊛ଔ୯ࠍ⋥ᗵ⊛ߦ
Ⓧ߽ߞߡࠆ߇ޔේ๔߳ߩ៊ኂ߇ዊߐߣ߈ߪ߁ࠈߢߚࠇߐ⺧ⷐޔᏒ႐ଔᩰ߽ዊߐ
ะ߇ࠅޔᏒ႐ߩᄬᢌ߇ߥߌࠇ߫ⵍ๔߇↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚน⢻ᕈ߇㜞್ⵙޕᚲߩ
⋉ⴧ㊂ߪޔᏒ႐ขᒁߦ㘃ૃߒߡ߅ࠅߪ࡙ࠬࠕࠚࡈޔቢోᏒ႐ߩ⁁ᴫߩਅߢߥߐࠇࠆ
⪺ᮭ⠪ߩหᗧࠍᥧ␜ߔࠆ߽ߩߢࠆߣߔࠆ*39ޕ
c) ╙ 3 ߩ࠹ࠬ࠻
╙ 3 ߩ࠹ࠬ࠻ߪ ╙ޔ1╙ 2 ߩ᧦ઙࠍḩߚߒߚߢޔ↪ࠍ⸵ߔߎߣ߇⪺ᮭ⠪ߦታ⾰⊛
ߥ៊ኂࠍਈ߃ߥߎߣߢࠆߣࡧࠖ࠹ࡦࡦࠗޕᖱႎߩવߩ⋉ߩㆡಾߥࡃࡦࠬࠍ⛽
ᜬߔࠆߚߦࠍࡧࠖ࠹ࡦࡦࠗޔᒙࠆታ⾰⊛ߥ៊ኂ߇ሽߒߥߎߣ߇࡙ࠕࠚࡈޔ
ࠬࠍࠆߚߩ᧦ઙߣߥࠆ ╙ߩߎޕ3 ߩ࠹ࠬ࠻ߦߟߡߪޔቢోߥᏒ႐ߩᄬᢌߩ႐วߣ
ਛ㑆⊛ߥᏒ႐ߩᄬᢌߩ႐วߦಽߌߡ⺰ߓࠄࠇߡࠆޕ
ቢోߥᏒ႐ߩᄬᢌ߇ሽߔࠆߣ߈ߪ⪺ޔᮭ⠪ߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞ࠍᜎ⛘ߔࠆߎߣ߇໑৻ߩ
⪺‛ߩ↪ࠍ⸵ߔᣇᴺߢࠆ⪺ޕᮭ⠪ߪߘ߁ߢߥߌࠇ߫ฃߌࠆߢࠈ߁ႎ㈽ࠍᅓࠊࠇ
ࠆߎߣ߽ߥߩߢ߇ࡧࠖ࠹ࡦࡦࠗޔᒙࠄࠇࠆߎߣ߽ߥᦨޔߡߞ߇ߚߒޕೋߩ 2 ߟߩ
࠹ࠬ࠻ࠍߺߚߔߎߣߢ߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔᱜᒰൻߐࠇࠆߣߔࠆޕ
ߒ߆ߒޔᏒ႐߇ోߡߩᦸ߹ߒ឵ࠍ߽ߚࠄߔࠊߌߢߪߥ߇ߩ߆ࠄߊޔขᒁߪน⢻
ߢࠆߣ߁ࠃ߁ߥޔਛ㑆⊛ߥᏒ႐ߩᄬᢌ߽ሽߔࠆߩߎޕ႐วޔଚኂߩቯߦߪᦸ߹ߒ
ขᒁ߇ᅹߍࠄࠇࠆ߆߽ߒࠇߥߣ߁߅ߘࠇ߇߁৻ᣇߢޔߣࠆࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ
ࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧ߇ᒙࠄࠇߡߒ߹߁߅ߘࠇ߇ࠆߩߎޕ⍦⋫ࠍ⸃ߔࠆߚߦࠕࠚࡈޔ
࡙ࠬࠍࠆߎߣߦࠃࠅ⪺ᮭ⠪߳ߩࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧߦታ⾰⊛ߥ៊ኂ߇↢ߓߥߎߣ߇
ᔅⷐߣߐࠇࠆߩߢࠆ*40ޕ

*38
*39
*40

Id. at 1614 1615
Id. at 1615 1619.
Id. at 1618 1623.
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ԙ

Loren ߦࠃࠆᏒ႐ߩᄬᢌℂ⺰ߩౣቯ⟵

̆ᄖㇱᕈߦࠃࠆᏒ႐ߩᄬᢌߩᒝ⺞̆

Loren ߪ⪺ޔᮭߩ߱▸࿐ߩᄢ߿ሽ⛯ᦼ㑆ߩᑧ㐳߇ߥߐࠇߡ߈ߚߣ߁ᱧผ⊛ߥ⢛᥊
ࠍ〯߹߃ޔᙗᴺߩⷐ⺧ߢࠆ⍮⼂߿ቇߩ⊒ዷࠍᛥߒߥߚߦࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᨐ
ߚߔᓎഀ߇㊀ⷐߦߥߞߡ߈ߡࠆߣ߁⼂ߩ߽ߣߦ․ޔᢎ⢒⎇ⓥ⋡⊛╬ߩ⪺‛↪
ߩࠃ߁ߥᄖㇱᕈߦࠃࠆᏒ႐ߩᄬᢌ߇ሽߔࠆ႐วߦ߅ߡࠆࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᔅⷐ
ᕈࠍᒝ⺞ߒߚ*41ޕ
ขᒁ߆ࠄᦼᓙߐࠇࠆ⋉ߦኻߒขᒁᷤߩ㆐ᚑߦ㑐ߔࠆ⾌↪߇㜞ߎߣ߆ࠄ↢ߓࠆᏒ႐
ߩᄬᢌߪ⊒ߩࡓ࠹ࠬࠪ⻌⸵ޔዷߦࠃࠅᴦ≹ߐࠇ߁ࠆ߽ߩߢࠆޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕല₸⊛ߦ
឵ᢱ㊄ߦౝㇱൻߐࠇ߃ߥᢔ⊛ߥᄖㇱ⋉߇ࠆ႐วߦሽߔࠆᏒ႐ߩᄬᢌߪ⻌⸵ޔ
ࠪࠬ࠹ࡓߦࠃߞߡ߽ᴦ≹ߐࠇߥ⎇ޕⓥޔቇߪࠆޔᢎ⢒ߩࠦࡦ࠹ࠢࠬ࠻ߢߥߐࠇࠆ
ࠃ߁ߥ↪ߩ⋉ߪ⩨ᄢߦߥࠅ߁ࠆ߇⎇ޔⓥ⠪ޔቇ⠪ޔᢎᏧࠆߪ↢ᓤߦߣߞߡᄖㇱ⊛
ߦߥࠅ߁ࠆߥ߁ࠃߩߎޕౝㇱൻߢ߈ߥᄖㇱ⋉߇ሽߔࠆ႐วޔᏒ႐ߪቢోߦߪᯏ⢻ߒ
ߡߥߚޔᏒ႐ߦᆔߨࠄࠇࠆߣ߽ࠅࠃߒ߹ᦸ᧪ᧄޔዋߥߊߒ߆⪺‛↪߇ⴕࠊࠇ
ߥߎߣߦߥࠆޕ㊀ⷐߥᄖㇱ⋉ࠍߔࠆߎߩ⒳ߩ㕖ᄌኈ⊛↪ߪޔ⍮⼂߮ቇߩ⊒ዷ
ࠍଦㅴߔࠆߎߣߢ⪺ޔᮭߩ⋡⊛ߦነਈߔࠆ߽ߩߢࠅ߈ߴࠆߔ⼔߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔ
Ꮢ႐ߩᄬᢌߩ࠲ࠗࡊߢࠆߣ⺰ߓߡࠆ*42ޕ
߹ߚ⻌⸵ޔᢱߩ៊ᄬࠍࡈࠚࠕ࡙ࠬߦ߅ߡ⠨ᘦߔࠆߎߣߪޔ㗴ߣߥߞߡࠆ↪
߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߢߪߥߊ⪺ޔᮭ⠪߇ߘߩࠃ߁ߥ↪ߦ⸵⻌ᢱࠍ⺖ߔߎߣ߇⸵ߐࠇࠆߣ
߁⚿⺰ࠍ೨ឭߣߒߡࠆߣ߁ᧄ᧪⊛ᓴⅣߢࠆߣᛕ್ߒߡࠆ⻌⸵ޔߡߒߘޕᢱ߇ᡰ
ᛄࠊࠇࠆߣ߁ᘠ⠌߇ᛂߜ┙ߡࠄࠇߎߣߦࠃࠅ߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔឃ㒰ߐࠇޔᮭ⠪߇ᮭ
▸࿐ࠍᄢߒߡߊߎߣࠍน⢻ߣߔࠆ߅ߘࠇ߇ࠆߣ߁ߎߣࠍᜰ៰ߒߡࠆޕ

Ԛ

Goldstein ߦࠃࠆ⑳⋉⊛ࠕࡊࡠ

࠴ߣ⋉⊛ࠕࡊࡠ

࠴

Goldstein ߪޔࠍ࠴ࡠࡊࠕߩ࡙߳ࠬࠕࠚࡈޔసߢ߈ߥขᒁ⾌↪߇ߥߌࠇ߫⪺
ᮭ⠪߇ࠗࡦࠬߒߚߢࠈ߁↪ࠍ⸵ߔ⑳⋉⊛ࠕࡊࡠ࠴ߣ߃ߣߚޔขᒁ⾌↪߇ሽߒ
ߥߊߡ߽ޔ↪ߩ␠ળ⊛⋉߇⪺ᮭ⠪ߩ៊ᄬࠍ࿁ࠆߥࠄ߫↪ࠍ⸵ߔ⋉⊛ࠕࡊࡠ

*41 Loren, supra note 15. ߎߩ⺰ᢥࠍ⚫ߔࠆ㇌⺆ᢥ₂ߣߒߡ┙⯂ޔ㗅⟤⼔ࠬࡌ࠲࠺ޡᐲ⺰ޢ
㧔ା
ጊ␠2004 ᐕ㧕89 90 㗁ޕGordon ߽ޔᏒ႐ߩᄬᢌℂ⺰ࠍឭ໒ߔࠆ㓙ߦޔᄖㇱᕈߦࠃࠆᏒ႐ߩᄬᢌߘޔ
ߒߡ㕖㊄㌛⊛⋉ߦࠃࠆᏒ႐ߩᄬᢌߦߟߡᣢߦ⸒ߒߡߚ߇ޔᄖㇱ⋉ߩሽߛߌߢߪࡈࠚࠕ࡙
ࠬࠍᱜᒰൻߒߥߣߒߡޔᏒ႐ߦ㗬ࠆ␠ળ⊛ࠦࠬ࠻߇ฃߌኈࠇࠄࠇߥ߶ߤ㜞߆ߤ߁߆ࠍ⺞ᩏߔߴ
߈ߣ߁ࠪࠣ࠽࡞ߦߪߥࠆ߆߽ߒࠇߥߣ⟎ߠߌࠆ⒟ᐲߦߣߤ߹ߞߡࠆ㧔Gordon, supra note 37, at
1630 1631㧕ޕ
*42 Loren ߪޔᢎ⢒⎇ⓥ⋡⊛ߩ⪺‛↪ࠍ㊀ⷞߒޔᄢቇߩ⻠⟵ᢎ᧚㧔coursepack㧕ࠍᚑߒߚࠦࡇ
࡚ࠪ࠶ࡊ߇⸷߃ࠄࠇߚ᩺㧔Princeton University Press v. Michigan Document Services(99 F.3d 1381(6th Cir.
1996)㧕ߣޔડᬺߩ⎇ⓥ⠪ߦࠃࠆ⺰ᢥߩⶄ߇㗴ߣߐࠇߚ᩺㧔American Geophysical Union v. Texaco
Inc., 60 F.3d 913 (2nd Cir. 1994)㧕ߦ߅ߡ್ⵙޔᚲ߇⸵⻌ᢱࠍ⪺ᮭ⠪ߩ៊ኂߣߚߎߣߦߟ
ߡᛕ್⊛ߥ⸃ࠍ␜ߒߡࠆޕTexaco ್ߪޔCCC㧔Copyright Clearance Center㧕ߣ߁⸵⻌ࠪࠬ࠹ࡓ
ߩ⊒ዷࠍ⠨ᘦߒߡ⸵⻌ᢱߩ៊ᄬࠍ⠨ᘦߒߚߎߣ߆ࠄޔᏒ႐ߩᄬᢌ߇ᴦ≹ߐࠇ߁ࠆߎߣࠍℂ↱ߣߒߡ
ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍุቯߒߚ್ߣ⹏ଔߐࠇߡࠆޕ
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࠴ߣߦಽ㘃ߒߡࠆ*43 ߪ࠴ࡠࡊࠕ⊛⋉⑳ޕGordon ߩਥᒛߔࠆᏒ႐ߩᄬᢌࠕࡊࡠ࠴ߦޔ
⋉⊛ࠕࡊࡠ࠴ߪ Loren ߩਥᒛߔࠆᏒ႐ߩᄬᢌࠕࡊࡠ࠴ߦ߶߷ኻᔕߔࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄ
ࠇࠆ*44ޕ
ࡈࠚࠕ࡙ࠬ߳ߩ⑳⋉⊛ࠕࡊࡠ࠴ߣߪߒ߽ޔขᒁ⾌↪߇ࠗࡦࠬᷤࠍᅹߍߥߌ
ࠇ߫߁ࠈߢࠆࠇߐߥߢߣ߽ߩࠬࡦࠗޔ↪ࠍ⸵ߔ߽ߩߢࠆޔߪ࠴ࡠࡊࠕߩߎޕ
╙৻ߦⵍޔ๔ߩ↪ߦࠃࠅਈ߃ࠄࠇࠆ⋉߇ߘߩ↪߇ਈ߃ࠆ៊ᄬࠍ࿁ࠆ߆ߤ߁߆ࠍ್
ᢿߒ╙ޔੑߦޔේೣߣߒߡޔขᒁ⾌↪߇ᷤߐࠇࠆࠗࡦࠬࠍᅹߍࠆ߆ุ߆ࠍ್ᢿߔࠆ
ߎߣࠍⵙ್ᚲߦⷐ᳞ߔࠆޕਔᣇ߇⢐ቯߐࠇࠆ႐วߦߩߺߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ᛫ᑯ߇ㆡ↪ߐ
ࠇࠆޕ
৻ᣇߢޔߪ࠴ࡠࡊࠕ⊛⋉ߩ࡙߳ࠬࠕࠚࡈޔขᒁ⾌↪߇ሽߒߥߊߡ߽ޔ↪ߩ
␠ળ⊛⋉߇⪺ᮭ⠪ߩ៊ᄬߦൎࠆߥࠄ߫ޔ↪ࠍ⸵ߔߣ߁߽ߩߢࠆࡠࡊࠕߩߎޕ
࠴ߪ⋥ޔធߩ↪⠪ߛߌߢߪߥߊ␠ળోߩ⋉ࠍ⠨߃ߚ႐ว⪺ޔᮭ⠪ߩࠗࡦࡦ࠹ࠖ
ࡧࠍኂߔࠆߣ߁ᖡᓇ㗀ࠍ߽࿁ࠆ⋉ߣߥࠅ߁ࠆน⢻ᕈࠍ⼂ߒߡࠆޕ
ߚߛߒޔߪ࠴ࡠࡊࠕ⊛⋉ߣ࠴ࡠࡊࠕ⊛⋉⑳ޔታ⾰⊛ߦࠝࡃ࠶ࡊߔࠆߣ߽ߒ
ߡࠆޕਔࠕࡊࡠ࠴ߣ߽ߦޔ↪߆ࠄᒁ߈ߐࠇࠆߎߣߦߥࠆ⋉ߣߦࠇߘޔኻߒߡ
↪߇⪺ᮭ⠪ߦਈ߃ࠆ៊ኂߣߩࡃࡦࠬࠍߣߞߡࠆޕ2 ߟߩࠕࡊࡠ࠴ߩ㆑ߪ⊛⋉⑳ޔ
ࠕࡊࡠ࠴ߪޔ↪߆ࠄᒁ߈ߐࠇࠆ⑳⊛⋉ߛߌࠍ⠨ᘦߔࠆߩߦኻߒࡠࡊࠕ⊛⋉ޔ
࠴ߪ⑳⊛߅ࠃ߮⊛⋉ߩว⸘ࠍ⠨ᘦߔࠆߎߣߢࠆ⊛߮ࠃ߅⊛⑳ޕ⋉ࠕࡊࡠ࠴ߩ
ࠝࡃ࠶ࡊߪ␠ޔળ⊛⋉⊛⑳ޔ⋉ߘߒߡขᒁ⾌↪ߩ⠨ᘦⷐ⚛ࠍᷙวߒߡࠆ 107
᧦ߩᢥ⸒߆ࠄࠄ߆ߢࠆޕ107 ᧦ߩ╙ 1 ᢥߢㅀߴࠄࠇߡࠆ⋡⊛㧔ᛕ⹏ࡘ࠾ޔ࠻ࡦࡔࠦޔ
ࠬႎޔᢎ⢒ޔቇⴚ⎇ޔⓥ㧕ߪ⪺ޔᮭ⠪߇ⵍࠆ៊ᄬߦᲧߴߦ⊛ဳౖޔ㜞␠ળ⊛ଔ୯
ࠍߒߡࠆ↪ࠍࠎߢࠆޕ107 ᧦ߩ╙ 1 ߣ╙ 2 ߩⷐ⚛㧔↪ߩ⋡⊛߅ࠃ߮ᕈ⾰ߣ⪺ޔ
‛ߩᕈ⾰㧕ߪ⋥ޔធ⊛ߦឭ᩺ߐࠇࠆ↪߆ࠄ↢ߓࠆ⋉ߣ㑐ଥߒߡ߅ࠅઁޔᣇߢ ╙ޔ3
ߣ╙ 4 ߩⷐ⚛㧔↪ࠄࠇߚㇱಽߩ㊂ߣታ⾰ᕈߣ⪺ޔ‛ߩᏒ႐߹ߚߪଔ୯߳ߩ↪ߩᓇ㗀㧕
ߪ⪺ޔᮭ⠪߇ⵍࠆ៊ኂߣ⋥ធ⊛ߦ㑐ଥߒߡࠆࠃ߅⊛⑳ߩ࡙߳ࠬࠕࠚࡈޔߡߒߘޕ
߮⊛⋉ࠕࡊࡠ࠴ߪ⪺ޔᮭߦࠃࠆࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧߣ⪺‛ߩ↪ߦ㑐ࠊࠆ⪺ޔᮭ
ࠪࠬ࠹ࡓోߩၮ␆ߣ᭴ㅧࠍࡈࠚࠕ࡙ࠬℂ⺰߇ߒߡࠆߎߣࠍ␜ߔ߽ߩߢࠆߣ
ߒߡࠆޕ

ԛ

Gordon ߦࠃࠆᏒ႐ߩᄬᢌℂ⺰ߩୃᱜ㧦ಽ㘃⺰

Gordon ߦࠃࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᏒ႐ߩᄬᢌℂ⺰ߩ⊒ᓟߩߎޔℂ⺰ߪ⪺ޔᮭ⠪ߣ↪

*43 Paul Goldstein, COPYRIGHT (1998) h10.1.1
*44 Gordon ߪޔᏒ႐ߩᄬᢌߩේ࿃ߣߥࠅ߁ࠆ߽ߩߣߒߡޔᄖㇱᕈ߿㊄㌛ൻਇน⢻ߥଔ୯╬ࠍ⼂ߒߡ
ࠆ߽ߩߩޔᄖㇱᕈߦࠃࠆᏒ႐ߩᄬᢌߩࠤࠬߢ߽ࠍ⻌⸵ޟᓧࠄࠇߥߎߣࠍޠ㗴ߣߒߡ߅ࠅ㧔Gordon,
supra note 37, at 1630㧕ޔGoldstein ߦࠃࠆ⑳⋉⊛ࠕࡊࡠ࠴ߩ⺑ߦ߅ߡ߽ Gordon ߩᏒ႐ߩᄬᢌℂ⺰
ߩ⺰ᢥ߇ᒁ↪ߐࠇߡࠆ㧔Goldstein, supra note 43 h10.1.1 n.12㧕
ޕLoren ߪޔGoldstein ߩಽ㘃ߩ߁ߜ
⋉⊛ࠕࡊࡠ࠴ࠍ↪ࠆߎߣ߇໑৻ㆡಾߢࠆߣਥᒛߒߡࠆ㧔Loren, supra note 15, at 49 n.193㧕
ޕ
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⠪ߩ㑆ߩ㜞ขᒁ⾌↪ࠍᢇᷣߔࠆ߽ߩߣߒߡࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍߣࠄ߃⪺ޔߚ߹ޔᮭ⠪ߣ
↪⠪ߩ㑆ߩขᒁ߇น⢻ߣߥࠆ႐วߦߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᚑ┙ࠍุቯߔࠆℂ⺰ߣߣࠄ߃ࠄ
ࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚ*45ޕ
ߒ߆ߒޔᓟߦ Gordon ߪޔᏒ႐ߩᄬᢌℂ⺰߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ㒢⊛ߥㆡ↪ࠍᗧ࿑ߔࠆ߽
ߩߢߪߥ߆ߞߚߣㅀߴ⊒ޔᓟߩߎߩℂ⺰ߩᄢࠍߒߘޕߚߒߣࠆߢޠ❗⪜ޟࠈߒޔ
ߡⷐߩߘޔ࿃ߩ 1 ߟߪޔ
ޟᏒ႐ߩᄬᢌޔ߇⪲⸒߁ߣޠขᒁ⾌↪ߩ㓚ኂߦࠃࠅળ߁ߎߣߩ
ߢ߈ߥᮭ⠪ߣ↪⠪ߣ߁ࠗࡔࠫࠍ߮ߎߔߚߢࠈ߁ߣߒߟߟ߇ߥߒ߆ߒޔ
ࠄޟޔᏒ႐ߩᄬᢌޔߪޠනߦታ㓙ߦᏒ႐ߩᄬᢌ߇↢ߓࠆߎߣࠍߔߛߌߢߪߥߊޔᏒ႐ࠪࠬ
࠹ࡓ߇ޔ㕖⚻ᷣ⊛ߥ␠ળߩ⋡⊛߳ߩ㆐ߦᄬᢌߒ߁ࠆߎߣࠍߣߒߚ߁߃ߢߩߘޔᗧ
ࠍ⏕ߦߔࠆᣇᴺߢℂ⺰ࠍᵞ✵ߐߖޔ㗴ࠍ⸃ߔࠆߚߦޔᏒ႐ߩᄬᢌࠍ 2 ߟߩࠞ࠹ࠧ
ߦಽߌࠆߎߣࠍឭ᩺ߒߚ*46ޕ
╙ 1 ߩࠞ࠹ࠧߪޔቢోᏒ႐᧦ઙ߇ᰳߌߡࠆߚߦ⚻ޔᷣ⊛ၮḰ߇ㆡಾߦᅷᒰߒߥ
ޟᏒ႐ߩᯏ⢻ਇోߩޠ႐วߢࠅޔቢో┹߇↢ߓࠆߎߣࠍᅹߍࠆޟᛛⴚ⊛ᄬᢌߦޠዻ
ߔࠆߩߎޕᄬᢌߪޔᮭ⠪ߣ↪⠪ߩ㑆ߩ㜞ขᒁ⾌↪߿ޔ↪⠪߇↢ߺߔ␠ળ⊛⋉
ࠍౝㇱൻߔࠆߎߣࠍᅹߍࠆขᒁ⾌↪ߥߤߩሽ߆ࠄ↢ߓࠆߣߒߡࠆޕ
ߒ߆ߒ⾗ޔḮಽ㈩ߩߚߩ␠ળ⊛ᐲߣߒߡߩᏒ႐ߦ㗬ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥޔߩ৻ㅪߩ
⁁ᴫ߇ሽߔࠆߣߔࠆ ╙ߩߘޕ2 ߩࠞ࠹ࠧߪߩ↱⥄ߩ⺰⸒߫߃ޔ㗴߇㑐ࠊࠆ႐ว
ߥߤޔᏒ႐ߩၮḰ߇ᅷᒰߒߥߥ⊛᧪ᧄޟᏒ႐ߩ㒢ޔࠅߢޠᏒ႐ߩၮḰߘߩ߽ߩ߇ޔ
⚗ࠍ⸃ߔࠆߚߩቢోߦㆡߒߚၮḰࠍឭଏߢ߈ߥ႐วߢࠆޕ
ߐࠄߦߩࠄࠇߎޔ⒳㘃ߩᏒ႐ߩᄬᢌߩ㆑߇ޔ
⽿ޟ㧔excuse㧕ޟߣޠᱜᒰൻ㧔justification㧕ޠ
ߣ߁ࠍ↪ߔࠆߎߣߦࠃࠅ⸃ߐࠇࠆߣߔࠆޕ೨⠪ߩᛛⴚ⊛Ꮢ႐ߩᄬᢌߩࠞ࠹ࠧ
ࠍ␜ߔߚߦ↪ࠄࠇࠆߩ߇ޔ
⽿ޟ㧔excuse㧕ߣ⻌⸵ޕࠆߢ⪲⸒߁ߣޠᡰᛄ߇ߥ
ߎߣߪ․ޔߥ⁁ᴫߩߚߦ㒰ߐࠇࠆ߇ߪ⊛⋡ߩߘޔଐὼߣߒߡ⚻ޔᷣ⊛ෘ↢ߩଦㅴߢ
ࠅޔᏒ႐ߩᄬᢌ߇ሽߔࠆߣ߁᧦ઙઃ߈ߢࠄࠇࠆ᛫ᑯߣ߁ߎߣߦߥࠆޕኻᾖ⊛
ߦޔ㕖⚻ᷣ⊛ၮḰߩ㊀ⷐᕈ߆ࠄᏒ႐ߦ㗬ࠆߎߣ߇ߢ߈ߥᓟ⠪ߩࠞ࠹ࠧࠍ⒓ߔࠆߚ
ߦޟޔᱜᒰൻ㧔justification㧕ޟޕࠆߡߞࠍ⪲⸒߁ߣޠᱜᒰൻޔߪࠬࠤޠᏒ႐ߩၮḰ߇
ᧄ᧪⊛ߦਇㆡಾߢࠆߚޔߦᏒ႐߇ቢోߦᯏ⢻ߒߡߚߣߒߡ߽ߩߘޔ↪ߩᱜᒰᕈ
߇ࠄࠇࠆߴ߈ߢࠆ*47ޕ
એߩࠃ߁ߦߣࠬࠤ⽿ޔᱜᒰൻࠤࠬߩಽ㘃ࠍ␜ߒߟߟ߽ޔGordon ߪࠬࠤ⽿ޔ

*45 Tom W. Bell, Fair Use vs. Fared Use: The Impact of Automated Rights Management on Copyright's Fair Use
Doctrine, 76 N.C. L. REV. 557, at 584 n.129 (1998)
*46 Wendy J. Gordon, The "Market Failure" and Intellectual Property: A Response to Professor Lunney, 82
B.U.L. REV. 1031 (2002); Gordon, supra note 37.
*47 ߎߩಽ㘃ࠍޔขᒁ⾌↪ߩᷫዋߣ߁㕙߆ࠄߺߚ႐วޔGordon ߪޔߪࠬࠤߩޠ⽿ޟޔᐲ⊛
ࠆߪᛛⴚ⊛ᄌൻߦᔕߓߡޔᮭ⠪ߣ↪⠪߇ળ߁ߎߣߩߢ߈ࠆߦ┙ߞߚ႐ว࡙ࠬࠕࠚࡈޔ
߇ᶖṌߔࠆߴ߈ߢࠆߣߒߡࠆߦࠇߘޕኻߒޔ
ޟᱜᒰൻߩࠬࠤޠ႐วޔ㕖⚻ᷣ⊛ߥၮḰߦࠃࠆ್ᢿ
ࠍޔᏒ႐߇ㆡಾߦᛒ߁ߎߣߩߢ߈ࠆ߽ߩ߳ᄌൻߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߥታ⊛ᄌൻࠍߺࠆߎߣߪ㔍ߒ
ߚޔขᒁ⾌↪߇⸃ᶖߐࠇࠆߣߞߚⅣႺߩᄌൻߪߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ↪น⢻ᕈࠍᄌൻߐߖߥߛ
ࠈ߁ߣㅀߴࠆޕ
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ߩᄙߊ߇㕖⚻ᷣ⊛ⷙ▸ߩⷐ⚛ࠍߺޔᱜᒰൻߩ㗴ߣ⛊ߺวߞߡࠆߣߒߡޔ㗴ߩⶄ㔀
ߐࠍᜰ៰ߒߡࠆޔ߫߃ޕᛕ⹏ኅ߿ቇ⠪߇↢ߺߔޟᄖㇱ⊛⋉߇ޠ㗴ߦߥࠆࠃ߁ߥ
႐ว߽ޔቇ⠪ߩ↢ߺߔ⋉ࠍౝㇱൻߢ߈ߥߎߣߦࠃࠆࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߺ߽ߣޠ⽿ޟ
߇ࠍ⺰⼏ߩⴐޔଦㅴߔࠆߣ߁ࠃ߁ߥ㊄㌛ൻߢ߈ߥ⋉߇㑐ࠊߞߡࠆߚߦޟᱜᒰ
ൻޕࠆߡߒߣࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߺߡߒߣޠ

㧔3㧕

ࡈࠚࠕ࡙

ࠬߩℂ⺰⊛᭴ㅧ

Ԙ

᳃ਥਥ⟵߆ࠄߩࠕࡊࡠ

a)

Netanel ߩ᳃ਥਥ⟵ࡄ࠳ࠗࡓ

࠴

Netanel ߪ⚻ޔᷣቇ⊛ߥಽᨆߦၮߠߡᏒ႐ߢߩขᒁߣߒߡߩ⪺ᮭߩᒛะࠍ␜ߔᣂ
ฎౖਥ⟵ᵷߣ⪺ޔᮭߩᄢߦኻߒߡ⪺ᮭ⼔ߩ᳓Ḱߩᒁ߈ਅߍࠍឭ᩺ߔࠆࡒ࠾ࡑ
ࠬ࠻ߩਔᣇߦኻߔࠆߣߒߡޔ᳃ਥਥ⟵ࡄ࠳ࠗࡓߣ߁⪺ᮭߩᔨ⊛ᨒ⚵ߺࠍឭ໒ߒ
ߚ*48ޕ
ߔߥࠊߜ⪺ޔᮭߩሽ⛯ᦼ㑆ߩᑧ㐳ޔੱ⊛ߥ↪߳ߩᄢ㧔ࠝࡦࠗࡦߢߩ࠙ࡉޟ
ࠫࡦࠣࠍޠ㧕ޔੑᰴ⊛ഃߦ߅ߌࠆᣢሽߩ⪺‛ߩߩ୫↪ߦኻߔࠆᛥߣߞߚ⪺
ᮭߩᄢߦኻᔕߔࠆᔅⷐᕈࠍ⼂ߒߡࠆ߇⪺ޔᮭߩᄢߦኻߔࠆࡒ࠾ࡑࠬ࠻ࠍ
ᛕ್ߒ⪺ޔᮭߦ⁜⼔ߒ߆ਈ߃ࠄࠇߥ႐วߪޔഃ߳ߩࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧ߇ਇචಽߢ
ࠆߚߦޔᐭ߿․ᮭ㓏⚖ߩࡄ࠻ࡠࡦ߳ߩଐሽࠍ↢ߺߔߣߩ ᔨࠍ␜ߒߡࠆઁޕᣇ
ߢㆊᐲߩ⼔ߪޔᣢሽߩຠࠍᛕ್⊛ߦ↪ࠆߎߣߦኻߒߡᬌ㑛⊛ߥࠦࡦ࠻ࡠ࡞ࠍ߷
ߔ߆⁛ߩ߳ࠬࠢࠕޔභ߇↢ߓࠆߎߣߢ⺰⺑ߣᢥൻ⊛⊒ዷࠍ⪜❗ߐߖࠆߛࠈ߁ߣߒߡޔ᳃
ਥਥ⟵⊛ߥⷰὐ߆ࠄㆡಾߥ⼔ߩࠅᣇࠍᬌ⸛ߒߡࠆޕ
ߎߩ᳃ਥਥ⟵ࡄ࠳ࠗࡓߪޔᏒ᳃ߩᴦߦ㑐ߔࠆᴺ⊛ᮭޔᴦ⊛ߥ⥄ᓞᕈޔឭ៤ߩᄙ᭽
ᕈ㧔associational diversity㧕ࠍࠨࡐ࠻ߔࠆߚߩᏒ႐ᯏ᭴ߩㆬᛯ⊛ߥ↪ࠍޔ᳃ਥਥ⟵
⊛ߥឭ៤ߦߣߞߡߩ࿖ኅ⊛ࠨࡐ࠻ߩᔅⷐᕈࠍᒝ⺞ߒߚ߁߃ߢ⪺ޔᮭ߇ᧄ⾰⊛ߦߪޔᏒ
᳃␠ળߩ᳃ਥ⊛ߥ․ᓽࠍᒝ⺞ߔࠆߚߦᏒ႐ᐲࠍ߁ᐭߩᚻᲑߢࠆߎߣࠍᒝൻߔࠆ
߽ߩߢࠆߣ⺰ߓࠆ⪺ޕ‛ߩᏒ႐ࠍᡰ߃ࠆߚߦ⪺ޔᮭߪഃㅧ⊛ᯏ⢻ߣ᭴ㅧ⊛ᯏ⢻ߣ
߁ 2 ߟߩ᳃ਥਥ⟵ࠍᒝൻߔࠆᯏ⢻ߦᄺߔࠆߴ߈ߢࠅ*49⥸৻ޔᄢⴐߩᢎ⢒⥄ޔജ⊛ߥ

*48 Neil Weinstock Netanel, Copyright and a Democratic Civil Society, 106 YALE L.J. 283 (1996).
*49 ഃㅧ⊛ᯏ⢻㧔production function㧕ߣߪޔഃ⊛ߩߚߩࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧߩઃਈߢࠅޔᴦ⊛ޔ
␠ળ⊛ߥ⊛ⴚ⟤ޔᨩߦࠊߚࠆᐢ▸ߥಽ㊁ߦ㑐ߒߡߩߩ࡞࠽ࠫࠝޔഃ߿Ꮣߦࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧ
ࠍਈ߃ࠆߎߣߢޔᏒ᳃␠ળߦ߅ߌࠆ᳃ਥਥ⟵ࠍଦㅴߔࠆߣ߁⪺ᮭߩᯏ⢻ߢࠆޕᄙߊߩഃ‛ߪޔ
⊕ߥࠗ࠺ࠝࡠࠡ⊛ࡔ࠶ࠫ߇ߒߡߥߊߡ߽ޔᴦ⊛␠ޔળ⊛ᗧࠍߒߡ߅ࠅޔᄢⴐᢥൻ
ߦ߅ߌࠆ⪺‛߽ޔห᭽ߢࠆߪࠆⴚ⟤☴⚐ޔߦࠄߐޕᇅᭉ⊛⪺‛ߩ⥄ਥ⊛ߥഃㅧޔᛕ್⊛⸃㉼ޔ
ᄌኈ⊛↪ߪޔෳട⊛ᢥൻࠍࠨࡐ࠻ߔࠆߩߦᓎ┙ߟߣߔࠆޕ
᭴ㅧ⊛ᯏ⢻㧔structural function㧕ߣߪޔഥ㊄․ᮭ㓏⚖ߩᡰេᢥൻ⊛ᐨߦ㗬ࠄߥഃ⊛ᵴേߩ
ᡰេߢࠅޔᏒ႐ࠍၮ␆ߣߔࠆ⪺⠪ߣ ⠪ߩᵴേಽ㊁ࠍࠨࡐ࠻ߔࠆߎߣߦࠃߞߡߩޔౝኈߦᐓ
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⪺ㅀࠍ࠻ࡌࠖ࠺ߚߒߣࠅ߆ߞߒޔଦㅴߔࠆߎߣߦࠃߞߡᚒߩޘ᳃ਥਥ⟵⊛ߥᐲࠍᒝൻ
ߔࠆߎߣߦߟߡߩ⋉ߩᩭᔃߩℂ⸃߳⪺ᮭࠍะߌ⋥ߔߴ߈ߢࠆߣ⺰ߓࠆޕ
Elkin-Koren ߩ᳃ਥਥ⟵ࠕࡊࡠ࠴

b)

Elkin-Koren ߩ⼏⺰ߦ߅ߡ߽ߚߒࠍ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔᖱႎߩ߿ࠅߣࠅߦὶὐࠍᒰߡߟ
ߟޔ᳃ਥਥ⟵ߩ㊀ⷐᕈ߇ᒝ⺞ߐࠇߡࠆ*50
ࠨࠗࡃࠬࡍࠬߪޔ⍮⼂ߩ↢↥߿Ꮣࠍᄌൻߐߖࠆน⢻ᕈ߿␠ޔળ߿ᢥൻ᭴ㅧࠍᄌൻ
ߐߖࠆน⢻ᕈࠍߒߡ߅ࠅޔᖱႎ߳ߩࠕࠢࠬน⢻ᕈࠍᒝࠆߎߣߢࠃࠅಽᢔൻߐࠇߚ㕖
㓏ጀ⊛ߥ␠ળ⊛ኻࠍኈᤃߦߒ߁ࠆ߇৻ޔᣇߢޔ㓸ᮭൻߐࠇ෩ኒߦࡕ࠾࠲ߐࠇࠆឃઁ⊛
ߥ␠ળ⊛ኻߩ᭴ㅧࠍࠨࡐ࠻ߔࠆߎߣ߽ࠆࠆߌ߅ߦࠬࡍࠬࡃࠗࠨޔߡߞ߇ߚߒޕ
ᖱႎߩᵹㅢࠍⷙቯߔࠆᴺߢࠆ⪺ᮭᴺߪޔ᳃ਥਥ⟵ේℂߦࠃࠅၮ␆ߠߌࠄࠇࠆߴ߈ߢ
ࠅޔ㕖㓸ᮭൻߦነਈߒ⍮⼂ߩ↢↥ߦ߅ߌࠆෳടࠍଦㅴߔࠆࠃ߁ߦୃᱜߐࠇࠆߴ߈ߢࠆߣ
ߔࠆޕ
ߐࠄߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔℂ⺰ߦߟߡߪ⪺ޔᮭᴺߩਅߢⴐߩࠕࠢࠬࠍଦㅴߔࠆᦨ
߽㊀ⷐߥᣇᴺߩ 1 ߟߢࠆߣㅀߴߡࠆ⪺ޕ‛ߩ㔚ሶ⊛ߥ㈩Ꮣߦࠃߞߡࠗࡦࠬߩ
↪น⢻ᕈ߇㜞߹ࠆߎߣࠍࡈࠚࠕ࡙ࠬߩಽᨆߦ߅ߡ߆ߦ⠨߃ࠆߴ߈߆ߦߟߡޔᏒ
႐ߩᄬᢌߦࠃࠆࠕࡊࡠ࠴ߦ⸒ߒ߇ࠬࡦࠗޔਇน⢻߆ᱛ⊛ߦ㜞ଔߢࠆߣ߈ߦࡈ
ࠚࠕ࡙ࠬࠍ⢐ቯߔࠆ߁ߣޔၮḰߣߒߡߩߺ↪ࠄࠇࠆߴ߈ߢࠆߣߒߡࠆ⪺ޕ
ᮭ⠪߇ࠗࡦࠬࠍਈ߃ࠆᮭࠍߒߡࠆߣ߁ߎߣߪࠍࠬࡦࠗޔቢోߦุቯߔࠆ
ᮭࠍᜬߟߣ߁ߎߣߢ߽ࠆ߆ࠄ⪺ޔᮭ߇⚻ᷣ⊛ᴦ⊛ᮭജࠍ⛽ᜬߔࠆߎߣࠍ⋡⊛
ߣߒߡࠗࡦࠬࠍᜎ⛘ߒߚࠅ↥↢ޔ⠪ߣᶖ⾌⠪ࠍ⏕ߦߔࠆࠃ߁ߥ㓸ᮭ⊛ߥᖱႎߩ
ᵹㅢ᭴ㅧࠍ⛽ᜬߒࠃ߁ߣߔࠆ߅ߘࠇ߇ࠆߣߒߡ␠ޔળ⊛ኻ߿ᴦ⊛ෳടߩⷞὐ߆ࠄޔ
ߘߩෂ㒾ᕈࠍᜰ៰ߒߡࠆޕ

ԙ

࡙

࠻ࡇࠕࡦࡆ࡚ࠫࡦ

Fisher ߪޔ1988 ᐕߦߒߚ⺰ᢥߦ߅ߡߩ࡙ࠬࠕࠚࡈࠆࠃߦ್ⵙߩߢ߹ࠇߎޔ
್ᢿⷐ⚛߇᭽⊛▸ⷙࠆߥ⇣ߥޘၮ␆ߦၮߠߊ߽ߩߢࠆߎߣ߇ᷙੂࠍ߽ߚࠄߒߡࠆߣߩ
 ᔨ߆ࠄޔߩ␠ળࠍࠃࠅ㝯ജࠆᱜߥ␠ળ߳ዉߊߚߩ࡙࠻ࡇࠕࡦࡆ࡚ࠫࡦࠍ
ឭ␜ߒࠍࠇߘޔዉߊߚߦࡈࠚࠕ࡙ࠬߩౣ᭴ᚑࠍߔࠆߴ߈ߢࠆߣਥᒛߒߚ*51ޕ

ᷤߔࠆߢࠈ߁ᐭߩⴕቭ߿ࡄ࠻ࡠࡦ߆ࠄߩ⁛┙ߦ⾗ߔࠆᓎഀࠍ⪺ᮭ߇ᨐߚߔߣߔࠆߦߣߎߩߘޕ
ࠃࠅޔᏒ᳃␠ળߦ߅ߌࠆߩ⺰⼏ߩ᳃ਥ⊛ᕈ⾰߇⛽ᜬߐࠇࠆޔߊߥߪߢߌߛࠇߘޔߚ߹ޕᢥൻ⊛⪺‛
߳ߩᮭ⠪ߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞ߦ㒢ࠍ⺖ߔߎߣߢ߽ߩޔᄙరᕈ߿ᄙ᭽ᕈࠍ㜞ࠆߛࠈ߁ޕ᳃ਥ⊛ߥ⪺
ᮭߪޔᄌኈ⊛↪ߦኻߔࠆ⪺ᮭ⠪ߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞ࠍ㒢ߒޔߡߞࠃߦࠇߘޔዋߥߊߣ߽ࠆ⒟ᐲߪޔ
ⴐߩ⼏⺰ߦ߅ߌࠆࡔ࠺ࠖࠕߩ㓸࿅⊛ߥᡰ㈩ജࠍࠁࠆࠆߎߣߦነਈߔࠆߣ⺰ߓࠄࠇߡࠆ㧔Id. at
352 363㧕ޕ
*50 Niva Elkin Koren, Cyberlaw and Social Change: a Democratic Approach to Copyright Law in Cyberspace,
14 CARDOZO ARTS & ENT L.J. 215 (1996 ).
*51 William W. FisherΥ, Reconstructing the Fair Use Doctrine, 101 HARV. L. REV. 1661 (1988). Fisher ߪޔ
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Fisher ߇߁ߦߪޔ
↢߈⦟ޟ㧔the good life㧕⥄ޔߪߣޠᏆቯޔ࠻ࡦࡔ࠻࠶ࡒࠦޔㆡᐲߩෂ
㒾ޔᗧߩࠆߩ↢ߢࠅࠍ↢ੱߥ߁ࠃߩߘޔน⢻ߥ㒢ࠅቢోߦታߔࠆߎߣࠍ␠ળ
ߩࡔࡦࡃߦน⢻ࠆߪᅑബߔࠆࠃ߁ߦ⾗Ḯࠍ㈩ಽߔࠆ␠ળ߇␠ࠕࡇ࠻࡙ޔળߢࠆ
ߣߔࠆޔߡߒߘޕߩⵙ್ᚲߦኻߔࠆᛕ್ߣ⚻ᷣ⊛ࠕࡊࡠ࠴ߩ⼏⺰߆ࠄࠕࡇ࠻࡙ޔ
ࡦࡆ࡚ࠫࡦߩ㆐ᚑߦะߌߚࡈࠚࠕ࡙ࠬߩࠤࠬࠍ್ᢿߔࠆߚߩታ㓙⊛ߥᚻᴺࠍឭ
᩺ߒߡࠆޕ
ߘߎߦ߅ߡ Fisher ߪ⪺ޔߕ߹ޔᮭ⠪ߦᮭࠍ⇐ߒ㊄㌛⊛ࠗࡦࡦ࠹ࠖࡧࠍਈ߃ࠆ
ߎߣߢ⼔ߐࠇࠆ⋉߇⁛߁ߦࠇߘޔභ⊛៊ᄬߩᦨᄢ୯ࠍ࿁ࠆ↪ࠍᱜ㧔fair㧕ࠇߘޔ
ࠍਅ࿁ࠆ↪ࠍਇᱜ㧔unfair㧕ߣߔߴ߈ߣߔࠆߩߘޕ㓙⚻ߥ߁ࠃߩߎޔᷣ⊛ಽᨆߦࠃߞߡ
ଦㅴߐࠇࠆߩᶖ⾌⠪ߩ༵ᅢߩḩ⿷ࠍᦨᄢൻߔࠆߎߣࠍ⋡ᜰߔߛߌߢߪߥߊޔ
ޠ↢߈⦟ޟ
ߩߚߩ⋡⊛ࠍ⼂ߔߴ߈ߢࠅޔߦ․ޔ⢻േ⊛ߥᵴേࠍଦㅴߔࠆߚߩᄌኈ⊛↪
㧔transformative uses㧕ޔᢎ⢒ߩଦㅴ㧔education㧕ޔᄙ᭽ᕈߩଦㅴ㧔diversity㧕ޔഃ⠪߇ୃᱜߒ
ࠃ߁ߣ⠨߃ߡࠆ⪺‛ߩή⸵⻌ߩ↪߆ࠄߩ⼔㧔protecting the creative process㧕
ޔ⍮⊛ഃ
‛߳ߩࠕࠢࠬߩᐔ╬ൻ㧔equalizing public access㧕ߣߞߚᨩࠍ⠨ᘦߔߴ߈ߢࠆߣߔ
ࠆޕ

㧔4㧕

ታ⸽⊛⎇ⓥ

1978 ᐕ߆ࠄ 2005 ᐕ߹ߢߦ್㓸ߦឝタߐࠇߚⵙ್ᚲߩᗧࠍ⛔⸘⊛ߦಽᨆߒߚ Beebe ߦ
ࠃࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬߩታ⸽⊛⎇ⓥߢߪߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ㑐ߔࠆ⥝ᷓ࠺࠲߇␜ߐࠇ
ࠆߣߣ߽ߦޔ107 ᧦ߩ 4 ⷐ⚛߿ᰴ⊛ⷐ⚛߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬㆡ↪ߩ⚿⺰ߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߩᬌ⸽
ߥߤ߇ⴕࠊࠇߡࠆ*52ޕ

Ԙ

ⵙ್ᚲߦࠃࠆฦⷐ⚛ߩ್ᢿߦ߅ߌࠆ⺃ዉߩή

ࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ 4 ⷐ⚛ߩ್ᢿߦ߅ߡ್ⵙޔᚲߪᦨࠍ⺰⚿ߩ߆ุ߆࡙ࠬࠕࠚࡈޔ
ೋߦߒ ࠄ߆ࠇߘޔ4 ⷐ⚛ߩฦ್ᢿࠍߘߩ⚿⺰ߦㆡวߔࠆࠃ߁ߦ⺞ᢛߒߡࠆߣ߁ਥᒛ

Sony ઙ㧔Sony, 464 U.S. 417㧕߮ Harper&Row ઙ㧔Harper㧒Row, 471 U.S.㧕ߦ߅ߌࠆᦨ㜞ⵙ್߇ޔ
᧪ߩ⺰ࠍ⛔ߔࠆࠃ߁ߥ࡞࡞ࠍቯࠆദജࠍᕃࠅ್ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᢿߦ߅ߡᏒ႐߳ߩᓇ㗀
ࠍ㊀ⷞߒߚߎߣࠍᛕ್ߔࠆޕFisher ߇ㅀߴࠆߦߪ ߩߎޔ2 ߟߩ್߇⠨ᘦⷐ⚛ߣߒߡ㊀ⷐߥ߽ߩ߆ࠄ㗅
ߦޔ
ޟẜ⊛Ꮢ႐ߩ߳ޠታ⾰⊛ߥᓇ㗀ޔ↪ߩᬺᕈ㧛㕖ᬺᕈޔ ߩήޔ㊂⊛⾰⊛ߥ↪ᘒ᭽ޔ
␞ᱜߒߐ߿ᘠ⠌ߢࠆ߇⊛▸ⷙߩࠄࠇߘޔၮ␆ߪߘࠇߙࠇߦ⇣ߥࠆ߽ߩߢࠅߥ߁ࠃߩߎޔℂ⺰ߩᷙ
ੂ߇ޔഃ⠪߿↪⠪ߩᮭߩ⏕ቯߣߘࠇߦࠊߖߡⴕേߔࠆ⢻ജࠍᒙࠆߣߣ߽ߦޔઍߩࡕ࡞ߣ
ᴦ⊛ኻߩᴉṛߣਇ⏕ቯߐࠍᖡൻߐߖߡࠆߣᛕ್ߒߡࠆߥ߁ࠃߩߎޕ㗴ᗧ⼂߆ࠄޔFisher ߪޔ
⪺ᮭᴺߩ⋡⊛߇⾗Ḯߩല₸⊛㈩ಽߢࠆߣߒߡ⚻ޔᷣቇ⊛ߥಽᨆ࠷࡞ࠍ↪ߥ߇ࠄࠃ߿↢ੱ߈ࠃޔ
߈␠ળߣ߁ℂᗐߩᣇะߦะߌߡࡈࠚࠕ࡙ࠬℂ⺰߇ୃᱜߐࠇࠆߴ߈ߢࠆߣ⺰ߓࠆࠃߩߎޔ߅ߥޕ
߁ߥឭ᩺ߦኻߔࠆࡕ࡞ᙬ⇼⺰⠪ࠄߦࠃࠆᛕ್ࠍ੍᷹ߒߥ߇ࠄ߽ޔFisher ߪޔℂᗐߩߚߦℂ⺰ࠍዷ㐿
ߐߖࠆ⹜ߺߩ↪ᕈ߆ࠄୃ߇ࡦ࡚ࠫࡆߩߎޔᱜߐࠇߥ߇ࠄ⊒ዷߒߡߊߎߣ߳ߩᦼᓙࠍ␜ߒߚޕ
*52 Beebe೨ឝᵈ(18)
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߇ߥߐࠇࠆߎߣ߇ࠆޕNimmer ߪߎߩࠃ߁ߥ┙႐߆ࠄޔ4 ⷐ⚛߇ಽᨆࠍᡰ㈩ߔࠆߩߢߪߥ
ߊࠍ⺰⚿ޔᡰᜬߔࠆߚߩౕߣߒߡࠊࠇߡࠆߣߒ⚻ߦࠄߐޔ㛎⊛ߥታߣߒߡޔ4 ߟ
ߩ߁ߜ 3 ߟߩⷐ⚛߇ߘߩ⚿⺰ࠍᡰᜬߔࠆࠃ߁್ᢿߐࠇߡࠆߣ߽ㅀߴߚ*53ߥ߁ࠃߩߎޕℂ
⸃ߪޔSony ઙ*54߿ Harper&Row ઙ*55ߦ߅ߡޔฦክ⚖ޔ߮⾥ᚑᗧ߿ኻᗧߩਛ
ߢߩฦⷐ⚛ߘࠇߙࠇߩ್ᢿ߇ోߊ⇣ߥߞߡߚߎߣߦၮߠߡࠆࠃ߁ߢࠆޕ
ߒ߆ߒࠇߘޔએᄖߩⵙ್ߦߟߡߩ࠺࠲ߩಽᨆ߆ࠄߪޔવ⛔⊛ߥℂ⸃߿ߊߟ߆ߩ
ઍ⊛ߥ್ߦߒ್ޔߦ⊛⥸৻ޔߪߩⷐ⚛ߩㆡ↪࠹ࠬ࠻ࠍ⺃ዉߒߡߪߥߣ
߁ߎߣ߇␜ߐࠇߡࠆޕ
Beebe ߪ್ⵙޔᚲߩᗧߦ߅ߌࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ⚿⺰ߣฦⷐ⚛ߩ್ᢿߩᏅಽࠍᢙ୯ൻߒ
ߡᐲᢙಽᏓ࿑ߣߒߡ߹ߣޔએਅߩࠃ߁ߥ⠨ኤࠍ␜ߒߡࠆࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޕ⢐ቯߒߚ
ᗧߦ߅ߡޔ4 ⷐ⚛ోߡ߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍᡰᜬߔࠆߣ್ᢿߒߚഀวߪࠊߕ߆ߢࠆࡈޕ
ࠚࠕ࡙ࠬࠍో㕙⊛ߦุቯߒߚᗧߦ߅ߡߪޔ4 ⷐ⚛ోߡ߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍุቯߔࠆ
ߣ್ᢿߒߚᗧߩഀว߇㜞߹ࠆ߇ޔᤃߥࡈࠚࠕ࡙ࠬߩਥᒛ߇ߤߩߊࠄߥߐࠇߡ
ࠆ߆ߪਇߢࠅߩ⺰⚿ޔᓟઃߌߣߒߡߩℂ↱ߢฦⷐ⚛ࠍ್ᢿߒߡࠆߣ߃ࠆ߶ߤߘޔ
ߩഀวߪ㜞ߊߥุࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޔࠈߒޕቯߒߚᗧߩᄙߊߪޔዋߥߊߣ߽৻ߟߩ
ⷐ⚛ⶄ߫ߒ߫ߒߡߒߘޔᢙߩⷐ⚛߇✚ޔว⊛ߥ⚿⺰ࠍᡰᜬߒߥߎߣࠍ⥄ࠄߡࠆޕ
ߐࠄߦޔⵙᗧ߇បⵙߢⷒࠆ႐วߦ߽⺃ޔዉ୯ߪ㜞ߊߥߊ✚ޔว⚿ᨐߦวࠊߖߡⷐ
⚛ߩ್ᢿࠍ⺞ᢛߒߡࠆߣߪ߃ߥޕ
ߘߒߡ⺃ߥ߁ࠃߩߎޔዉࠍ㒐ߢࠆߩߪౕޔ⊛ߢᠲߩኻ⽎ߦߥࠅߦߊޔ྾ⷐ⚛
ߦ߅ߌࠆᰴ⊛ⷐ⚛㧔߃߫ ╙ޔ1 ߩⷐ⚛ߩ߽ߣߢߩᬺᕈޔᄌኈᕈߥߤ㧕ߩሽߢࠆ
ߩߢߪߥ߆ߣផ᷹ߒߡࠆ*56ޕ

ԙ

ฦⷐ⚛ߩಽᨆ

ⵙ್ᚲߦࠃࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬߩㆡ↪ߦߟߡޔBeebe ߪޔ1980 ᐕઍએ㒠 ߦ․ޔHarper&Row
ઙߩᦨ㜞ⵙ್*57ࠍᄾᯏߣߒߡޔ4 ⷐ⚛ߪ㕖Ᏹߦ࠻࠶ࠢ⊛ޔᯏ᪾⊛ߦ⸃㉼ߐࠇࠆࠃ߁
ߦߥߞߚߣಽᨆߒߡࠆޕฦⷐ⚛߇ߤߜࠄߩᒰ⠪ࠍߦߔࠆ߆ࠍ⏕ߦㅀߴࠆ࠻
࠶ࠢ⊛ᘠⴕߪోޔߩ 59.5㧑ណ↪ߐࠇߡࠆޔߚ߹ޕ4 ⷐ⚛એᄖߩㅊട⊛ߥⷐ⚛ࠍ⠨ᘦߒߚ
್ߪ ߆ߕࠊޔ17.0㧑ߢߞߚ*58ޕ
4 ⷐ⚛ߩಽᨆ߆ࠄߪ ╙ޔ1 ⷐ⚛ߣ╙ 4 ⷐ⚛߇✚ว⊛ߥ࠹ࠬ࠻ߩㆡ↪⚿ᨐߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ
߃ߡ߅ࠅ․ޔቯߩᰴ⊛ⷐ⚛߽ᄢ߈ߥᓇ㗀ജࠍᜬߞߡࠆߣ߁ߎߣ߇␜ߐࠇߡࠆޕ
߃߫ޔේ๔ຠ߇ታߦၮߠߊ߽ߩߢࠆ႐ว߿ⵍޔ๔ߩ↪߇㕖ᬺ⋡⊛ߢࠆ႐วߦޔ

*53 David Nimmer, Public Domain: "Fairest of Them All' and Other Fairy Tales of Fair Use, 66 LAW &
CONTEMP. PROB. 263 (2003).
*54 Sony, 464 U.S. 417
*55 Harper㧒Row, 471 U.S. 539
*56 Beebe೨ឝᵈ(18)21 ภ 164 169 㗁
*57 Harper㧒Row, 471 U.S. 539
*58 Beebe೨ឝᵈ(18)21 ภ 132 136 㗁
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ࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ࠄࠇࠆน⢻ᕈ߇㜞ޕ
߹ߚޔਅ⚖ክⵙ್ᚲߪᦨޔ㜞ⵙߩઍ⊛್ߦᔅߕߒ߽ᓥߞߡࠆࠊߌߢߪߥߊߩߎޔ
ࠃ߁ߥะߪᦨޔ㜞ⵙ߇ᦨ㜞ⵙ⥄りߩㆊߩࡈࠚࠕ࡙ࠬߦ㑐ߔࠆᗧߩ⺋ࠅࠍ⏕ߦ
⸓ᱜߖߕޔౣ⸃㉼ߔࠆߎߣߢୃᱜࠍ⹜ߺߚߎߣ߆ࠄ↢ߓߡࠆߣߒߡࠆޔࠄ߆ߣߎߩߎޕ
ઍ⊛್߆ࠄߩࡈࠚࠕ್࡙ࠬᴺ߳ߩࠕࡊࡠ࠴ߪ್ⵙޔᚲߦ߅ߡታ㓙ߦㆡ↪ߐ
ࠇߡࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬߩේೣࠍᱜ⏕ߦߪ⺑ߢ߈ߡߥߣ߁ߎߣ߇␜ߡߒߣ⺰⚿ޔ
ߐࠇߡࠆޕ
a)

╙ 1 ߩⷐ⚛㧔↪ߩ⋡⊛ߣᕈ⾰㧕
╙ 1 ߩⷐ⚛߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍุቯߒߡࠆߣ್ቯߒߚᗧߩ 95.3%߇ࠕࠚࡈߦ⊛⚳ᦨޔ

࡙ࠬࠍุቯߒߡ߅ࠅࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈ߇⚛ⷐߩߎޔ⢐ቯߒߡࠆߣ್ቯߒߚᗧߩ 90.2%
߇ࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޔቯߒߡࠆߎߣ߆ࠄ ╙ޔ1 ߩⷐ⚛ߣ✚ว⊛ߥࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ⚿
⺰ߣߩᒝ㑐ㅪᕈ߇␜ߐࠇߡࠆޕ
ߘߒߡ ╙ޔ1 ߩⷐ⚛ߣ㑐ㅪߔࠆᰴ⊛ⷐ⚛ࠍⵙ್ᚲ߇ߤߩࠃ߁ߦ⠨ኤߒߚ߆ࠍᬌ⸽ߒߡ
߅ࠅޟޔߕ߹ޔᬺᕈ㧔Commerciality㧕ޠ㧔ᒰ↪߇ᬺ⊛߆ޔ㕖ᬺ⊛߆㧕ߦߟߡߪޔ
ⵍ๔ߩ↪ߩ⋡⊛߇ᬺ⊛ߢࠆߣ߁್ቯߪ㧔ᗧߩ 64.4㧑㧕ุࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޔቯߔ
ࠆ⚿⺰ࠍᡰᜬߔࠆߩߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍ߷ߒߡߥ৻ᣇޔ㕖ᬺ⊛ߥ⋡⊛ߩ႐ว㧔ᗧߩ
15.4㧑㧕ߪࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޔቯߔࠆ⚿⺰ߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ߡࠆߣ␜ߒߡࠆޕ
߹ߚޔLeval ⺰ᢥ * 59 ߿ Campbell ್ * 60 ߦࠃߞߡ㊀ⷐᕈ߇ᒝ⺞ߐࠇߡ߈ߚޟᄌኈᕈ
㧔Transformativeness㧕ޔߪߡߟߦޠCampbell ್એ㒠ߩ 119 ઙߩᗧߩ߁ߜޔ41.2%߇ߎ
ߩේೣߦోߊ⸅ࠇߡߥߎߣ߆ࠄߦ⥸৻ޔℂ⸃ߐࠇߡࠆ߶ߤߘߩᓇ㗀ജߪᄢ߈ߊߥ
ߣಽᨆߒߡࠆޔߒ߆ߒޕᄌኈᕈ߇ቯߐࠇߚ್ߦ߅ߡߪޔ41 ઙਛ 27 ઙߢࡈࠚࠕ࡙
ࠬࠍߡ߅ࠅޔߚ߹ޔᬺ⊛↪ߣߐࠇߡ߽ᄌኈᕈ߇ࠄࠇࠇ߫ࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ
ൎ₸߇ 94.9%߹ߢ߇ࠆߣ߁࠺࠲ࠍ␜ߒߡࠆߎߣ߆ࠄޔᄌኈᕈ߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ್
ᢿߦචಽߥᓇ㗀ജࠍᜬߞߡࠆߣ߁ᜰ៰߽ߥߐࠇߡࠆޕ
ઁᣇߢⵍޔ๔ߩⴕὑߩޟਇ⺈ታ㧔Bad Faith ޟߪࠆޠㆡಾᕈ㧔propriety㧕ޔޠ
ޟᱜ㧔fairness㧕ޠ
ߣߞߚߎߣࠍ⠨ᘦߔߴ߈ߢࠆߣߩ⸃߽ࠆ߽ߩߩ࡙ࠕࠚࡈޔߣࠆࠃߦ࠲࠺ޔ
ࠬߦߟߡߩ್ߦ߅ߡߪ㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߒߡߥߎߣ߇␜ߐࠇߡࠆޕਇ⺈ታߐ
߇ࠄࠇࠆࠤࠬߢߪุ߽࡙ࠬࠕࠚࡈޔቯߐࠇࠆะ߇㜞߇ߩઁޔ⠨ᘦⷐ⚛ߦၮ
ߠߡߔߢߦቯߐࠇߚ⚿⺰ࠍᡰᜬߔࠆߚߩㅊട⊛⠨ᘦⷐ⚛ߣߒߡᯏ⢻ߒߡࠆߦㆊ߉
ߥޔߚ߹ޕ↪߇ 107 ᧦ߩ೨ᢥߦឝߍࠄࠇߡࠆޟᛕ⹏ࠬࡘ࠾ޔ⺑⸃ޔႎޔᢎ㧔ᢎ
ቶߦ߅ߌࠆ↪ߩߚߦⶄᢙߩࠦࡇࠍᚑߔࠆⴕὑࠍ㧕⎇ޔⓥ߹ߚߪ⺞ᩏߣ⊛⋡ࠍޠ
ߔࠆ߽ߩߢࠆ႐ว್߽ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᢿߩ⚿ᨐߦ㊀ⷐߥᓇ㗀ࠍਈ߃ߥߣ߁ߎߣ

*59 Leval, supra note 21
*60 Campbell, 510 U.S. 569
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߽␜ߐࠇߡࠆ*61ޕ
b)

╙ 2 ߩⷐ⚛㧔⪺‛ߩᕈ⾰㧕
╙ 2 ߩⷐ⚛ߩ࠹ࠬ࠻⚿ᨐߪ✚ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔว್ቯߦߪޔㅢᏱᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ߡ

ߥޔߒ߆ߒޕේ๔ߩຠߦߟߡߩഃ⊛⪺‛㧛ታ⊛⪺‛ߣ߁್ᢿࠆޔ
ߪ㧛ᧂߩ⠨ᘦⷐ⚛߇ޔ㊀ᄢߥᓇ㗀ࠍਈ߃ߡࠆߣ߁ߎߣ߇␜ߐࠇߡࠆޕ
ຠࠍᬺ⋡⊛ߢ↪ߒߚ႐วޔഃㅧ⊛ߥᕈ⾰ߣ್ᢿߐࠇࠆߣࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ࠄࠇ
ࠆ⏕₸ߪ 35.5㧑ߢࠆߩߦኻߒޔታߦ㑐ㅪߒߚᕈ⾰ߣ್ᢿߐࠇࠆߣ 80.3㧑ߦ߇ࠆߣផ
᷹ߐࠇߡࠆޔߚ߹ޕේ๔⪺‛߇ߐࠇߡࠆߣቯߒߚ 42 ઙߦ߅ߡޔ69.1㧑߇ࡈ
ࠚࠕ࡙ࠬࠍቯߒߩߎߜ߁ߩߎޔታ߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍᡰᜬߔࠆߣߒߚ 36 ઙߦ߅
ߡߪޔ77.8㧑ߢࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ቯߐࠇߚޔߡߞ߇ߚߒޕਅ⚖ክⵙ್ᚲߪ⪺ᧂޔ‛
ߩࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᚑ┙ߦุቯ⊛ߥ Harper&Row ઙᦨ㜞ⵙ್*62ߩ⺑␜ࠍㅒߦߣࠄ߃ޔ
ຠ߇ᷣߢࠆߣߩ್ቯ߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍᡰᜬߔࠆࠃ߁ߦ⠨ᘦߐࠇߡࠆߣ߁⸃
߇ㅀߴࠄࠇߡࠆ*63ޕ
c) ╙ 3 ߩⷐ⚛㧔↪ߐࠇߚ㊂ߣታ⾰㧕
৻⥸⊛ߦ⪺ޔ‛ో߇ࠦࡇߐࠇߚ႐วߦߪߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᚑ┙߇ࠄࠇߦߊ
ߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆߩߦኻߒޔታ㓙ߪߥ߁ࠃߩߘޔ႐วߢ߽ 27.3㧑ߩഀวߢࡈࠚࠕ࡙
ࠬ߇ࠄࠇߡࠆߣ߁࠺࠲߇␜ߐࠇߡࠆ ╙ޔߚ߹ޕ1 ߣ╙ 4 ߩⷐ⚛߇⚿⺰ߦᄢ߈
ߥᓇ㗀ജࠍ߽ߟߣߒߡ߽ ╙ޔ3 ߩⷐ⚛ࠍㆊዊ⹏ଔߔࠆߎߣߪߢ߈ߕ⪺ޔ‛ోߩ↪ޔ
ࠆߪ⪺‛ߩᩭᔃ⊛ㇱಽߩ↪߇ߥߐࠇߚ႐วߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᚑ┙㧔ࠆߪ✚
ว⊛ߥ࠹ࠬ࠻ߣߒߡߩ╙ 4 ߩⷐ⚛ߩ್ᢿ㧕ߦุቯ⊛ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߣ߁ߎߣ߇␜ໂߐࠇ
ߡࠆ*64ޕ
d)

╙ 4 ߩⷐ⚛㧔Ꮢ႐߳ߩᓇ㗀㧕
Harper&Row ઙߦ߅ߡᦨ㜞ⵙ್ᚲߪ ╙ޔ4 ߩⷐ⚛߇ᦨ߽㊀ⷐߥⷐ⚛ߢࠆߎߣࠍ␜

ߒߚ*65ߩߘޕᓟߩ Campbell ್*66ߦࠃࠆୃᱜߩ⹜ߺ߽ߞߚ߽ߩߩᦨޔ㜞ⵙߩ⺑␜ߦ߆߆
ࠊࠄߕ ╙ޔߦ⊛⥸৻ޔ4 ߩⷐ⚛ߩಽᨆߪߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᚑุߩ⚿⺰ߦᄢ߈ߥᓇ㗀ജࠍ
ᜬߞߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡ߈ߚޕታ㓙 ╙ޔ4 ߩⷐ⚛ߩ್ቯߣߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᚑุߩ⚿⺰
ߦߪ⋧㑐㑐ଥ߇ࠅ ╙ޔ4 ߩⷐ⚛߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍุቯߒߚ 141 ઙߩᗧߩ߁ߜޔ140 ઙ
߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍߕ ╙ޔ4 ߩⷐ⚛߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍᡰᜬߔࠆߣ್ቯߒߚ 116 ઙߩᗧ

*61
*62
*63
*64
*65
*66

Beebe೨ឝᵈ(18)22 ภ 167 183 㗁
Harper㧒Row, 471 U.S. 539
Beebe೨ឝᵈ(18)22 ภ 183 189 㗁
Beebe೨ឝᵈ(18)22 ภ 189 191 㗁
Harper㧒Row, 471 U.S. 539
Campbell, 510 U.S. 569
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ߩ߁ߜޔ6 ઙએᄖߪࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍቯߒߚߣ߁࠺࠲߇␜ߐࠇߡࠆޕ
ߒ߆ߒߪࠇߘޔㅒߦ ╙ޔ4 ߩⷐ⚛߇ᧄ⾰⊛ߦߪ ߩઁޔ3 ⷐ⚛ߩಽᨆࠍ⛔วߒߡ✚ว⊛ߥ
⚿⺰ߦ㆐ߔࠆߚߩࡔ࠲ⷐ⚛ߢࠆߦߔ߉ߥߣ߁ಽᨆ߇␜ߐࠇߡࠆޔߜࠊߥߔޕ
╙ 4 ⷐ⚛ߪ߃ࠁࠇߘޔࠅߢߡోߩ࠻ࠬ࠹࡙ࠬࠕࠚࡈޔ߽ߩߢ߽ߥߊߚߒ┙⁛ޔ
ᄌᢙߣߒߡߩᯏ⢻ߪᨐߚߐߥߣ߁ߎߣߢࠆ ╙ޔߚ߹ޕ4 ߩⷐ⚛ߩ⛔ว⊛ߢቯ⊛ߥ
ᕈ⾰߇⥄ࠇߘޔߣߒߡߪᰴ⊛ⷐ⚛ࠍߥߦ߽ዷ㐿ߐߖߥ߆ߞߚℂ↱߆߽ߒࠇߥߣ߽ㅀ
ߴࠄࠇߡࠆ*67ޕ

㧔5㧕

ᐲ⺰╷ቇ⊛ⷞὐ߆ࠄߺߚࡈࠚࠕ࡙

ࠬߩᗧ⟵

☨࿖ౝߩࡈࠚࠕ࡙ࠬߦߟߡߩ⼏⺰ߣ߁ࠊߌߢߪߥ߇߁ߣ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ
⪺ᮭ㒢ⷙቯߩ৻⥸ⷙቯߩᗧ⟵ࠍ⠨߃ࠆ߁߃ߢޔᐲ⊛╷ቇ⊛ⷞὐ߆ࠄߩ⼏⺰߽㊀
ⷐߢࠆߣᕁࠊࠇࠆߚᦨޔᓟߦ⚫ߒߡ߅ߊޕ

Ԙ

ᐲ⺰⊛ⷰὐ

ᐲ⺰⊛ⷰὐ߆ࠄߪޔᏒ႐ޔᴦࡊࡠࠬ㧔┙ᴺᐭ߿ⴕᯏ㑐㧕್ⵙޔᚲࠍ⪺ޔᮭߦ㑐
ߔࠆᴺ߿╷ߩಽ㊁ߦ߅ߌࠆ⋧ߦઍᦧ⊛ߥቯࡊࡠࠬߢࠆߣ⼂ߒߚ߁߃ߢޔᄙ᭽
ߥኂ㑐ଥ⠪߇ߎ߁ߒߚࡊࡠࠬߦෳടߔࠆᣇᑼࠍᲧセߒߚߢᐲㆬᛯ߿ᐲ⸳⸘ࠍⴕ
߁ߎߣߩ㊀ⷐᕈ߇ᒝ⺞ߐࠇࠆޕ
ᐲㆬᛯ⺰ߦᓥ߁ߣޔቯࡊࡠࠬߦᏎ߈ㄟ߹ࠇߡࠆ⋉ߪߤߩࠃ߁ߥ߽ߩߢࠆ߆
ߣߞߚὐ߿ߩઁޔઍᦧ⊛ߥㆬᛯ⢇ߢࠆቯߩ႐ߦ߅ߡઍߐࠇࠆ⇣ߥࠆ⋉ߣߒߡ
ẜ⊛ߦߪߤߩࠃ߁ߥ߽ߩ߇ࠆ߆ߣ߁ὐ߇⪺ޔᮭߩಽᨆߦ߅ߡ㊀ⷐߦߥߞߡߊࠆ
ߣߐࠇࠆޔߜࠊߥߔޕᮭ⠪ߣ↪⠪ߩ⋉ߩࡃࡦࠬࠍߣࠆߣ߁ߛߌߢߪߥߊߩߎޔ
ࡃࡦࠬࠍ߽ߚࠄߔߚߦᦨༀߩ⠴ᕈࠍ߃ߚᐲ⊛ߥቯࡊࡠࠬࠍ߆ߦߒߡㆬᛯߔ
ࠆ߆ߣ߁ߎߣߦὶὐ߇ᒰߡࠄࠇࠆߎߣߣߥࠆ*68ޕ

ԙ

৻⥸ⷙቯߩᗧ⟵

ߎߩⷰὐ߆ࠄߚ႐ว⪺ޔᮭߩ㒢ⷙቯࠍ㒢ቯߣߒߡ⏕ߦ․ቯߔࠆߎߣߪⵙޔ
್ᚲߩ⸃㉼߳ߩଐሽᐲࠍዋߥߊߒޔᴺ⊛ߥቯᕈߣ੍᷹น⢻ᕈ߇㜞ࠄࠇࠆ৻ᣇߢ┙ޔᴺ

*67 Beebe೨ឝᵈ(18)22 ภ 191 196 㗁
*68 ANTONINA BAKARDJIEVA ENGELBREKT㧔↰ༀਯ⸶㧕
ޟᐲ⺰⊛ⷰὐ߆ࠄߚ⪺ᮭ㧦ࠕࠢ
࠲ޔ⋉ޔኂ㑐ଥߣෳടߩࡠࠫ࠶ࠢ(1)(ޔ2)ޠ⍮⊛⽷↥ᴺ╷ቇ⎇ⓥ 22 ภ 31 54 㗁ޔ23 ภឝタ੍ቯ
<http://www.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/workshops/ENGELBREKT1.pdf>ޔ
<http://www.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/workshops/ENGELBREKT2.pdf>㧔Engelbrekt, Antonina
Bakardjieva,Copyright from an Institutional Perspective: Actors, Interests, Stakes and the Logic of Participation.
Review of Economic Research on Copyright Issues, Vol. 4, No. 2, pp. 65 97, 2007. <SSRN:
http://ssrn.com/abstract 1144289>㧕
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ࡊࡠࠬߩ႐ߦ߅ߡߩߘޔౝኈ߇ቯߐࠇࠆߎߣࠍᗧߔࠆ┙ޔߒ߆ߒޕᴺࡊࡠࠬߪ
৻⥸ߦ⋉㓸࿅ᴦߩᓇ㗀ࠍฃߌ߿ߔߊౕޔߦࠄߐޔ⊛ߥౝኈߩᬌ⸛ߦ߅ߡߪ᠄⋡
ᮡ߇⏕ൻߐࠇࠆߚޔቯࠄࠇࠃ߁ߣߔࠆ⊛ߥ࡞࡞ߦኻߒߡޔᮭ⠪ߦߥ
ᣇะߦቯࠃ߁ߣߔࠆജࠍ⺃߁߅ߘࠇ߇ࠆ*69ޕ
ઁᣇߢ⪺ޔᮭߩ㒢ⷙቯࠍࡈࠚࠕ࡙ࠬߩࠃ߁ߥ৻⥸ⷙቯߣߒߡቯࠆߎߣߪޔ
ቯࡊࡠࠬࠍ┙ᴺ߆ࠄมᴺߩ႐߳⒖ߔߎߣߣߥࠆߩߎޕ႐ว┙ޔᴺߩ႐ߢߪޔ⽎⊛ߥⷙ
ቯߣߒߡ⏕ߥ᠄⋡ᮡߦߥࠄߕߦวᗧࠍขࠅઃߌߩߘޔౝኈߩ್ᢿߪࡠࡆࠗࡦࠣߩ᠄
ߦኻߔࠆ⠴ᕈ߇⋧ኻ⊛ߦᒝมᴺߦᆔߨࠆߎߣ߽น⢻ߣߥࠆ┙ޔࠅࠃߦࠇߎޕᴺㆊ⒟ߦ߅
ߡᤋߐࠇߦߊጀߩ⋉㧔↪⠪╬ߩᢔ⊛ߥ⋉㧕ࠍมᴺߩ႐ߦ߅ߡ᳹ߺขࠅޔ
┙ᴺߩࠁ߇ߺࠍᤚᱜߔࠆᯏ⢻߇ᦼᓙߢ߈ࠆ*70ޕ
ߎߩࠃ߁ߦ⪺ޔᮭߩ㒢ⷙቯࠍߤߩࠃ߁ߥᒻߢቯࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒ߆ࠍ⠨߃ࠆߦ
ߚߞߡߪ⪺ޔᮭ㒢ⷙቯߩౝኈ߿ߘߩ▸࿐ߩ⏕ᕈߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ߣߪߦߚߒ߁ߎޔ㊀
ᄢߥ㗴ߦߟߡߤߩᐲ㧔ቯࡊࡠࠬ㧕ߢߩ್ᢿ߇ߥߐࠇࠆߴ߈߆ߦᵈᗧ߇ᛄࠊࠇࠆ
ߴ߈ߣ߁ᜰ៰߇ࠆߎߣߦ߽⇐ޔᗧߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧔╙Τ┨ 2.ၫ╩⠪㧦㤗ሶ㧕

*69 ENGELBREKT ߪޔPosner ߦࠃࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬ㘃ဳൻࠍᜰะߔࠆឭ᩺ߦߟߡޔᐲ⺰⊛ⷰὐ߆
ࠄߩ㗴ࠍᰴߩࠃ߁ߦᜰ៰ߒߡࠆޕPosner ߪ࡙ࠬࠕࠚࡈޔℂ⺰߇ᦌᤒߢࠅ੍ޔ᷹น⢻ᕈࠍᰳߊ
ߣ߁ᰳὐ߆ࠄޟޔ㘃ဳ⊛ࠕࡊࡠ࠴ߣޠฬઃߌࠆᣇ╷ޔߜࠊߥߔޔቯᴺߩᄖࠍ⏕ߦ․ቯߒޔ
߽ߞߡⵙ್ᚲߩ⸃㉼߳ߩଐሽᐲࠍᄢ߈ߊᷫࠄߔߎߣߢᴺ⊛ߥቯᕈߣ੍᷹น⢻ᕈࠍ㜞ࠆᣇ╷ࠍឭ໒
ߒߚ㧔Richard A. Posner, "Eldred and Fair Use," The Economists' Voice: Vol. 1 : Iss. 1, Article 3. (2004) <
http://www.bepress.com/ev/vol1/iss1/art3>; William F. Patry, Richard A. Posner, Fair Use and Statutory Reform
in the Wake of Eldred, 92 Calif. L. Rev. 1639 (2004). 4(2)ᵈ(12)߽ෳᾖ㧕
ߩߎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕឭ᩺ߪޔ㑆
ធ⊛ߥ߇ࠄቯߩࡃࡦࠬࠍ┙ᴺࡊࡠࠬߦ⒖ߒߚ߶߁߇ࠃߣߡࠆߎߣߦߥࠅ ߢߎߎޔPosner
߇ߎߎߢㅏߒߡࠆߎߣߪޔ㘃ဳ⊛ߥࡈࠚࠕ࡙ࠬߦࠃࠆᄖࠍቯᑼൻߔࠆ⹜ߺߪߘࠇ߇ߢࠇޔ
⋉㓸࿅ᴦߦኻߔࠆߊ߮߈ࠍᄖߒޔߩਇቢోߥ⸃ࠍ߽ߚࠄߔߎߣߦߥࠅ߆ߨߥߣ߁ߎߣߥߩߢ
ࠆ㧔ENGELBREKT೨ឝᵈ(68)㧕ޕ
*70 ↰ༀਯ┹ޟ╷ߣޡ᳃ᴺޠޢNBL863 ภ(2007 ᐕ)81 93 㗁↰ޔༀਯ⸵․ޟᐲࠍߋࠆᴺߣ
╷ ࠻ࠬࡘࠫޠ1339 ภ (2007 ᐕ)124 128 㗁↰ޔༀਯ⪺ޟᮭࠍߋࠆᴺߣ╷ޠડᬺߣᴺഃㅧ 5 Ꮞ
3 ภ(2009 ᐕ)6 11 㗁↰ޔༀਯ࡞࠲ࠫ࠺ޟൻᤨઍߩ⪺ᮭᐲ ⪺ᮭࠍߋࠆᴺߣ╷ ޠ⍮⊛⽷↥
ᴺ╷ቇ⎇ⓥ(2009 ᐕ 6 ⊒ⴕ੍ቯ)ޔፉਗ⦟ޟᮭ㒢ߩ┙ᴺᒻᑼ⪺ޠᮭ⎇ⓥ 35 ภ㧔2008 ᐕ㧕100 101
㗁
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☨࿖ࡈࠚࠕ࡙ࠬ㑐ㅪ್ߦߟߡ

3.

㧔1㧕

ᬌ⸛ߩⷐ

ߎߩ▵ߢߪᦨޔㄭߩࡈࠚࠕ࡙ࠬ㑐ㅪ್ߦߟߡ⚫ߔࠆߣߦ⧯ޔᐓߩᬌ⸛ࠍⴕ
߁ߎߣߣߒߚޕ
Ԙࡈࠚࠕ࡙ࠬߪޔర᧪ޔቯᴺߦࠃߞߡࠄࠇߚ߽ߩߢߪߥߊߡߡߞࠃߦ್ޔ
ࠄࠇ್ޔᴺℂߣߒߡ⊒ዷߒߡ߈ߚ߽ߩߢࠆޕ1976 ᐕᴺߢߪޔ107 ᧦ߦࡈࠚࠕ࡙
ࠬ߇ᴺቯߐࠇߚ߇ⷙߥ⊛⏕߽ߢ߹ߊߪࠇߘޔቯߣߐࠇ್ޔᴺߣߒߡߩࡈࠚࠕ࡙
ࠬߩᕈᩰࠍᄌᦝߔࠆ߽ߩߢߪߥߊߩߘޔౝኈࠍ㧔ᄢߔࠆᗧߢ߽❗ޔዊߔࠆᗧߢ߽㧕
ᄌᦝߔࠆ߽ߩߢߪߥᣦߩ┙ᴺ⠪ᗧᕁ߇ࠄ߆ߦߐࠇߡࠆ1ޔߡߞ߇ߚߒޕ107 ᧦ߩⷙቯ
ߩᗧߔࠆߣߎࠈࠍ⍮ࠆߚߦߪޔታ㓙ߩ್ࠍߡߊߎߣ߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
ԙࡈࠚࠕ࡙ࠬߦ㑐ߔࠆ್ࠍߡߊߢ⇐ޔᗧߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߩߪޔHarper & Row
ઙᦨ್߽ᜰ៰ߔࠆࠃ߁ߦޔߪߡߟߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ⏕ߥ✢ᒁ߈߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߥ࡞
࡞㧔bright-line rules㧕ߪሽߒߥߣߐࠇ್ߩߢࠬࠤࠗࡃࠬࠤޔᢿ㧔case-by-case
analysis㧕߇᳞ࠄࠇߡࠆὐߢࠆޔߡߞ߇ߚߒޕ್ߩޘߦߟߡߪߩࠇߙࠇߘޔ
ታ㑐ଥࠍ〯߹߃ߡޔౕ⊛ߦℂ⸃ߒߡߊߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆޕ
ߘߎߢ࿁ߪޔᬌ⸛ኻ⽎ߣߒߚ್ 34 ઙ㧔ᦨ㜞ⵙ್ 4 ઙޔប⸷ⵙ್ 30 ઙޕኻ⽎್
ߩ⚦ߪᓟㅀߔࠆ㧕ߦߟߡߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ㑐ㅪߔࠆㇱಽࠍߢ߈ࠆ㒢ࠅߒߊ⚫
ߔࠆߎߣߣߒߚޕታ㑐ଥߪⷐ⚂ߒߚ߇ߣ࠻ࡦࠗࡐޔᕁࠊࠇࠆㇱಽߦߟߡߪߦ⸶⋥ޔㄭ
ᒻࠍ⋡ᜰߒߚޔ߽ߣߞ߽ޕළߞߡߘࠇߢߪℂ⸃ߒ߇ߚㇱಽ╬ߪޔᗧ⸶߿ⷐ⚂ࠍⴕߞߚ
ߣߎࠈ߽ࠆޕ
Ԛߥ߅ޔប⸷ⵙߩ್ࠍ⚫ߔࠆ㓙ߦߪᦨޔ㜞ⵙ್ࠍᒁ↪ߒߡࠆㇱಽߦߟߡߩߤޔ
ᦨ㜞ⵙ್ࠍᒁ↪ߒߡࠆ߆ߛߌߢߪߥߊߡౕޔ⊛ߦߤߩㇱಽࠍᒁ↪ߒߡࠆ߆߹ߢ
␜ߔࠆࠃ߁ദߚޔߚߩߘޕ㗫❥ߦᒁ↪ߐࠇߡࠆㇱಽࠍ․ቯߔࠆߎߣ߇৻ቯ⒟ᐲน⢻
ߣߥߞߡࠆ⚿ߩߎޕᨐ್ⵙޔᚲ߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍ⸃ߔ㓙ߩะߩ৻┵
್ 34 ઙߩಽᨆ߆ࠄߣ߁㒢ቯઃ߈ߢߪࠆ߽ߩߩ

߽ߜࠈࠎޔ

߇ᶋ߆߮߇ߞߡߊࠆߩߢߪߥ

߆ߣ⠨߃ߡࠆޕ
ԛ್ಽᨆߩ৻⥸⊛ߥࠕࡊࡠ࠴ߪᦨޔ㜞ⵙ್╬ߩࠃ߁ߦవߣߒߡᓇ㗀ജ߇ࠆߛࠈ

1 H.R. Rep. No. 94 1476, p.66 (1976) ෳᾖޕ
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߁್߆ࠄޔಽᨆ⠪߇ޔ㊀ⷐߣ⠨߃ࠆ್␜ㇱಽࠍขࠅߍߡߟߦࠇߘޔಽᨆߔࠆߣ߁
ᒻߦߥࠆޕBeebe ᢎߩ⸒⪲ࠍ୫ࠅࠇ߫ੱࠆࠇࠊ⇼߽ߟޔ㧔Usual Suspects㧕ࠕࡊࡠ࠴ߢ
ࠆ2ޕ
ߚߛ್ޔ߽ߘ߽ߘޔᴺ㧔Case Law㧕ߣ߁ߩߪޔᓟ⛯ߔࠆ್߇వⴕߔࠆ್ࠍᒁ↪
ෳᾖߔࠆਛߢ㉯ᚑߐࠇߡߊ߽ߩߢࠆޕᅤߦ㊀ⷐߘ߁ߦ߃ࠆ್್␜ߢߞߡ߽ޔ
ߘࠇ߇ᓟ⛯ߔࠆ್ߦࠃߞߡోߊᒁ↪߽ෳᾖ߽ߐࠇߥߌࠇ್߫ߪࠇߘޔᴺࠍ᭴ᚑߒߡ
ࠆߣߪ⸒߃ߥߛࠈ߁ޔߚ߹ޕ⍦⋫ߒߚࠅߩࠬࡦࠕࡘ࠾ޔ㆑߁వ߇ሽߔࠆ႐วߩߘޔ
ߕࠇ߇ޟലߥ್ޠᴺߥߩ߆ߪޔᓟ⛯ߔࠆ್ߦࠃߞߡ߇ࠄߜߤޔᒁ↪ෳᾖߐࠇߡ
ࠆ߆ߦ߆߆ߞߡߊࠆ3ޕ
ߘߎߢ࿁ߪޔᦨߩߤޔߢ࠻ࡦࠗࡐߩޘ㜞ⵙ್ߩߤߩㇱಽࠍᒁ↪ߒߡࠆ߆ࠍ␜ߒޔ
㗫❥ߦᒁ↪ߐࠇߡࠆㇱಽࠍ․ቯߔࠆߎߣࠍ⹜ߺߚ4ޕㅢᏱߩࠕࡊࡠ࠴ߣߪㅒߦߥࠆ߇ޔ
ࡈࠚࠕ࡙ࠬ⸃㉼ߩታ㓙ߩะࠍ⍮ࠆߢߪ↪ߣ⠨߃ࠆ5ޕ
Ԝߥ߅ޔᒰೋߪޔ⸥ߩࠃ߁ߥࠕࡊࡠ࠴ߢ 34 ್ࠍߢ߈ࠆߛߌቴⷰ⊛ߦ⚫ߔࠆߎߣ߇
࿁ߩ⺞ᩏߩਥ⌒ߢࠆߣ⠨߃╩ޔ⠪ߦࠃࠆಽᨆ⚿ᨐߪਇⷐߢߪߥ߆ߣ⠨߃ߡߚߚޕ
ߛޔߩ್ߪోޔᢥ⸶ߢߪߥߊߡࠆߔ⚫ࠍߩ߽ߚߣ߹ࠍ࠻ࡦࠗࡐޔᒻߣߥߞߡ
ࠆޕᒰὼ╩ߪߡߟߦ߆ࠆߔߣ࠻ࡦࠗࡐࠍߎߤޔ⠪ߩਥⷰ⊛ߥᴺᓞℂ⸃߇ᤋߐࠇߡߒ߹
߁ޕㅒߦ⸒߃߫╩ޔ⠪߇ࡐࠗࡦ࠻ߣᕁࠊߥ߆ߞߚㇱಽߦߟߡߪߢߎߘޔవࠍᒁ↪ߒߡ

2 Barton Beebe, An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978 2005, 156 U. Pa. L. Rev 549
(2008) at. 553㧔ߥ߅ޔၔᚲጤ↢ᢎߩ㇌⸶߇ࠆ㧦⍮⊛⽷↥ᴺ╷ቇ⎇ⓥ 21 ภ(2008)117 㗁એਅ߅ࠃ߮
ห 22 ภ(2008)163 㗁એਅޕ㧕
3 Beebe೨ឝᵈ 2㧕596㨪597 㗁㧔㇌⸶ 22 ภ 166㨪167 㗁㧕ߦߪᦨޔ㜞ⵙߪࠄߥ᧪ᧄޔ␜⊛ߦᑄᱛ╬ߔ
ߴ߈వࠍᑄᱛߖߕߦޔਅ⚖ክ߇⺋⺒ߒߚߣߒߡޔౣ᭴ᚑߔࠆ㧔ᣂߒ⸃㉼ࠍ␜ߔ㧕ะߦࠆὐ߇ᜰ
៰ߐࠇߡࠆᦨޔߚߩߘޕ㜞ⵙߩ⌀ᗧࠍ᳹ߺขࠆദജࠍߒߥߣࠆߔ৻ޔ㒢ࠅߪޔ⍦⋫ߒߚࠅ࠾ޔ
ࡘࠕࡦࠬ߇㆑ߞߚࠅߔࠆవ߇ⶄޔᢙሽߔࠆᘒ߇⊓႐ߒߡߒ߹߁⚿ߩߎޕᨐޔᓟ⛯ߔࠆ್ߩਛߦ
ߪ
ᧄ᧪ᦨ㜞ⵙ߇ᗧ࿑ߒߚㅢࠅߦޔฎ㧔ߘߒߡ⺋ߞߚ㧕వࠍᑄߒߚ߽ߩߣߒߡᛒࠊߕ
⍦⋫ߔ
ࠆవ߆ࠄㇺวߩ⦟ᣇࠍㆬࠎߛࠅޔߣ߆ᢛวߔࠆࠃ߁ߦ⺒ദജࠍߒߚࠅߔࠆߎߣߣߥࠆޕ࿁ᬌ
⸛ኻ⽎ߣߒߚⵙ್ߢ߽ࠄࠇࠆ⁁ᴫߢࠆޕ
4 ࿁ߩࠕࡊࡠ࠴ߪޔరޔߪޘBeebe ᢎߩࠕࡊࡠ࠴㧔ታ⸽⊛⎇ⓥࠕࡊࡠ࠴㧕ߦ⌕ᗐࠍᓧߚ߽ߩߢ
ࠆޔߛߚޕBeebe ᢎߩࠕࡊࡠ࠴ߩ႐วߪᦨޔ㜞ⵙ್ߩࡐࠗࡦ࠻ࠍ੍ࠬ࠻ࠕ࠶ࡊߒޔߩޘ
್߇ߘߩࡐࠗࡦ࠻ࠍ⸒ߒߡࠆ߆ߤ߁߆ࠍ MS Excel ߩࠬࡊ࠶࠼ࠪ࠻ߦࠦ࠼ൻߒߡ⛔⸘ಣ
ℂࠍⴕߞߡࠆ৻ޕᣇߢ▵ߩߎޔណ↪ߒߚࠕࡊࡠ࠴ߪޔ್ߩޘਛߢࡐࠗࡦ࠻ߣᕁࠊࠇࠆㇱಽߢᦨ
㜞ⵙ್ߩߤߩㇱಽࠍᒁ↪ߒߡࠆ߆ߦᵈ⋡ߒᦨޔ㜞ⵙ್ਛߢ㗫❥ߦᒁ↪ߐࠇߡࠆߣߎࠈࠍ․ቯߔ
ࠆߎߣߣߒߡࠆޕ࿁ߩࠕࡊࡠ࠴ߣ Beebe ᢎߩࠕࡊࡠ࠴ߢߪᦨޔ㜞ⵙ್ਛߩ㊀ⷐߥㇱಽࠍ․
ቯߔࠆᚻᴺ߇⇣ߥࠆޕ
㧔߽ߜࠈࠎࠇߎޔએᄖߦ߽ޔኻ⽎್߇ Campbell ઙᦨ್એ㒠ߩប⸷ⵙ್ߦ㒢
ࠄࠇߡࠆὐޔኻ⽎ߣߒߚ್ߩᢙ߇ 1 ᩴዋߥὐߥ⊛⸘⛔ߚ߹ޔಽᨆߢߪߥߊߡޔߩ್ߢవ
߇ߤߩࠃ߁ߦᒁ↪ߐࠇߡࠆ߆ࠍ⚫ߔࠆߎߣߦਥ⌒ࠍ⟎ߡࠆὐߥߤ߽⋧㆑ߔࠆޕ
㧕
ߥ߅ᧄޔⓂߢߪޔBeebe ᢎߩ⺰ᢥߩᜰ៰ߣᧄⓂߢߩಽᨆ⚿ᨐߣࠍᲧセߔࠆߎߣߪޔၮᧄ⊛ߦߪⴕࠊߥ
ޕಽᨆߩᲣ㓸࿅߇ 306 ኻ 34 ߢߪߊోޔᗧ߇ߥ߆ࠄߢࠆࠈߒޕหᢎߩᜰ៰ߔࠆߣߎࠈ߇ޔ
ታ㓙ߩ್ߢߤߩࠃ߁ߦߥߞߡࠆߩ߆ࠍ┵৻ߩߘޔ⍮ࠆ࠷࡞ߣߒߡᧄⓂࠍ⟎ઃߌߡ㗂߈ߚޕ
5 ߎߩὐߦ㑐ㅪߒߡ⚻ߩߎޟޔ㛎⊛వߦࠄ߆ߩᢘᗧࠍᛄ߁ଔ୯߇ࠆߣߒߚࠄ߇ࠇߘޔߚ߹ޔࠄ߆
ߩⷙ▸ജࠍᜬߟߣߒߚࠄࠅࠃ߇ࠇߘޔ㜞ⵙ್ᚲ߇ߒߚ߽ߩߛ߆ࠄߢߪߥߊߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔේೣ
ࠍㆡ↪ߒߚᄢㇱಽߩ್㆐߇ޔㆡಾߥⴕὑߢࠆߣߺߥߔ߽ߩࠍઍߒߡࠆ߆ࠄߢࠆޕ
ޠ
㧔Beebe
೨ឝᵈ 2㧕622 㗁㧔㇌⸶ 22 ภ 197 㗁㧕ᒁ↪ㇱߪ㇌⸶ࠃࠅޕ
㧕
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ߡ߽ޔ࿁ߩ⺞ᩏߢ⚫ߐࠇࠆߎߣߪߥ⋥ޔߚ߹ޕធ⊛ߥᒁ↪ㇱಽߩߺࠍኻ⽎ߣߔࠆ6ޔ
ߣ߁ᚻᴺߩᓇ㗀߽ࠈ߁ޕ
⚿ዪޔUsual Suspects ࠕࡊࡠ࠴ߣߪ⇣ߥࠆᒻߢߪࠆ߇ޔಽᨆ⠪㧔╩⠪㧕ߩਥⷰ⊛ᴺᓞ
ℂ⸃ߣ߁ࡃࠗࠕࠬ߇ᓇ㗀ߒߡߊࠆߎߣߪࠇߥޔߢߎߘޕ34 ್ߩᬌ⸛ࠍㅢߓߡ╩ޔ
⠪߇ߤߩࠃ߁ߥะࠍᗵߓขߞߚ߆ࠍޔ
㧔3㧕ߦ್࡙ࠬࠕࠚࡈޟߩࡌࠬࠗࡦޔޠ
㧔4㧕
ߦޟ↪ᒻᘒᲤߩᵈ⋡ὐߩޠᒻߢࠄ߆ߦߔࠆߎߣߣߒߚࠍࠇߘޕℂ⸃㗂ߚߢ⺒ޔ⠪
ฦ⥄ߢߘߩࡃࠗࠕࠬࠍഀࠅᒁ߈㧔ᔅⷐߦᔕߓߡේᢥߦߚߞߡ㗂ߊߎߣ߽ߡ7㧕
ޔߩޘ
್ࠍᬌ⸛㗂ߌࠇ߫ߣ⠨߃ࠆᰴ╙ߢࠆޕ
ԝᦨᓟߦޔߪߢ▵ᧄޔ್ߩޘߩ⚿ᨐࠍᲧセᬌ⸛ߔࠆߎߣߪߒߡߥޕᣢߦㅀߴߚࠃ
߁ߦ್ࠬࠤࠗࡃࠬࠤߪ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᢿߢࠆߎߣ߇ᒝ⺞ߐࠇ್ⵙޔᚲ߇ࠞ࠹
ࠧࠞ࡞ߥࠕࡊࡠ࠴ࠍህߞߡࠆߎߣࠍ〯߹߃ࠇ߫ޔㅢ㘃ૃߔࠆ↪ᒻᘒߦߟߡᛒ
ߞߚ್ߩ⚿ᨐࠍᲧセᬌ⸛ߒߡ߽ᓧࠆߣߎࠈߪዋߥߣᕁࠊࠇࠆ߆ࠄߢࠆޕ
⚿ᨐߢߪߥߊ⺰ߥ߁ࠃߩߤߦߢ߹ࠆ⥋ߦߎߘޔℂ߇ណ↪ߐࠇߚ߆ߦᵈ⋡ߔࠆߣߣ߽ߦޔ
ߘߩㆊ⒟ߢᦨߩߤޔ㜞ⵙ್ߩߤߩㇱಽߦଐߒߚ߆ࠍ⚫ߔࠆߎߣߦὶὐࠍᒰߡߚޕ

㧔2㧕

ᬌ⸛ߩኻ⽎ᣇᴺ

એߩࠃ߁ߥᗧ࿑ߩਅౕޔ⊛ߦߪᰴߩࠃ߁ߥᒻߢᬌ⸛ߔࠆߎߣߣߒߚޕ
Ԙᬌ⸛ኻ⽎ߣߒߚ್ߩౝ⸶ࠍ⺑ߒߚޕ
߹ߕᦨޔ㜞ⵙ್ߣߒߡޔ1976 ᐕᴺቯᓟࡈࠚࠕ࡙ࠬߦߟߡߒߊ⺰ߓߚ߽ߩߣ
ߒߡ⍮ࠄࠇࠆ Sony ઙޔHarper & Row ઙޔStewart ઙޔCampbell ઙߩ 4 ߟࠍขࠅ
ߍߚޕ
ᰴߦޔਅ⚖ክ್ߢࠆ߇ޔCampbell ઙᦨ㜞ⵙ್એ㒠ߩប⸷ⵙࡌ࡞ߩ್߆ࠄข
ࠅߍࠆߎߣߣߒߚޕCampbell ઙᦨ㜞ⵙ್એ㒠ߦ㒢ߞߚߩߪߩ㉼⸃࡙ࠬࠕࠚࡈޔ
⁁ࠍ⍮ࠆߢߪޔ4 ߟߩᦨ㜞ⵙ್ࠍోߡ⠨ᘦߒߚߢ⨲ߐࠇߚ್ߢࠆߎߣ߇㊀ⷐ
ߣ⠨߃ߚߚߢࠆޕប⸷ⵙࡌ࡞ߩ್ߦ㒢ߞߚߩߪޔᒰᎼ࿁ߦ߅ߌࠆవߣߐࠇ
ࠆߚޔᓇ㗀ജ߇ᄢ߈ߣᕁࠊࠇࠆߚߢࠆޕ

6 వ߳ߩଐߩᣇߣߒߡߪޔᒁ↪㧔” ”㧕ߣෳᾖ㧔See ╬㧕ߩ 2 ⒳㘃߇ࠆߪߢ▵ᧄޕේೣߣߒߡᒁ
↪ߩߺᛒޔၮᧄ⊛ߦෳᾖߪขࠅߍߡߥޕෳᾖㇱಽߦߪ⋥ޔធ㑐ଥߔࠆ߆ߤ߁߆⹏ଔ߇ಽ߆ࠇࠆ
߽ߩ߇ߞߚࠅޔᜰቯߐࠇߚࡍࠫߩߤߩㇱಽ߆․ቯ߇㔍ߒ߽ߩ߇ߞߚࠅߔࠆߎߣ߇ℂ↱ߢࠆޕ
ߚߛߒޔሼฏߩࠇᦧ߃⒟ᐲߢߤࠎߣ߶ޔᒁ↪ߣ╬ߒߣ․ቯߢ߈ࠆ႐วߪޔෳᾖߦߟߡ߽ขࠅߍ
ߚޕ
7 ╩⠪ߩ⢻ജߩ㗴ߢޔ⠡⸶ߩ⺋⻪ߪㆱߌࠄࠇߥߣ⥄ⷡߒߡࠆޔߚߩߘޕᗧߩㅢࠄߥㇱಽߪޔ
ේᢥߦᒰߚߞߡ㗂߈ߚޕ
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એߩᣇ㊎ߩ߽ߣߦࠍࠬࡌ࠲࠺ޔᬌ⚝ߒ8ోޔㇱߢ 106 ઙߩ್ࠍࠬ࠻ࠕ࠶ࡊߒߚޕ
ߘߩᓟ್ߩࠄࠇߘޔోߡࠍ৻⍊ߒ್ߊߒߡߟߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᢿߒߡࠆ್߆
ุ߆ߢࠬࠢ࠾ࡦࠣࠍⴕޔ43 ઙࠍࡇ࠶ࠢࠕ࠶ࡊߒߚޕᎼ࿁Ფߦઙᢙࠍ⸥ߔߣએਅ
ߩㅢࠅߢࠆޕ
╙ 1 Ꮌ࿁

1ઙ

╙ 2 Ꮌ࿁

11 ઙ9

╙ 3 Ꮌ࿁

1ઙ

╙ 4 Ꮌ࿁

2ઙ

╙ 5 Ꮌ࿁

2ઙ

╙ 6 Ꮌ࿁

3ઙ

╙ 7 Ꮌ࿁

3ઙ

╙ 8 Ꮌ࿁

1ઙ

╙ 9 Ꮌ࿁

16 ઙ

╙ 10 Ꮌ࿁

0ઙ

╙ 11 Ꮌ࿁

2ઙ

ㅪ㇌ប⸷ⵙ್ᚲ

1ઙ

ᤨ㑆ߩ㗴߽ࠅޔ࿁ߪ ╙ޔ2 Ꮌ࿁ߣ╙ 9 Ꮌ࿁ߩ್߆ࠄᬺߦขࠅ߆߆ߞߚޕ
ਔᎼ࿁ࠍㆬࠎߛߩߪޔઙᢙ߇ᄙߎߣߣޔਔᎼ࿁ߩ್ߪޔᒰᎼ࿁ߛߌߢߥߊޔ
ઁߩᎼ࿁߆ࠄ߽ᒁ↪ෳᾖߐࠇࠆߥߤޔᓇ㗀ജ߇ᄢ߈ᣦᜰ៰ߐࠇߡࠆ߆ࠄߢࠆ10ޕ
ౕ⊛ߦߪ ╙ޔ2 Ꮌ࿁ߦ㑐ߒߡߪ 11 ઙోߡ11 ╙ޔ9 Ꮌ࿁ߦ㑐ߒߡߪ㧔᩺߇㘃ૃߒߡ
ࠆߚ⋭⇛ߒߚ 1 ઙࠍ㒰ߊ㧕15 ઙࠍᬌ⸛ߒߚᤨޔߚ߹ޕ㑆ߩ⸵ߔ㒢ࠅߣ߁ߎߣߢ╙ޔ
1 Ꮌ࿁ 1 ઙ ╙ޔ3 Ꮌ࿁ 1 ઙ ╙ޔ4 Ꮌ࿁ 1 ઙ ╙ޔ5 Ꮌ࿁ 1 ઙߩ⸘ 4 ઙ߽ᬌ⸛ߒߚߚޔ
ోㇱߢ 30 ઙߣߥߞߡࠆޕ
ᧄ᧪ߥࠄޔ⸥ 43 ઙోߡࠍኻ⽎ߣߢ߈ࠇ߫⦟߆ߞߚߩߛ߇╩ޔ⠪ߩ⢻ജਇ⿷߆ࠄᤨޔ㑆
⊛ߦోߩ 3 ಽߩ 2 ᒝߒ߆ᬌ⸛ߢ߈ߥ߆ߞߚ߽ᦨޔߛߚޕઙᢙߩᄙ ╙ޔ2 Ꮌ࿁ߣ╙ 9
Ꮌ࿁ߦߟߡߪޔߚߚ߈ߢ⟜✂߷߶ޔਔᎼ࿁ߩᦨㄭߩ⁁ᴫࠍⷰߔࠆߎߣߪน⢻ߣ
ߥߞߚߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ߡࠆޕ

8 ታ㓙ߦߪޔប⸷ⵙࡌ࡞ߩ್ࠍ㍳ߒߚ࠺࠲ࡌࠬࠍޟcopyright and “fair use” and 107߁ߣޠᬌ
⚝ᑼߢᬌ⚝ߒߚᦼޕ㑆ߪޔCampbell ઙᦨ㜞ⵙ್ߩ⠉ᣣ㧔1994 ᐕ 3  7 ᣣ㧕߆ࠄ 2008 ᐕ 12  31 ᣣ
߹ߢߢࠆߩߎޔ߅ߥޕᬌ⚝ᑼߪޔBeebe ᢎ߇್ࠍࠬ࠻ࠕ࠶ࡊߔࠆߚߦ↪ߒߚᬌ⚝ᑼߦ୮ߞ
ߚޕBeebe೨ឝᵈ 2㧕623 㗁㧔㇌⸶ 22 ภ 198 㗁㧕ෳᾖޕ
9 ෩ኒߦ⸒߁ߣ Sandoval ઙߪᧄ᧪ߎߩࠬࠢ࠾ࡦࠣߩᲑ㓏ߢ⪭ߜߡߚ߽ߩߢࠆޔߛߚޕRinggold
ઙࠍℂ⸃ߔࠆߢߪޔde minimis ᴺℂߩߺߢಣℂߒߚ್߇ᔅⷐߣ⠨߃ޔᎼ࿁߽หߓߢᤨޔ㑆⊛ߦ
߽ㄭ Sandoval ઙࠍขࠅߍࠆߎߣߣߒߚޕ
10 Beebe೨ឝᵈ 2㧕567㨪568 㗁㧔㇌⸶ 21 ภ 140㨪141 㗁㧕ෳᾖޕ
11 Texaco ઙߦߟߡߪޔᆔຬ߇ᜂᒰߒߚޕ
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ᬌ⸛ኻ⽎ߣߒߚប⸷ⵙ್ߦߟߡߪޔෳ⠨⾗ᢱ✬ޡ1. ☨࿖ࡈࠚࠕ࡙ࠬ㑐ㅪ್ߩ
ᬌ⸛㧔್ߩ⚦㧕
ޢਛߦ৻ⷩߣߒߡឝタߒߚޕ
ԙߩ್ߩ߹ߣᣇߪᰴߩㅢࠅߣߥߞߡࠆޕ
߹ߕᦨޔ㜞ⵙ್ߦߟߡߪޟޔ᩺ߩⷐߚߒ⚫ࠍޠᓟ್࡙ࠬࠕࠚࡈޔᢿߦߟ
ߡߩࡐࠗࡦ࠻ߣᕁࠊࠇࠆㇱಽߪޔ
ޠ⺰✚ޟ
 ╙ޟ1 ⷐ⚛㧔factor12㧕
ޠ
 ╙ޟ2 ⷐ⚛ޠ
 ╙ޟ3 ⷐ⚛ޠ
╙ޟ
4 ⷐ⚛✚ޟޠว⹏ଔߩޠฦ㗄⋡ߦಽߌߡᢛℂߒߚޕవㅀߩࠃ߁ߦޔታ㑐ଥߪⷐ⚂ߒߚ߇ޔ
ࡐࠗࡦ࠻ㇱಽߦߟߡߪߦ⸶⋥ޔㄭᒻࠍ⋡ᜰߒߚޔ߽ߣߞ߽ޕළߞߡߘࠇߢߪℂ⸃ߒ߇
ߚㇱಽ╬ߪޔᗧ⸶߿ⷐ⚂ࠍⴕߞߚߣߎࠈ߽ࠆ࠻ࡦࠗࡐޕㇱಽߢޔប⸷ⵙ್ߦࠃߞߡ
ⶄᢙ࿁ᒁ↪ߐࠇࠆㇱಽߦߪޔਅ✢ࠍઃߒߡࠆޔߚ߹ޕਅ✢ߩ౨㗡ߦߪ

(A)

╬ߩ⸥ภࠍઃߒ

13

ޔប⸷ⵙ್ߢߩᒁ↪ߦ㓙ߒߡಽ߆ࠅ߿ߔߊߒߚޕ
ᰴߦប⸷ⵙ್ߦߟߡߪޟޔ᩺ߩⷐޔޠប⸷ⵙ್߆ࠄ⺒ߺขࠇࠆ㒢ࠅߢޟⵙ್

ߩޠⷐޔប⸷ⵙ್ߦ߅ߌࠆޟ೨ឭߣߥࠆ⪺ᮭଚኂߦޠ㑐ߔࠆ್ᢿࠍ⚫ߒߚߢޔ
ߘߩᓟߪᦨ㜞ⵙ್ߩ႐วߣห᭽ߦ್࡙ࠬࠕࠚࡈޔᢿߦߟߡߩࡐࠗࡦ࠻ߣᕁࠊࠇࠆ
ㇱಽࠍ ╙ޟޠ⺰✚ޟޔ1 ⷐ⚛ ╙ޟޠ2 ⷐ⚛ ╙ޟޠ3 ⷐ⚛ ╙ޟޠ4 ⷐ⚛✚ޟޠว⹏ଔߩޠฦ㗄⋡ߦ
ಽߌߡᢛℂߒߚ࠻ࡦࠗࡐޕㇱಽߦߟߡࠆ߈ߢޔ㒢ࠅ⋥⸶ߦㄭᒻࠍ⋡ᜰߒߚߩߪᦨޔ㜞
ⵙ್ߩ႐วߣห᭽ߢࠆޕ
ߥ߅ޔ࿁ߪᄙᢙᗧߩߺࠍᬌ⸛ߩኻ⽎ߣߒޔหᗧᗧޔኻᗧߦߟߡߪᬌ⸛ኻ⽎
ߦߡߥ14ޕ
Ԛ࿁ߩ⺞ᩏߩ㒢⇇ߦߟߡㅀߴߡ߅߈ߚޕ
߹ߕᤨޔ㑆ߩㇺวߢ ╙ޔ2 Ꮌ࿁ߣ╙ 9 Ꮌ࿁߇ਛᔃߣߥߞߚߎߣ߇ߍࠄࠇࠆߛߚޕ
ߎߩὐߪޔਔᎼ࿁ߩᓇ㗀ജߩᄢ߈ߐߢࠆޔ⒟ᐲߪࠞࡃߢ߈ࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆ15ޕ
ᰴߦޔ㧔1㧕Ԝߢ߽ㅀߴߚࠃ߁ߦ৻ޔቴⷰ⊛ߢࠅߟߟޔታ㓙ߦߪ╩⠪ߩਥⷰ㧔ࡃࠗࠕ
ࠬ㧕ߩᓇ㗀ࠍᄙಽߦฃߌߡࠆὐ߇ߍࠄࠇࠃ߁╩ߩߎޔ߅ߥޕ⠪ߩࡃࠗࠕࠬߩ㗴ߦߟ
ߡߪޔవㅀߩࠃ߁ߦޔ
㧔3㧕߅ࠃ߮㧔4㧕ߦ␜ߒߚ╩⠪ߩಽᨆࠍ〯߹߃ߡޔฦ⥄ߢୃᱜ㗂߈
ߚޕ
ᦨᓟߦ߽ᦨߡߒߘޔ㊀ⷐߥ㗴ߢࠆ߇ޔኻ⽎್ࠍᤨ㑆ߣⵙ್ᚲߩࡌ࡞ߢ⛉ߞߚ
↪ߣߒߡޔᓥ᧪ࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ࠄࠇߡ߈ߚ↪ᒻᘒߩౝ৻ޔㇱߒ߆ኻ⽎ߣߢ߈ߡ
ߥὐ߇ᜰ៰ߢ߈ࠃ߁ޕ࿁ޔขࠅߍߚ್ࠍߡ㗂ߌࠇ߫ಽ߆ࠆ߇ߣࠖ࠺ࡠࡄޔᒁ
↪ࠍࠊߖࠇ߫ోޔߩ 3 ಽߩ 1 ߩઙᢙࠍභࠆࠃ߁ߦޔ↪ᒻᘒߩࡃ࡚ࠛࠪࡦ߇ਲ
ߒߩߪታߢࠆޔߛߚޕCampbell ઙᦨ್એ೨ߦࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ࠄࠇߚ↪ᒻ

12 “factor”ߦߟߡߪޔᏅߒߚࠅޕࠆߡߒ⸶ߣޠ⚛ⷐޟ
13 ৻ㇱߦ⸥ޔภߩᰳ⇟ޔ㗅ᐨߩࠇᦧࠊࠅ╬߇ࠆ߇ޔᬺߩㇺวߦࠃࠆ߽ߩߢࠅੌߏޔᛚ㗂߈ߚޕ
14 ᦨ㜞ⵙ್ߦߟߡ⸒߃߫ޔ࿁ߩ߹ߣߩਛߢߪޔDr. Seuss ઙ್ߛߌ߇ Campbell ઙᦨ್ߩห
ᗧᗧࠍᒁ↪ߒߡࠆޕ
15 Beebe೨ឝᵈ 2㧕567㨪568 㗁㧔㇌⸶ 140㨪141 㗁㧕ෳᾖޕ
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ᘒߦߟߡ⸒߃߫ޔหઙᦨ್એ೨ߩޟవ߇ޠ߽ല߆ߤ߁߆ߪਇ⏕ታߢࠆޕ㧔3㧕
ߢࠆࠃ߁ߦޔCampbell ઙᦨ್ߪޔᓥ᧪ߩᦨ㜞ⵙ್ߩ⺰ℂ㧔߽ߒߊߪߦࠄࠇߘޔኻߔ
ࠆਅ⚖ክ್ߩᝒ߃ᣇ㧕ࠍዋߥ߆ࠄߕୃᱜߒߡࠆޔߚߩߘޕหઙᦨ್એ೨ߦࡈࠚࠕ
࡙ࠬߣࠄࠇߚ↪ᒻᘒߦߟߡޔᡷߡⵙ್߇ⴕࠊࠇߚ႐วޔએ೨ߩ್ߩߺࠍ
వߣߒߡ್ᢿ߇ਅߐࠇࠆน⢻ᕈߪૐߛࠈ߁ޔࠈߒޕCampbell ઙᦨ್ߣߩᢛวᕈ߇
⺰ߓࠄࠇࠆน⢻ᕈ߇㜞1617ޕᒰὼߩߘޔㆊ⒟ߢవߩ⋥ߒ߿᩺ߩಾࠅಽߌߥߤ߇ⴕ
ࠊࠇࠆน⢻ᕈ߇⠨߃ࠄࠇࠆޔߡߞ߇ߚߒޕవ߇߽ല߆ߤ߁߆ߪޔห⒳ߩઙ߇
Campbell ઙᦨ್એ㒠ߦࠊࠇߥ㒢ࠅਇ⏕ቯⷐ⚛߇ᱷࠆߎߣߦߥࠆߩߘޕᗧߢߪޔ
࿁⚫ߒߚ್ߩᣇ߇⏕ޔታᕈߪ㜞ߣ⸒߃ࠆߛࠈ߁ޕ
ߎߩࠃ߁ߦޔ㒢⇇ὐࠍ৻ቯ⒟ᐲਛߔࠆⷐ⚛߽ሽߔࠆ߽ߩߣ⠨߃ߡߪࠆ߇ޔଐὼߣ
ߒߡ㒢⇇ὐ߇ሽߔࠆߎߣߦᄌࠊࠅߥߊߩߘޔᣦߏੌ⸃㗂߈ߚޕ
ԛౕ⊛ߥ್ߩౝኈߦߟߡߪޔෳ⠨⾗ᢱ✬ߦޡ1. ☨࿖ࡈࠚࠕ࡙ࠬ㑐ㅪ್ߩᬌ⸛
㧔್ߩ⚦㧕ޕߚߣ߹ߡߒߣޢ

㧔3㧕

ࡈࠚࠕ࡙

್ࠬߩࡌ

ࠬࠗࡦ

Ԙขࠅߍߚ 30 ઙߩⵙ್ࠍㅢߒߡߺࠆߣ․ޔቯߩᦨ㜞ⵙ್ߩ․ቯߩㇱಽ߇ޔ㗫❥ߦᒁ
↪ߐࠇߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޠ⺰✚ޟޔߢߎߘޕ
 ╙ޟ1 ⷐ⚛ޠ㨯㨯㨯㨯㨯㨯ߩ㗅ߦޔฦߢޘ㗼⪺ߦᒁ
↪ߐࠇߡࠆㇱಽࠍᛮ߈ߒߡᦨዋ㒢ᐲߩᄌᦝࠍട߃ߡౣ᭴ᚑߒ╩ޔ⠪ߣߒߡࡈࠚࠕ࡙
್ࠬᢿߩᄢ߈ߥᵹࠇ

ߎߎߢߪࡌࠬࠗࡦߣ߱ߎߣߣߔࠆ

ߣ⠨߃ࠆ߽ߩࠍ߹

ߣߡߺߚޔ߅ߥޕਅ✢ާCampbell㧔ǩ㧕ި╬ߪޔෳ⠨⾗ᢱ✬ߩฦ್ߩᒰㇱಽߦኻᔕߒ
ߡࠆޕ

Σ

⪺ᮭଚኂ

㧔߹ߕⵍޔ๔ߩⴕὑ߹ߚߪⵍ๔ߩຠ߇ේ๔ߩ⪺ᮭࠍଚኂߒߡࠆߎߣߦߟ
ߡޔprima facie case ߇⸽ߢ߈ߡࠆ߆ࠍ⺰ߓࠆޕ㧕

16 Connectix ઙ್
㧔Sony Computer Entertainment, Inc., v. Connectix Corp., 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000) ߥ
߅್ޔฬߩ⇛⒓ߣߒߡߪޔේ๔ฬࠍ↪ߔࠆߩ߇ㅢߢࠆ߇ߩઁޔઙߣߩߩߚޔConnectix
ઙߣ⒓ߔࠆߎߣߣߔࠆޕ㧕ߪ৻ߟߩౖဳߣ⸒ߞߡ⦟߆ࠈ߁ޕห್߆ࠄߪޔCampbell ઙᦨ್એ೨ߩ
వߢࠆ Sega ઙ್㧔Sega Enterprises Ltd., v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992)㧕
ߣ Campbell
ઙᦨ್ߣߩᢛวᕈ⏕ߦ⧰ᔃߒߡࠆߎߣ߇ߡขࠇࠃ߁ޕ
17 ߽ߜࠈࠎޔᒰ⠪ߩᣇᰴ╙ߢࠆ߇ޔవ߇⥄ಽߦਇߥߪޔㅢᏱߪ Campbell ઙᦨ್ࠍᜬߜ
ߒߡޔవߩ⋥ߒ߹ߚߪ᩺ߩಾࠅಽߌࠍ᳞ࠆߢࠈ߁ޕᒰὼ್ⵙޔᚲߣߒߡߪߒߦ߁ࠃߩߘޔ
ߡࠊࠇࠆ㒢ࠅޔCampbell ઙᦨ್ߣߩ㑐ଥࠍ⺰ߓߑࠆࠍᓧߥޕ
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㧔ߥ߅ޔde minimis ᴺℂߩㆡ↪߇ࠆ႐ว⪺߽ߘ߽ߘޔᮭଚኂ߇ሽߒߥߚ
ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᬌ⸛ߦߪㅴ߹ߥޕ㧕

Τ

ࡈࠚࠕ࡙ࠬ

㧔1㧕✚⺰
ࡈࠚࠕ࡙ࠬߦߪ⏕ߥ✢ᒁ߈߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߥ࡞࡞㧔bright-line rules㧕ߪ
ሽߖߕ್ߩࠬࠤࠗࡃࠬࠤޔᢿ㧔case-by-case analysis㧕߇᳞ࠄࠇࠆޕ
ᴺቯߩ 4 ⷐ⚛ߦߟߡߪ߇⚛ⷐߩߡߴߔޔᬌ⸛ߐࠇࠆߴ߈ߢࠅ⚿ޔᨐߪޔ
⪺ᮭߩ⋡⊛ߦᾖࠄߒߡߡߣ߹ޔ⠨ᘦߐࠇࠆߴ߈ߢࠆާޕCampbell (B)ި

㧔2㧕╙ 1 ⷐ⚛
⪺‛ߩోߡߩᬺ⊛↪ߪ⪺ޔᮭ⠪ߦኻߒߡᏫዻߔࠆ⁛භ⊛ߥ․ᮭߩਇ
ᱜߥ↪ߣផቯߐࠇࠆާSony (C)ި
༡ߣ㕖༡ߩߩࡐࠗࡦ࠻ߪޔ↪ߩ໑৻ߩേᯏ߇㊄㌛⊛߆ุ߆ߢ
ߪߥߊߡޔ↪⠪߇ޔㅢᏱߩଔᩰࠍᡰᛄ߁ߎߣߥߊ⪺‛ࠍ↪ߔࠆߎߣ߆ࠄ
⋉ࠍᓧߘ߁߆ߤ߁߆ߢࠆާޕHarper & Row (D)ި
㧔⸥ߩ⼏⺰ࠍⵍ๔ຠߦᒰߡߪߡ༡ᕈᬺᕈߦߟߡ್ᢿߔࠆޕ㧕
ߒ߆ߒޔຠ߇ޔᬺ⊛߹ߚߪ㕖༡ᢎ⢒⋡⊛ߢࠆߎߣߪޔຠߩ⋡⊛ߣ
ᕈᩰߦߟߡ߁╙ 1 ⷐ⚛ߩᬌ⸛ߦ߅ߡޔ1 ߟߩᬌ⸛㗄⋡ߦㆊ߉ߥޕ
ާCampbell
(N)ި
߽ߒޔᬺᕈ߇ࡈࠚࠕߢࠆߎߣߩቯࠍุቯߔࠆߢផቯജࠍᜬߟߥࠄ
߫ߥ߁ࠃߩߘޔផቯߪࠬࡘ࠾ޔႎޔ⺑⸃ޔᛕ⹏ޔᢎ⢒ޔቇⴚ⎇ޔⓥߩࠃ߁ߥޔ
107 ᧦ߩ೨ᢥߦ⺑⊛ߦߐࠇߚ↪ᣇᴺߩ߶ߣࠎߤߔߴߡࠍ㘶ߺㄟࠎߢߒ߹
߁ⴕߩࠄࠇߎޔࠄߥߗߥޕὑߪޔᚒ߇࿖ߦ߅ߡߪ৻⥸ߦ⋉ࠍ᳞ߡⴕࠊࠇࠆ

18 transformative ߩ⸶ߣߒߡޟޔᄌኈജ߇ࠆޕߚߡࠍޠtransform ߪࠅ߆ߞߔޔ᭽ሶߥߤ߇ᄌࠊࠆߎߣ
ߥߩߢޟᄌኈޔߡࠍޠ+tive ߦߟߡߪ active ╬ߩ߽〯߹߃ߡޔ
ޟജ߇ࠆޕߚߡࠍޠ
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߆ࠄߢࠆޕ
ާCampbell (O)ި
ߒࠈߩ⚛ⷐߩߎޔᬌ⸛ߩਛᔃߪޔStory ್ߩ⸒⪲ߩࠃ߁ߦޔᣂߒຠ
߇ޔනߦේຠߩާ߆ุ߆ޠࠆࠊ߆ߡߞߣߦ⊛⋡ޟCampbell (C)ިߢࠅ⪲⸒ޔ
ࠍ឵߃ࠇ߫ᦨޔೋߩࠍᣂߒ߿ޔᗧߪߚ߹ޔਥᒛࠍߞߡᄌൻߐߖࠆ
ߎߣߢࠆߥ⇣߿⊛⋡ࠆߥࠄߐޔᕈᩰࠍޔ߆ᣂߒ߽ߩࠍઃߌട߃ߡࠆ߆
ุ߆ߢࠅߪࠇߘޔߩ⸒⪲ߢ⸒߃߫ޔᣂߒຠ߇ޟᄌኈജ߇ࠆ
㧔transformative18㧕ߩߤߪࠇߘޔ߆ޠ⒟ᐲ߆ࠍ߁ߎߣߢࠆޕ
ާCampbell (D)ި
㧔⸥ᄌኈജߦߟߡߩ⼏⺰ࠍⵍ๔ຠߦᒰߡߪߡᄌኈജߩήࠍ್ᢿߔ
ࠆޕ㧕
ᣂߒຠ߇ᄌኈജࠍᜬߡ߫ᜬߟ߶ߤࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈޔቯߔࠆߢਇ
ߣߥࠆߢࠈ߁ⷐ⚛߫߃ߣߚޔᬺᕈߩࠃ߁ߥઁߩⷐ⚛ߩ㊀ⷐᕈߪዋߥߊߥࠆޕ
ާCampbell (F)ި
㧔⸥ߩ⼏⺰ࠍ〯߹߃ߡޔᬺᕈߣᄌኈജߣࠍ✚วߒߡⵍޔ๔ຠߦ㑐ߒ╙ 1
ⷐ⚛߇ߣߥࠆ߆ਇߣߥࠆ߆ߦߟߡ್ᢿߔࠆޕ㧕

㧔3㧕╙ 2 ⷐ⚛
৻ቯߩຠߪߩઁޔຠߦᲧߴߡ⪺ޔᮭ߇ᗧ࿑ߔࠆ⼔ߩᩭᔃߦࠃࠅㄭߊ
ߥࠆߚޔ೨⠪߇ⶄߐࠇߚ႐วࠅࠃߪ⸽┙ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ㔍ߒߊߥࠆޕ
ާCampbell (Q)ި
㧔ේຠ߇⊒ⴕᷣ߆߇߆ⴕ⊒ᧂޔ⠨ᘦߐࠇࠆߎߣ߽ࠆޕ
㧕
㧔એߩ⼏⺰ࠍⵍ๔ຠߦᒰߡߪ ╙ޔ2 ⷐ⚛߇ߣߥࠆ߆ਇߣߥࠆ߆ߦ
ߟߡ್ᢿߔࠆޕ㧕

㧔4㧕╙ 3 ⷐ⚛
ާCampbell
⸵ߐࠇࠆߴ߈ⶄߩ⒟ᐲߪޔ↪ߩ⋡⊛ߣᕈᩰߦࠃߞߡᄌൻߔࠆޕ
(R)ި
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㧔એߩ⼏⺰ࠍⵍ๔ຠߦᒰߡߪ ╙ޔ3 ⷐ⚛߇ߣߥࠆ߆ਇߣߥࠆ߆ߦ
ߟߡ್ᢿߔࠆޕ㧕

㧔5㧕╙ 4 ⷐ⚛
ߎߩᦨᓟߩⷐ⚛ߪ ߛߚޔߊߥ⇼ޔ1 ߟߩᦨ߽㊀ⷐߥࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ᭴ᚑ
ⷐ⚛ߢࠆޕ
ާHarper & Row (H)ި
㧔Harper & Row ߩߎߩㇱಽߩᒁ↪ߪޔᄙ⟵⊛ߢࠆ್ޕߦࠃߞߡߪࠃߩߘޔ
߁ߥᕈᩰઃߌߪ Campbell ߦࠃߞߡุቯߐࠇߚߣߔࠆ߽ߩ߽ࠆ৻ᣇߢߩߘޔὐ
ࠄ⸒ߒߥ߽ߩ߽ࠆޕ㧕
ߎߩⷐ⚛ߩᬌ⸛ߪ್ⵙޔᚲߦޔଚኂ⠪ߣਥᒛߐࠇߡࠆ⠪ߩ․ቯߩⴕὑߦࠃ
ߞߡ↢ߓߚᏒ႐ߩኂߩ⒟ᐲާCampbell (V)ިߛߌߢߪߥߊߡⵍޔ๔ߦࠃߞߡⴕࠊ
ࠇߚ㘃ߩⴕὑ߇ޔ㒢ቯߐࠇߕߘߒߡᐢ▸࿐ߦⴕࠊࠇߚ႐วߦޔේຠ㧔߅ࠃ߮ᵷ
↢⊛ຠ㧕ߩẜ⊛ߥᏒ႐ߦታ⾰⊛ߦᖡᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߎߣߦߥࠆ߆ุ߆
ާCampbell (W)ިࠍᬌ⸛ߔࠆߎߣࠍ᳞ࠆޕ
ߥ߅ޔᓟ⛯ߩ↪߇ᄌኈജߩࠆ߽ߩߢࠆ႐วޔᏒ႐ઍᦧᕈߪޔዋߥߊߣ
߽ޔߕߖߪߣࠅ߈ߞߪޔᏒ႐ߩኂ߽ኈᤃߦߪផቯߐࠇߥޕ
ާCampbell (X)ި߹ߚޔ
ẜ⊛ߥᵷ↢⊛↪ߩᏒ႐ߦߪޔේຠߩഃ⠪߇৻⥸⊛ߦᵴ↪ߒޔᵴ↪ߩߚ
ߦઁ⠪ߦࠗࡦࠬߔࠆ߽ߩߩߺ߇߹ࠇࠆޕ
ާCampbell (Z)ި
㧔એߩ⼏⺰ࠍⵍ๔ຠߦᒰߡߪ ╙ޔ4 ⷐ⚛߇ߣߥࠆ߆ਇߣߥࠆ߆ߦ
ߟߡ್ᢿߔࠆޕ㧕

㧔6㧕✚ว⹏ଔ
㧔4 ⷐ⚛ߩ⹏ଔࠍ✚วߒߡ್ᢿޔ߅ߥޕ4 ⷐ⚛એᄖߦߦ⋉ޔ㑐ߔࠆ⠨ᘦ㗄
╬߇ሽߔࠇ߽߫ࠇߘޔൊ᩺ߔࠆޕ
㧕

ߎߩࡌࠬࠗࡦࠍਛᔃߦޔએਅ◲නߥಽᨆࠍട߃ߚޕ
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ԙ✚⺰
㧔γ㧕ࡌࠬࠗࡦߦߪ߇⚛ⷐߩߡߴߔާޔᬌ⸛ߐࠇࠆߴ߈ߢࠅ⚿ޔᨐߪ⪺ޔᮭߩ⋡⊛
ߦᾖࠄߒߡߡߣ߹ޔ⠨ᘦߐࠇࠆߴ߈ߢࠆ㧦Campbell

(B)ިࠍขࠅߍߚ․ޔߪࠇߎޕቯߩ

ⷐ⚛ߩߺ߹ߟޟ߫ࠊޔ㘩ޔߦߣߔ␜ࠍߣߎߥ߈ߢ߇ޠฦⷐ⚛ߩ್ᢿࠍ⋧ߦ㑐ㅪ
ߠߌߡ⚿⺰ࠍߔߎߣࠍ᳞ߡࠆߣ⸒߃ࠃ߁ޕ
ߘߩߚޔᓟߦࠆࠃ߁ߦ ╙ޔ1 ⷐ⚛ߦߟߡ㧨⪺‛ߩోߡߩᬺ⊛↪ߪ⪺ޔᮭ
⠪ߦኻߒߡᏫዻߔࠆ⁛භ⊛ߥ․ᮭߩਇᱜߥ↪ߣផቯߐࠇࠆ㧦Sony (C)㧪ߣ⸃ߔߎߣ߿╙ޔ
4 ⷐ⚛ߦߟߡ㧨ߎߩᦨᓟߩⷐ⚛ߪ ߛߚޔߊߥ⇼ޔ1 ߟߩᦨ߽㊀ⷐߥࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ᭴
ᚑⷐ⚛ߢࠆ㧦Harper & Row (H)㧪ߣ⸃ߔߎߣߦุቯ⊛ߥᘒᐲߦߟߥ߇ࠆޕ
㧔δ㧕㑐ㅪߒߡޔ࿁ߚ್ߢߪ⧯ޔᐓߩᄖࠍ㒰ߡ ╙߇ߤࠎߣ߶ޔ1 ⷐ⚛߆ࠄ㗅ߦ 4
ⷐ⚛ࠍᬌ⸛ߒߡࠆὐࠍᜰ៰ߒߡ߅߈ߚޕᴺᓞߦ߽ᦨߡߒߘޔ㜞ⵙ್ߦ߽ᬌ⸛ߩ㗅⇟
߇⸥ߐࠇߡࠆࠊߌߢߪߥߊ ߚ߹ޔCampbell (B)ߩᗧߔࠆߣߎࠈࠍൊ᩺ߔࠇ߫ޔ㗅⇟ߦ
ߪߎߛࠊࠄߥߊߡ߽ࠃߐߘ߁ߢࠆ ╙ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ1 ⷐ⚛߆ࠄ㗅ߦߣ߁ߩ߇ㅢߣ
ߥߞߡࠆ19ޕ
㧔ε㧕߹ߣᣇߩ㑐ଥߢޔਅ✢ߦࠃࠆ․ቯߪߢ߈ߥ߆ߞߚ߇ߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ㑐ߒߡ
⏕ߥ✢ᒁ߈߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߥ࡞࡞ߪሽߒߥߎߣߢࠬࠤࠗࡃࠬࠤޔᬌ⸛ߔߴ߈
ߎߣ ߩޔ2 ὐߦߟߡ⸒ߔࠆ್߽ዋߥߊߥ߆ߞߚߩߢߦࡦࠗࠬࡌߡߖࠊޔ
ߚޕ
Ԛ╙ 1 ⷐ⚛
㧔γ㧕ࡌࠬࠗࡦߪޔᬺᕈߦߟߡᬌ⸛ߔࠆߊߛࠅ㧨⪺‛ߩోߡߩᬺ⊛↪ߪޔ
⪺ᮭ⠪ߦኻߒߡᏫዻߔࠆ⁛භ⊛ߥ․ᮭߩਇᱜߥ↪ߣផቯߐࠇࠆ㧦Sony (C)㧪߆ࠄᆎߚޕ
ᄌኈജߩή߇╙ 1 ⷐ⚛ߦ߅ߌࠆਛᔃ⊛ߥᬌ⸛ߦߥࠆߣߔࠆ Campbell ઙᦨ್ߩ್␜ާߎ
ߩⷐ⚛ߩᬌ⸛ߩਛᔃߪޔStory ್ߩ⸒⪲ߩࠃ߁ߦޔᣂߒຠ߇ޔනߦේຠߩߦ⊛⋡ޟ
ߣߞߡ߆ࠊࠆ߆ุ߆ޠ㧦Campbell

(C)ިߔߥࠊߜާᦨೋߩࠍᣂߒ߿ޔᗧߪߚ߹ޔ

ਥᒛࠍߞߡᄌൻߐߖࠆߎߣߢࠆߥ⇣߿⊛⋡ࠆߥࠄߐޔᕈᩰࠍޔ߆ᣂߒ߽ߩࠍઃ
ߌട߃ߡࠆ߆ุ߆ߢࠅߪࠇߘޔߩ⸒⪲ߢ⸒߃߫ޔᣂߒຠ߇ޟᄌኈജ߇ࠆޔ߆ޠ
ߘࠇߪߤߩ⒟ᐲ߆ࠍ߁ߎߣߢࠆ㧦Campbell

(D)ިߣ߁ᜰ៰ࠍ〯߹߃ࠇ߫ࠍࠄߜߘޔవߦ

19

ℂ↱ߪ⦡ߣޘ⠨߃ࠄࠇࠆ߇ޔCampbell ઙᦨ್߇ޔᄌኈജߩήࠍ㊀ⷞߒ㧔╙ 1 ⷐ⚛㧕
 ╙߇ࠇߘߚ߹ޔ2
ⷐ⚛એਅߩᬌ⸛ߦ߽㑐ଥߒߡߊࠆߣ߁⺰ℂዷ㐿ߢߞߚߚ ╙ޔ1 ⷐ⚛߆ࠄ㗅ߦᬌ⸛ߔࠆߎߣ߇
㧔Campbell ઙᦨ್એ㒠ߪ㧕วℂ⊛ߢߞߚߣޔዋߥߊߣ߽⸒߃ࠆߛࠈ߁ޕ
ߎߩὐߪޔ㗅ߦ⺰ߓߥ߆ߞߚ 1 ߢࠆ Connectix ઙ್ࠍߡ߽ⵣઃߌࠄࠇࠃ߁ޕหઙߩ್ࠍ
ߡ߽ࠄ߃߫ಽ߆ࠆ߇ޔหઙ್ߢⵙ್ᚲߪޔCampbell ઙᦨ್એ೨ߦ⥄ޔり߇ਅߒߚ㘃ૃ᩺㧔Sega 
ઙ್㧕ߣ Campbell ઙᦨ್ࠍᅤߦᢛวߐߖࠆ߆ߦ⧰ᔃߒߡࠆ⧰ߩߘޕᔃߩ৻┵߇ߩ⚛ⷐޔᬌ⸛㗅ߢ
ࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕㅒߦ߃߫ޔᬌ⸛ߒ߿ߔ㗅⇟ࠍⵙ್ᚲߪណ↪ߒߡ߅ࠅޔㅢᏱߪ ╙ޔ1 ⷐ⚛߆ࠄߩ
ᬌ⸛߇ߦࠇߘޔᒰߚࠆߣ߁ߎߣߥߩߛࠈ߁ޕ

52

ߔࠆߎߣ߽⠨߃ࠄࠇߚ߇ޔSony (C)ࠍవߦߒߚᣇ߇ࡌࠬࠗࡦߣߒߡ⺰ℂࠍㅊ߿ߔߚ
ߥ߁ࠃߩߎޔᵹࠇߣߒߚޕ
㧔δ㧕㗴ߩ↪߇ޔᬺ⊛߆ุ߆ߩ್ᢿ߇㔍ߒ႐ว್ߩߘޔᢿၮḰߣߒߡߪ㧨༡ߣ
㕖༡ߩߩࡐࠗࡦ࠻ߪޔ↪ߩ໑৻ߩേᯏ߇㊄㌛⊛߆ุ߆ߢߪߥߊߡޔ↪⠪߇ޔ
ㅢᏱߩଔᩰࠍᡰᛄ߁ߎߣߥߊ⪺‛ࠍ↪ߔࠆߎߣ߆ࠄ⋉ࠍᓧߘ߁߆ߤ߁߆ߢࠆ㧦
20

Harper & Row (D)㧪߇ᒁ↪ߐࠇࠆ

ޔߪဳౖޕቬᢎ࿅ห჻߇ߞߚઙ㧔Worldwide Church of

God ઙ್㧕ߢࠈ߁ⵍޕ๔߇㕖༡࿅ߢߞߚߎߣ߆ࠄޔᬺᕈߩᗧ߇⺰ߓࠄࠇࠆ
ߎߣߦߥࠅߩߎޔᒁ↪ㇱಽߩ⸃㉼߇ዷ㐿ߐࠇߚ21ޕ㑐ㅪߒߡ㧔4㧕ԛෳᾖޕ
㧔ε㧕Campbell ઙᦨ್ߪޔหઙߩប⸷ⵙ߇ޔSony (C)ߦ㊀߈ࠍ⟎߈ޔᬺ⊛ߢࠆߎߣ
߇ࡈࠚࠕ್࡙ࠬᢿߦ߅ߡቯ⊛ߥᓎഀࠍᨐߚߔߣ⸃ߒߚߎߣࠍᛕ್ߔࠆ┵߇ࠇߘޕ
⊛ߦߐࠇߡࠆߩ߇ާຠ߇ޔᬺ⊛߹ߚߪ㕖༡ᢎ⢒⋡⊛ߢࠆߎߣߪޔຠߩ⋡
⊛ߣᕈᩰߦߟߡ߁╙ 1 ⷐ⚛ߩᬌ⸛ߦ߅ߡޔ1 ߟߩᬌ⸛㗄⋡ߦㆊ߉ߥ㧦Campbell (N)ިߣ
߁ߊߛࠅߢࠅࠍࠇߘޔቢߔࠆߩ߇ާᬺᕈ߇ࡈࠚࠕߢࠆߎߣߩቯࠍุቯߔࠆ
ߢផቯജࠍᜬߟߥࠄ߫ߥ߁ࠃߩߘޔផቯߪࠬࡘ࠾ޔႎޔ⺑⸃ޔᛕ⹏ޔᢎ⢒ޔቇⴚ⎇ޔ
ⓥߩࠃ߁ߥޔ107 ᧦ߩ೨ᢥߦ⺑⊛ߦߐࠇߚ↪ᣇᴺߩ߶ߣࠎߤߔߴߡࠍ㘶ߺㄟࠎߢߒ
߹߁ⴕߩࠄࠇߎޔࠄߥߗߥޕὑߪޔᚒ߇࿖ߦ߅ߡߪ৻⥸ߦ⋉ࠍ᳞ߡⴕࠊࠇࠆ߆ࠄߢ
ާᣂߒຠ߇ᄌኈജࠍᜬߡ߫ᜬߟ߶ߤࡈޔ
ࠆ㧦Campbell (O)ިߣ߁ߊߛࠅߢࠆޔߚ߹ޕ
ࠚࠕ࡙ࠬࠍቯߔࠆߢਇߣߥࠆߢࠈ߁ⷐ⚛߫߃ߣߚޔᬺᕈߩࠃ߁ߥઁߩⷐ⚛
ߩ㊀ⷐᕈߪዋߥߊߥࠆ㧦Campbell (F)ިߣ߁⠨߃ᣇ߽ᬺᕈߩᗧ⟵ࠍシߊߔࠆޕ
㧔ζ㧕ࡌࠬࠗࡦߪޔᬺ⊛ߛ߇ᄌኈജ߇ࠆ↪ߩ႐วࠍ೨ឭߣߒߚ⺰ℂߩᵹࠇߢ
ࠆ ߫߃ޕLeibovitz ઙ್ޔBlanch ઙ್ޔCBS ઙ್22㧔ߚߛߒࡘࠫ࠲ࡦࡕޔ
↪ߩㇱಽ㧕
ޔMattel ઙ್ߪߩߎޔᵹࠇࠍណ↪ߒߡޔᬺᕈߪᄌኈജߦಒ㚧ߐࠇ ╙ޔ1
ⷐ⚛ߪ↪⠪ߦߣ್ᢿߒߚޕ
ߥ߅ޔᬺᕈߣᄌኈജߩ 2 ὐߛߌࠍᲧセⴧ㊂ߔࠆߩߢߪߥߊߡޔㅊടߩⷐ⚛߽⠨ᘦߒߚ
ߢ ╙ޔ1 ⷐ⚛ࠍ↪⠪ߦߣߒߚ್߽ࠆ㧔߃߫ Connectix ઙ್ߪਛ㑆⊛ߥⶄ
ߢࠆߎߣߣ឵ຠᚑ⋡⊛ߢࠆߎߣ߽⠨ᘦߒޔKelly ઙ್ߣ Perfect10 ઙ್
ߪ⋉ᕈ߽⠨ᘦߒߡࠆ㧕ⵍޕ๔ߩⴕὑߩㆡಾߐ㧔propriety㧕ࠍ⠨ᘦߒߚ್߽ࠆ㧔߃
߫ޔNunez ઙ್ߢߪࠍ࠻࠶ࠫࠢޔઃߒߚߎߣ߅ࠃ߮วᴺ⊛ߦේຠࠍᚻߒߚߎߣ߇ޔ
ⵍ๔ߦߥᖱߣߐࠇߡࠆޔߚ߹ޕNXIVM ઙ್ߢߪޔේຠߩᚻ߇ㆡಾߢߥ߆
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ߥ߅ Harper & Row (C)ߢߪޔ
ޟ㕖༡ߩኻߣߒߡߩᬺ⊛ޕࠆߡߒߣޠ
߽ߞߣ߽ߩ☋ᦠޔㅙ⺆⊛ోㇱⶄߜࠊߥߔޔήᢿ ߇㗴ߣߥߞߚ᩺ߢߞߚߩߢޔᬺᕈߦߟ
ߡߒߊ⺰ߓࠆ߹ߢ߽ߥߊಣℂߢ߈ߚࠃ߁ߦ߽ᕁࠊࠇࠆޕ
22
Los Angeles News Service et al. v. CBS Broadcasting, Inc. et al. 313 F.3d 1093 (9th Cir. 2002)
21

53

ߞߚߎߣߪ࡙ࠬࠕࠚࡈޔቯߦਇߢߪࠆߣߐࠇߡࠆ߇ޔቯ⊛ߥ߽ߩߢߪߥ
ߣߔࠆ್ᢿ߇␜ߐࠇߡࠆ㧕ޕ
㧔η㧕ᬺ⊛ߢࠅߟߟᄌኈജ߇ߥ↪ߩ႐วߦߟߡߪޔ࿁ኻ⽎ߣߒߚ್߆ࠄߪ 3
ߟߩࡄ࠲ࡦ߇⺒ߺขࠇߚ(ޔߜࠊߥߔޕa)ᄌኈജ߇ߥએޔᬺᕈ߇㊀ⷐߣߥߞߡߊࠆ
ߣ⸒ߒߡࡈࠚࠕ࡙ࠬߦਇߣ್ᢿߔࠆ߽ߩ㧔Davis ઙ್ޔDr. Seuss ઙ್ޔVideo
Pipeline ઙ್ޔNihon Keizai Shimbun ઙ್╬㧕(ޔb) (a)ߩࠃ߁ߦ⸒ߪߒߥ߇ޔᄌ
ኈജ߇ήߚߦޔᬺᕈߩ್ᢿ߇ߎߩⷐ⚛ߩ⚿⺰ߦᓇ㗀ߒࡈࠚࠕ࡙ࠬߦਇߣ್ᢿ
ߔࠆ߽ߩ㧔World Church of God ઙ್ޔA&M ઙ್ޔWall Data ઙ್ޔLeadsinger
ઙ್╬㧕
(ޔc)ᬺᕈߦߟߡߪቯߔࠆ߽ߩߩቯ⊛ߢߪߥߣߒߡࠈߒޔᄌኈജ߇
ߥߎߣࠍℂ↱ߦࡈࠚࠕ࡙ࠬߦਇߣ್ᢿߔࠆ߽ߩ㧔Infinity ઙ್ޔCastle Rock 
ઙ್╬㧕ߩ 3 ߟߢࠆ23ޕ
㧔θ㧕ᬺ⊛↪ߢߥ႐วߦߟߡߪޔ㧔4㧕ԛෳᾖޕ
㧔ι㧕Campbell (D)ࠍᒁ↪ߒߡޔᄌኈജߦ⸒ߔࠆ್ߪ㕖Ᏹߦᄙ⚿ޕᨐ⺰ߩน⢻ᕈࠍ⇐
ߒߟߟᜰ៰ߔࠆߥࠄޔ࿁ᬌ⸛ߒߚ್ਛޔᄌኈജ߇ࠆߣߒߥ߇ࠄࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇
ࠄࠇߥ߆ߞߚ್ߪ 1 ߛߌߢࠆ24ޕ
߽ߞߣ߽ᄌኈജߩήߦߟߡోߊ⺰ߓߥ್߽ߞߚޔ߫߃ޕMicro Star ઙ್ޔ
Bond ઙ್ޔVeeck ઙ್߇ߍࠄࠇࠆ2526ޕ
㧔κ㧕ߤߩࠃ߁ߥ↪ߦᄌኈജ߇ࠆߣ⸃ߐࠇࠆ߆ߪޔ㔍ߒ㗴ߢࠆ⚿ߩ್ⵙޕᨐ
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(a)ߪ․ᓽ⊛ߢޔCampbell (F)ࠍㅒߦ⸃ߒߚ߽ߩߢࠆޔߛߚޕCampbell (F)ߪޔᄌኈജࠍᜬߡ߫ᜬߟ߶ߤޔ
ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍቯߔࠆߢਇߣߥࠆᬺᕈߥߤߩⷐ⚛ߩ㊀ⷐᕈߪዋߥߊߥࠆߩߘޔ߇ࠆߔߣޔㅒߔ
ߥࠊߜޔᄌኈജ߇ߥߌࠇ߫ᬺᕈ߇㊀ⷐߦߥࠆޔߪߣߎߩߎޕߥߡߞ⸒ߪߢ߹ߣޔCampbell (N)߆ࠄ߽
ࠄ߆ߛࠈ߁ޕ
߽ߞߣ߽ ╙ޔ1 ⷐ⚛ߢ⠨ᘦߐࠇࠆ㗄⋡ߪޔታ⾰⊛ߦߪޔᄌኈജߩήߣᬺᕈߦ㒢ࠄࠇߡߊࠆ㧔࿁
ߚⵙ್ߦ߅ߡ ╙ޔ1 ⷐ⚛ߢ⠨ᘦߐࠇߚ㗄⋡ࠍߔࠇ߫㧔ࠕ㧕ᄌኈജߩήޔ
㧔ࠗ㧕ᬺᕈޔ
㧔࠙㧕
⋉ޔ
㧔ࠛ㧕ⵍ๔ߩⴕὑߩㆡಾߐޔ
㧔ࠝ㧕ࠗࡦࠬࠍ᳞ߚ߆ุ߆ߩ 5 ߟߢࠆߩߎޕౝޔ
㧔࠙㧕એ㒠ߪޔ
᩺ߩᓇ㗀ࠍฃߌޔᏱߦᬌ⸛ኻ⽎ߣߥࠆߣߪ㒢ࠄߥ߆ࠄޔታ⾰⊛ߦߪ㧔ࠕ㧕ߣ㧔ࠗ㧕ߣߥࠆޕ
㧕ߚޔᄌኈ
ജ߇ߥߣߥࠇ߫⥄ޔേ⊛ߦᬺᕈߩ್ᢿ߇ ╙ޔ1 ⷐ⚛ࠍቯߠߌࠆߎߣߦߥࠆߩߘޕᗧߢߪ(ޔa)ࠍ․
ⷞߔࠆᔅⷐߪߥߩ߆߽ߒࠇߥޕ
㧔ߥ߅ޔBeebe೨ឝᵈ 2㧕601㨪602 㗁㧔㇌⸶ 22 ภ 173㨪174 㗁㧕ߪޔCampbell ઙᦨ್ߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔ
Sony (C)߇ߒ߫ߒ߫ᒁ↪ߐࠇߡࠆᣦࠍᜰ៰ߒߡࠆߩߎޕὐޔෳ⠨߹ߢߦ⚫ߔࠇ߫ޔ࿁ᬌ⸛ߒߚ 30
ઙߩប⸷ⵙ್ਛޔSony (C)ࠍᒁ↪ߒߡࠆ್ߪޔේೣߣߒߡޔCampbell (F)ࠍᒁ↪ߒߡ߅ࠅޔᬺᕈߣ
ᄌኈജߩή⒟ᐲߣࠍᲧセⴧ㊂ߔࠆߣ߁ࠕࡊࡠ࠴ࠍណ↪ߒߡࠆޕ
㧕
24
ᄖߪޔElvis ઙߢࠆޔߛߚޕหઙߢߪ৻ޔㇱߦᄌኈജࠍߟߟޔᄌኈജ߇ሽߒߥㇱಽ߽
ࠆߣߒߚߩߢޟޔᄌኈജ߇ࠆޠ↪ߩ᩺ߣᝒ߃ߡ⦟߆ߪᓸᅱߢࠈ߁ޕ
25
㑐ㅪߒߡޔBeebe೨ឝᵈ 2㧕604㨪605 㗁㧔㇌⸶ 22 ภ 177 㗁㧕ෳᾖޕ
26
߽ߞߣ߽㧔κ㧕ߢࠆࠃ߁ߦޔᄌኈജ߇ࠆߣߐࠇߚ႐วߪޔታ㓙ߦߪࠄ߆ߩᒻߢߘߩ߽ߩߦᚻ
߇ട߃ࠄࠇߡࠆߎߣߦᾖࠄߔߣߩࠄࠇߎޔઙߢᄌኈജߦߟߡ⺰ߓߡߡ߽ࠄࠇߚน⢻ᕈߪ߶ߣ
ࠎߤߥࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ
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ࠍᲧセߔࠆ㒢ࠅޔᄌኈജߩήߩ್ᢿߪޔ᩺ଐሽ⊛ߢߩࠬࠤࠗࡃࠬࠤޔᕈᩰ߇
․ߦᒝࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆߩߎޕὐߦߟߡߩᵈᗧࠍᡷߡ༐ߒߚߢޔ᳇ߠߚὐࠍ◲
නߦࠦࡔࡦ࠻ߒߡ߅߈ߚޕ
߹ߕޔᄌኈജ߇ࠆߣ⸒߃ࠆߚߦߪࠍޔᄌኈߔࠆߎߣߪᔅ㗇ߢߪߥߣߔࠆ್
߇ࠆ㧔Castle Rock ઙ್㧕ޔߒ߆ߒޕታ㓙ߦᄌኈജ߇ࠄࠇߚ᩺ߢߪߩ࠭ࠗࠨޔᄌ
ᦝ߿⸃ᐲߩᄌᦝ㧔Nunez ઙ್ޔBill Graham Archives ઙ್ޔKelly ઙ್╬㧕ߥ
ߤߢߪߞߡ߽ޔ߆ߒࠄߩᒻߢߘߩ߽ߩߦᄌᦝ߇ട߃ࠄࠇߡߚޔ߽ߣߞ߽ޕᇦ
ߩᄌ឵㧔Infinity ઙ್ޔA&M ઙ್㧕ߛߌߢߪᄌኈജ߇ࠆߣߪࠄࠇߡߥޕ
৻ᣇߢߦޔ߆ߒࠄߩᄌᦝ߇ടࠊߞߡߡ߽ޔේຠߩ⋡⊛߿ᯏ⢻ߣห৻ߩ⋡⊛߿ᯏ
⢻ࠍᨐߚߒߡࠆ႐ว㧔Ringgold ઙ್ޔKCAL-TV ઙ್27ޔVideo Pipeline ઙ್ޔ
Elvis ઙ್╬㧕ߪޔᄌኈജ߇ࠆߣߪߐࠇߡߥޔߪࠇߎޕCampbell (D)ߩ⋥೨ߦާߎ
ߩⷐ⚛ߩᬌ⸛ߩਛᔃߪޔStory ್ߩ⸒⪲ߩࠃ߁ߦޔᣂߒຠ߇ޔනߦේຠߩߦ⊛⋡ޡ
ߣߞߡ߆ࠊࠆ߆ุ߆ޢ㧦Campbell (C)ިߢࠆߣ߁⸒߇ࠆߎߣ߆ࠄ߽⺒ߺขࠇࠃ߁ޕ
ߥ߅ޔ㑐ㅪߒߡޔCastle Rock ઙ್ߦޔᵷ↢⊛⪺‛ߣᄌኈജߩࠆຠߣߩ㆑ߦ
ߟߡ⪺ޟ⠪ߩ⪺ᮭߩኻ⽎ߣߥࠆᵷ↢⊛⪺‛ߪޔේຠࠍᣂߒⵙߩ߽ߩߦᄌኈ
ߐߖࠆ߇ߥ߁ࠃߩߘޔຠߪࠆࠇࠄߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔຠߣߪ⇣ߥࠅޡޔᄌኈജߩޢ
ߥ⋡⊛ߩߚߦࠍ↪ߔࠆ⺑ߣޠߔࠆㇱಽ߇ࠆὐࠍ⚫ߒߡ߅߈ߚ⧯ޕᐓ࠻
࠻ࡠࠫߥߣߎࠈ߽ࠆ߇ోޔߣߒߡߪߩޔᄌኈߛߌߢߪචಽߢߥߣ߁ޔవ
ߩಽᨆߣว⥌ߔࠆߛࠈ߁ޕ㧔ߥ߅ߦࠖ࠺ࡠࡄޔ㑐ߔࠆಽᨆߪޔ㧔4㧕Ԙෳᾖޕ㧕
ԛ╙ 2 ⷐ⚛
㧔γ㧕ࡌࠬࠗࡦߦߪޔCampbell ઙᦨ್ߩާ৻ቯߩຠߪߩઁޔຠߦᲧߴߡ⪺ޔ
ᮭ߇ᗧ࿑ߔࠆ⼔ߩᩭᔃߦࠃࠅㄭߊߥࠆߚޔ೨⠪߇ⶄߐࠇߚ႐วߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ
┙⸽ߪࠃࠅ㔍ߒߊߥࠆࠆߔ⼂ߪߡ߅ߦ⚛ⷐߩߎޔࠍ⺰⚿߁ߣޔᔅⷐ߇ࠆ㧦Campbell (Q)ި
ߣ߁ߊߛࠅࠍขࠅߍߚޕ
⪺ᮭ⼔ߩᩭᔃߦㄭ৻ޟቯߩຠߪߣޠࠍᗧߔࠆ߆ߦߟߡߪޔHarper & Row
ઙᦨ್ߩ㧨ᴺߪ৻⥸ߦޔഃ⊛߹ߚߪഃㅧ⊛ߥຠࠃࠅ߽ޔታ⊛ߥຠߦߟߡޔ
ߦᐢࠆࠃࠅᒝᔅⷐᕈࠍ⼂ߒߡࠆ㧦Harper & Row (E)㧪ߣ߁ߊߛࠅ߇ෳ⠨ߦߥࠆޕ
㧔δ㧕࿁ขࠅߍߚⵙ್߆ࠄߪߩߡߟߦ⚛ⷐߩߎޔၮᧄ⊛ߥᛒߣߒߡ(ޔa)ේ๔⪺
‛ߪഃ⊛ߢࠅߎߩⷐ⚛ߪࡈࠚࠕ࡙ࠬߦਇ㧔Ringgold ઙ್ޔInfinity ઙ್
ޔMicro Star ઙ್╬㧕(ޔb)ഃ⊛ߢࠅߎߩⷐ⚛ߪࡈࠚࠕ࡙ࠬߦਇߣߥࠆ߇ޔ
㊀ⷐᕈߪૐ㧔Campbell ઙᦨ್ޔLeibovitz ઙ್ޔDr.Seuss ઙ್ޔBill Graham Archives
ઙ್ޔBlanch ઙ್㧕(ޔc)ේ๔⪺‛ߪޔᖱႎ⊛߹ߚߪᯏ⢻⊛ߥ߽ߩߢࠅߎߩⷐ⚛
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Los Angeles News Service v. KCAL TV Channel 9

108 F.3d 1119 (9th Cir. 1997)
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ߪࡈࠚࠕ࡙ࠬߦ㧔KCAL-TV ઙ್ޔCBS ઙ್╬㧕ߩ 3 ߟߩࡄ࠲ࡦ߇⺒ߺ
ขࠇࠆޕ
ߥ߅ޔCampbell ઙᦨ್ߪߎߩⷐ⚛ߩ㊀ⷐᕈ߇ૐℂ↱ߣߒߡⵍޔ๔ߩ↪߇ࡄࡠ࠺ࠖ
ߢߞߚߎߣࠍߍߡࠆ߇ߥߢࠖ࠺ࡠࡄޔઙߢޔԙߩ┙႐ࠍߣࠆប⸷ⵙ್ߪޔ
Campbell ઙᦨ್ߩℂ↱ઃߌࠍ৻⥸ൻߒߡޔᄌኈജߩࠆ↪ߥߩߢߎߩⷐ⚛ߪ㊀ⷐߢߪ
ߥࠆߔߣޔ㧔Bill Graham Archives ઙ್28㧕ޕ
㧔ε㧕⊒ⴕᷣ߆ᧂ⊒ⴕ߆ࠍ㗴ߣߔࠆ್߽ߊߟ߆ࠄࠇࠆⴕ⊒৻╙ޔߒߛߚޕᮭߣߩ
㑐ଥߢᧂ⊒ⴕߢࠆߎߣࠍ㊀ⷞߒߚ Harper & Row ઙᦨ್ߩᓟߦ 107 ᧦߇ᡷᱜߐࠇߡઁޔ
ߩⷐ⚛ߢࡈࠚࠕ࡙ࠬߣߥࠆ႐วߪ⥄ߣߎࠆߢⴕ⊒ᧂޔߢߪࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ุቯ
ߐࠇߥߊߥߞߚⴕ⊒ᧂޔߚߩߘޕߦߎߩⷐ⚛߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߦਇߣߔࠆ್ߪዋ
ߥ߆ߞߚޕNXIVM ઙ್ߪߘߩᢙዋߥߢࠆޕ
ߒࠈߩઁޔὐ㧔㧦ഃ⊛ߥߤ㧕ߢ╙ 2 ⷐ⚛߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߦਇߣ್ᢿߐࠇࠆߣ
ߎࠈࠍⴕ⊒ޔᷣߢࠆߎߣࠍℂ↱ߦᒁ߈ᚯߘ߁ߣߔࠆ߽ฃߌࠄࠇࠆ㧔KCAL-TV ઙޔ
Kelly ઙ್ޔElvis ઙ್ޔPerfect10 ઙ್ޔBlanch ઙ್╬㧕
ޕHarper & Row 
ઙᦨ್ࠍㅒߦ⸃ߒߚᒻߣ⸒߃ࠃ߁29ޕ
㧔ζ㧕ᦨᓟߦߪߣઁޔዋߒะߩ㆑߁್ࠍ 2 ߍߡ߅߈ߚޕ
߹ߕࠍࠣࡦࠕ࠾ࠫࡦࠛࠬࡃޔᛒߞߚ Connectix ઙ್ߪޔ࿁ߚⵙ್ߩਛ
ߢߪᄖ⊛ߦߦ⚛ⷐߩߎޔ㊀߈ࠍ⟎ߡࠆ ╙ޔ߫߃⸒ߦࠄߐޕ2 ⷐ⚛ߩ್ᢿ߇ઁߩⷐ⚛
ߩ್ᢿߦ߽ᓇ㗀ࠍ߷ߒߡ߅ࠅޔታ⾰⊛ߦ⚿⺰ࠍᣇะઃߌߡࠆޕ
Wall Data ઙ್ߪ⪺ޔߡ߅ߦ⚛ⷐߩߎޔ⠪߇ේຠߦኻߒߡⴕߞߚᛩ⾗ߩ⒟ᐲࠍ
⠨ᘦߔࠆߎߣࠍ᳞ߡ߅ࠅ⃟ߒ30ޕ
Ԝ╙ 3 ⷐ⚛
㧔γ㧕ࡌࠬࠗࡦߦߪޔCampbell ઙᦨ್ߩާ⸵ߐࠇࠆߴ߈ⶄߩ⒟ᐲߪޔ↪ߩ⋡⊛
ߣᕈᩰߦࠃߞߡᄌൻߔࠆ㧦Campbell

(R)ިߣ߁ߊߛࠅࠍขࠅߍߚ⚿ޔߪࠇߎޕዪޔᔅⷐએ

ߦ↪ߔࠆߎߣߪߥߣ߁⿰ᣦߢࠆ߆ࠄోޔㇱࠍⶄߒߡ߽ࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇
ࠄࠇߚ Sony ઙᦨ್ߣ ߆ߕࠊޔ300 ⺆ߩⶄߢ߽ࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ุቯߐࠇߚ Harper
& Row ઙᦨ್ߣ߽ᢛวᕈࠍ⏕ߢ߈ࠃ߁31ޕ
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Castle Rock ઙ್߽৻⥸⺰ߣߒߡߪหᣦߛ߇ޔᄌኈജ߇ߥߩߢ╙ 2 ⷐ⚛ߪ⪺ᮭ⠪ߣߒߚޕ
Harper & Row ઙᦨ್ߪ╙৻⊒ⴕᮭࠍଚኂߔࠆࠃ߁ߥ↪ߪߡߞ⸒ߣߚ߇ࠅߥߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ
ࠆާCampbell (J)╬ި߇ⴕ⊒ޔᷣߺߥࠄࡈࠚࠕ࡙ࠬߦߥࠅ߿ߔߣ߹ߢ⸒ߞߡࠆࠊߌߢߪߥޕBeebe
೨ឝᵈ 2㧕594 㗁㧔㇌⸶ 22 ภ 164 㗁㧕߇ᜰ៰ߔࠆޟవᗧߩኻ⸃㉼ߩ⊹⡺ޕࠆߢ⽎ޠ
30
ࠦࡦࡇࡘ࠲ࡊࡠࠣࡓߩ᩺ߛߞߚߩߢޔㅢᏱߩ⪺‛ߩᕈ⾰ಽᨆߛߌߢߪߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ
ߣ߁⚿ᨐߦߥࠆߩࠍᘦߞߡޔᬌ⸛㗄⋡ߦട߃ߚࠃ߁ߦ߽ᕁ߃ࠆ࡙ࠬࠕࠚࡈ߇⚛ⷐߩઁޔߛߚޕਇ
ߥߩߢߦ࡙ࠬࠕࠚࡈ߇ߎߎޔߢ߽⚿⺰⊛ߦߪ㗴ߥ߆ߞߚߩߢߪߥߛࠈ߁߆ޕ
31
೨ឝᵈ 3㧕ߢ߽⸅ࠇߚࠃ߁ߦᦨޔ㜞ⵙߪએ೨ߩ್ࠍᑄߔࠆࠃࠅ߽⸃㉼ߒ⋥ߔะߦࠆߚޔCampbell
29
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㧔δ㧕᧦ᢥߪޔ↪ߐࠇߚ⪺‛ోߣߩ㑐ଥߢޔ↪ߐࠇߚㇱಽߩ㊂ߣታ⾰ᕈࠍ⹏ଔߔ
ࠆߎߣࠍ᳞ࠆߚޔ↪ߒߚຠ㧔ߔߥࠊߜଚኂߣਥᒛߐࠇߡࠆຠ㧕ߦභࠆಽ㊂
߇ዋߥߎߣߪ㗴ߦߥࠄߥߩߎޕὐߪޔHarper & Row ઙᦨ್ߢ㧨ଚኂߒߡࠆຠ
ߦ㑐ߒߡታ⾰⊛ߢߥ߆ࠄߣ߁ߎߣߛߌߢޔขࠅㄟߺߪ⽿ߐࠇߥ㧦Harper & Row (F)㧪ᣦ
߇⏕ߦߐࠇߡࠆޕ
ߚߛหᤨߦ Harper & Row ઙᦨ್ߪޔ㧨ଚኂຠߩታ⾰⊛ߥㇱಽ߇ㅙ⺆⊛ߦⶄߐࠇߚ
߽ߩߛߣ߁ታߪޔේ⠪ߣഇ⓯⠪㧔ઁੱߩ⪺ᮭߩࠆࠍ⽼ᄁߔࠆߎߣߢ⋉ࠍ
ᓧࠃ߁ߣߔࠆ⠪㧕ߩᣇߦߣߞߡߥ⊛⾰߇᧚⚛ߚࠇߐⶄޔଔ୯ࠍߔࠆߎߣߩ⸽ߢ
ࠆ㧦Harper & Row (G)㧪ߣ߽ᜰ៰ߔࠆߚߦࠇߎޔଐߒߡޔଚኂຠਛߦභࠆಽ㊂߇ᄙ႐
วߦߪޔଔ୯߇ࠆ߆ࠄขࠅㄟࠎߛߣ⹏ଔߢ߈⚿ޔᨐࡈࠚࠕ࡙ࠬߦਇߣ್ᢿߔࠆⵙ
್߇ࠆ㧔KCAL-TV ઙ್ޔWorld Church of God ઙ್㧕ޕ
߹ߚޔHarper & Row ઙᦨ್ߢޔ300 ⺆ߩขࠅㄟߺߢ߽ߘࠇ߇ේຠߩᩭᔃㇱಽߢࠆ
ߎߣࠍℂ↱ߦ㗴ߣߐࠇߚߎߣࠍ〯߹߃ޔRinggold ઙ್ޔInfinity ઙ್ޔNXIVM 
ઙ್╬ߩࠃ߁ߦޔ㊂ߛߌߢߥߊ⾰߽ൊ᩺ߒߡ್ᢿߔࠆᣦࠍ⸒ߒߡࠆ್߽ࠆޕ
㧔ε㧕ߥ߅ޔRinggold ઙ್ߪޔde minimis ᴺℂߩᬌ⸛ߣ╙ 3 ⷐ⚛ߩᬌ⸛ߣߪ㆑߁ߎߣ
ࠍᜰ៰ߒߡࠆޔߚ߹ޕCastle Rock ઙ್ߪޔታ⾰⊛㘃ૃᕈߣ╙ 3 ⷐ⚛ߩᬌ⸛ߪߢ
ࠆߎߣࠍᜰ៰ߒߡࠆ32ޕ
ԝ╙ 4 ⷐ⚛
㧔γ㧕╙ 4 ⷐ⚛ߦ㑐ߒߡߪޔHarper & Row ઙᦨ್߇㧨ߎߩᦨᓟߩⷐ⚛ߪߚޔߊߥ⇼ޔ
ߛ 1 ߟߩᦨ߽㊀ⷐߥࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ᭴ᚑⷐ⚛ߢࠆ㧦Harper & Row (H)㧪ߣㅀߴߡᦨޔ㊀ⷐⷞ
ߒߚ߇ޔCampbell ઙᦨ್ߩާߔߴߡߩⷐ⚛߇ᬌ⸛ߐࠇࠆߴ߈ߢࠅ⚿ޔᨐߪ⪺ޔᮭߩ
⋡⊛ߦᾖࠄߒߡߡߣ߹ޔ⠨ᘦߐࠇࠆߴ߈ߢࠆ㧦Campbell

(B)ިߣ߁ߊߛࠅߦࠃߞߡุቯ

ߐࠇߚࠃ߁ߦ⸃ߒ߁ࠆޕታ㓙╙ 2 Ꮌ࿁ߩ್ߦߪߩߘޔᣦࠍᜰ៰ߔࠆ߽ߩ߽ሽߔࠆ
㧔Texaco ઙ್ޔLeibovitz ઙ್ޔCastle Rock ઙ್ߪ⸒ߔࠆޔ߅ߥޕInfinity 
ઙ್߅ࠃ߮ Davis ઙ್߽ၮᧄ⊛ߦหᣦ㧕৻ޕᣇߥ߁ࠃߩߘޔᜰ៰߇ߥߊޔHarper & Row
(H)ߛߌࠍᒁ↪ߔࠆ್߽ࠆ㧔Elvis ઙ್ߣ Bond ઙ್㧕ޕ
㧔δ㧕ࡌࠬࠗࡦߪޔၮᧄ⊛ߦ Campbell ઙᦨ್ߩᵹࠇࠍ〯߹߃ߚ߽ߩߣߒߚౕޕ⊛
ߦߪߩ⚛ⷐߩߎޔᬌ⸛ߦ㓙ߒߡߪޔ
ާଚኂ⠪ߣਥᒛߐࠇߡࠆ⠪ߩ․ቯߩⴕὑߦࠃߞߡ↢ߓ

(Q)߇ޔSony ઙᦨ್ߣ߽ޔHarper & Row ઙᦨ್ߣ߽⍦⋫ߒߥߩߪࠆޔᗧ⥄ὼߥߎߣߣ⸒߃ࠆߛ
ࠈ߁ޕ
32
de minimis ᴺℂߣታ⾰⊛㘃ૃᕈߣࠍห৻ߦ⸃ߒߡ⦟߆ߪ⼏⺰߽ࠈ߁߆ࠄ৻ᣤᮮߦ⟎ߊߣߒߡ߽ࡈޔ
ࠚࠕ࡙ࠬߪⓍᭂ⊛᛫ᑯߢࠆ߆ࠄޔ೨ឭߣߒߡߩ⪺ᮭଚኂߩήࠍ⺰ߓࠆ de minimis ᴺℂߩᬌ⸛߿ޔ
ታ⾰⊛㘃ૃᕈߩᬌ⸛ࠍ╙ޔ㧟ⷐ⚛ߩᬌ⸛ߣ৻✜ߦߢ߈ߥߎߣߪ⺰ℂ⊛ߥᏫ⚿ߢࠈ߁ޕ
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ާⵍ๔ߦࠃߞߡⴕࠊࠇߚ㘃ߩⴕὑ߇ޔ㒢ቯ
ߚᏒ႐ߩኂߩ⒟ᐲ㧦Campbell (V)ިߛߌߢߪߥߊߡޔ
ߐࠇߕߘߒߡᐢ▸࿐ߦⴕࠊࠇߚ႐วߦޔේຠ㧔߅ࠃ߮ᵷ↢⊛ຠ㧕ߩẜ⊛ߥᏒ႐ߦታ
⾰⊛ߦᖡᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߎߣߦߥࠆ߆ุ߆㧦Campbell (W)ިࠍᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣߒߚޔߚ߹ޕ
ާᓟ⛯ߩ↪߇ᄌኈജߩࠆ߽ߩߢࠆ႐วޔᏒ႐ઍᦧᕈߪޔዋߥߊߣ߽ߪߣࠅ߈ߞߪޔ
ߖߕޔᏒ႐ߩኂ߽ኈᤃߦߪផቯߐࠇߥ㧦Campbell

(X)ި߹ߚާẜ⊛ߥᵷ↢⊛↪ߩᏒ႐ߦ

ߪޔේຠߩഃ⠪߇৻⥸⊛ߦᵴ↪ߒޔᵴ↪ߩߚߦઁ⠪ߦࠗࡦࠬߔࠆ߽ߩߩߺ߇
߹ࠇࠆ㧦Campbell (Z)ި߽ขࠅߍߚޕ
4 ߟߩ㑐ଥߢࠆ߇ޔၮᧄේೣߪ Campbell (V)(W)ߢࠆߩߘޕߢޔ㗴ߩ↪ߦᄌኈ
ജ߇ࠆ႐วߦߪޔઍᦧᕈߣᏒ႐߳ߩኂࠍࠆߚߩࡂ࠼࡞߇߇ࠆާCampbell (X)ި
ߚ╙ 4 ⷐ⚛ߪ↪⠪ߣߥߞߡߊ㧔߃߫ CBS ઙ್ޔKelly ઙ್㧕
ޔߚ߹ޕ
Campbell (Z)ߪᵷ↢⊛Ꮢ႐ߩᔨࠍ⿷ߔࠆᒻߢᯏ⢻ߔࠆ㧔Ringgold ઙ್ޔCastle Rock
ઙ್ޔMattel ઙ್╬㧕ޕ
㧔ε㧕ߥ߅ޔᏒ႐߳ߩኂޔᖡᓇ㗀ߣ߁ᔨߪ⒟߇ᐢߚ∩ާޔὓߥṶ⹏ߩࠃ߁ߥޔ
⥌⊛ߥࡄࡠ࠺ࠖ߇ේຠߦኻߔࠆ㔛ⷐࠍ⫋ࠅߞߡߒ߹߁ߣߒߡ߽⪺ߪࠇߘޔᮭᴺߩ
ਅߢ⼂น⢻ߥኂߢߪߥ㧦Campbell

(Y)ިࠍᒁ↪ߒߡޔ㗴ߪᏒ႐ࠍᅓ߁ߎߣߢࠆᣦࠍᒝ

⺞ߔࠆ್߇ࠆ㧔Davis ઙ್╬㧕ޕ
㧔ζ㧕ࠊࠁࠆޟSony ߩផቯ33ޠ㧨߽ߒޔᗧ࿑ߐࠇߚ↪߇ᬺ⊛ߥ⋉⋡⊛ߥࠄࠃߩߘޔ
߁ߥ㧔╩⠪ᵈ㧦Ꮢ႐ߩኂߩ㧕น⢻ᕈߪផቯߐࠇࠆߛࠈ߁㧦Sony (E)㧪ߪޔCampbell (X)ߦࠃߞ
ߡㇱಽ⊛ߦ

ߔߥࠊߜޔᓟ⛯ߩ↪ߦᄌኈജ߇ࠆ႐วߦ

ุቯߐࠇߚ߇34ޟޔవᗧ

ߩኻ⸃㉼ߩ⊹⡺⚿ߩ⽎ޠᨐޔᓟ⛯ߩ↪ߦᄌኈജ߇ߥ႐วޔଐὼߣߒߡޟSony ߩ
ផቯࠍޠലߣߒߡផቯࠍⴕ߁್߇ሽߔࠆ㧔KCAL-TV ઙ್ޔA&M ઙ್ޔElvis
ઙ್ޔLeadsinger ઙ್㧕ޕLeadsinger ઙ್ߦ⥋ߞߡߪޟޔᚒߩߎߪޘផቯࠍㆡ↪
ߔࠆߩࠍㆊߚࠄߞߡߎߥ߆ߞߚޕࠆߡߒߣޠ
ߥ߅ޔElvis ઙ್ߪޔHarper & Row (H)ޔCampbell (V)ޔCampbell (W)ޔCampbell (X)ޔ
Sony (E)ߣోߡࠍᒁ↪ߒࠍࠇߙࠇߘޔᬌ⸛ߒߚߢ ╙ޔ4 ⷐ⚛ߦߟߡߩ╵߃ࠍߔߣ߁
⥝ᷓ᭴ㅧߦߥߞߡࠆ35ޕ
Ԟߘߩઁߩᬌ⸛㗄
ࠗࡦࠬࠍ↳ߒㄟࠎߛߎߣޔㅒߦࠗࡦࠬࠍ↳ߒㄟࠎߢᢿࠄࠇߚߎߣߩ⹏ଔߦ⸅ࠇ
ߚⵙ್߇ 3 ࠆ߇ ߜ߁ߩߘޔ2 㧔KCAL-TV ઙ್ߣ Blanch ઙ್㧕ߪࠍࠇߘޔ
╙ 1 ⷐ⚛ߩਛߢ⠨ᘦߒޔᱷࠆ 1 㧔Castle Rock ઙ್㧕ߪޔ4 ⷐ⚛ߦㅊടߩⷐ⚛ߣߒߡ⠨

33
34
35

Beebe೨ឝᵈ 2㧕618 㗁㧔㇌⸶ 22 ภ 192㨪193 㗁㧕
Beebe೨ឝᵈ 2㧕618 㗁㧔㇌⸶ 22 ภ 193 㗁㧕ߪޟᭂߡᓸᅱߦᵞ✵ߐߖߚޕࠆߔߣޠ
Beebe೨ឝᵈ 2㧕619 㗁㧔㇌⸶ 22 ภ 193㨪194 㗁ᵈ 230㧕߽ห⿰ᣦޕ
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ᘦߔࠆޕ
KCAL-TV ઙ್ߢߪߩߎޔὐࠍޔቯ⊛ߥ߽ߩߢߪߥ߇ ╙ޔ1 ⷐ⚛ࠍਇߦߔࠆ㗄
⋡ߩ 1 ߟߣߒߡൊ᩺ߒߚ৻ޕᣇޔBlanch ઙ್߅ࠃ߮ Castle Rock ઙ್ߢߪߩઁޔㇱ
ಽߢࡈࠚࠕߥࠄߩߎޔὐߛߌߢࡈࠚࠕ࡙ࠬߪุቯߐࠇߥߣㅀߴࠆޕ

㧔4㧕

↪㘃ဳᲤߩᵈ⋡ὐ

ߎߎߢߪޔઙᢙߩᄙ߆ߞߚ↪㘃ဳᲤߦޔᵈ⋡ߔߴ߈ὐࠍ◲නߦᬌ⸛ߒߚޔ߽ߣߞ߽ޕ
㧔1㧕Ԝߢ߽⸅ࠇߚࠃ߁ߦ್ޔᲤߩ⚿ᨐߩᲧセࠍ⋡⊛ߣߪߖߕ್ޔᢿߩ᭴ㅧᵹࠇߦὶὐ
ࠍ⟎ߊޕ
Ԙࡄࡠ࠺ࠖ
㧔γ㧕࿁ขࠅߍߚઙߩౝ߇߆ุ߆ࠆߚߦࠖ࠺ࡠࡄޔ㗴ߣߥߞߚ߽ߩߪޔ
(a)Campbell ઙ(ޔb)Leibovitz ઙ(ޔc)Dr. Seuss ઙ(ޔd)Blanch ઙ(ޔe)Mattel ઙߩ 5 ઙ
ߣߥࠆޕᬌ⸛ኻ⽎ߣߒߚ 30 ઙ㧔ᦨ㜞ⵙ್ࠍߡ߽ 34 ઙ㧕ਛ 5 ઙߪߒߡዋߥߊߥ
ᢙሼߢࠆޕ
ߎߩౝ(ޔc)ߪࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍߥ߆ߞߚ߇(ޔb)(d)(e)ߪࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍ(ޔa)߽
ࡈࠚࠕ࡙ࠬߦ⢐ቯ⊛ߥᒻߢᏅߒᚯߒߡࠆ⚿ޕᨐߛߌߢ⸒߃߫ࡄߪ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ
ࡠ࠺ࠖߦኡᄢߢࠆߣ⸒߃ߘ߁ߢࠆޕ
ߎߩὐޔℂ↱ߪ᭽ޘ⠨߃ࠄࠇࠃ߁߇߫ࠇࠍࡦࠗࠬࡌޔࠄ߆ߥࠃ߁ߦᤨޔὐߩ
್ᢿߩᵹࠇ߇ⷫߦࠖ࠺ࡠࡄޔ⊛ߢࠆߎߣ߇৻⇟ᄢ߈ߥℂ↱ߢࠈ߁߇ࡦࠗࠬࡌޕ
ࡄࡠ࠺ࠖࠍᛒߞߚ Campbell ઙᦨ್ࠍၮߦߒߡࠆએޔᒰὼߢߪࠆ߇৻ޔᣇߢࡄࡠ࠺
ࠖએᄖߦ߽ߎߩࡌࠬࠗࡦ߇ㆡ↪ߐࠇߡࠆߎߣࠍ⠨߃ࠆߣޔഞ⟋ࠅᓧࠃ߁ߣဳౖޕ
ߒߡߪ౮ࠅㄟߺߩ㗴߇ࠆ߇ߩߎޔὐߪᓟឝԚߢ⸅ࠇߚޕ
㧔δ㧕ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍߥ߆ߞߚ(c)ߣ(ߚޔb)(d)(e)ߣࠍ್ᢿ᭴ㅧߩᰴరߢᲧߴߚ႐
ว⥝ޔᷓኻᲧࠍ␜ߔߩߪ(c)ߣ(d)ߢࠆޕ
(c)Dr. Seuss ઙߣ(d)Blanch ઙߪޔߦޔ↪⠪ߪ⥄ࠄߩ↪ࠍࡄࡠ࠺ࠖߣߒߡߞ
ߚ߇್ⵙޔᚲߪਔ⠪ߣ߽ޔ㘑ೝߢߪߞߡ߽ࡄࡠ࠺ࠖߢߪߥߣ್ᢿߒߚߩߎޕὐޔ㘑ೝ
ߣࡄࡠ࠺ࠖߩߣ⸒ࠊࠇߡ߽ߪߦ⥸৻ޔଧߦ㗡ߦᶋ߆ࠎߢߎߥ߇☨ޔ࿖⪺ᮭᴺߩ
⇇ߢߪޔCampbell ઙᦨ್ߩާࡄࡠ࠺ࠖߪߩߘޔਥᒛࠍⴕ߁ߚߦޔේຠࠍ߹ߨߔࠆᔅ
ⷐ߇ࠅ†‶ߩߘߚߩߘޔ⠪㧔߹ߚߪ‶†⠪㓸࿅㧕ߩഃㅧജߩ↥‛ࠍ↪ߔࠆ߆ߒࠄ
ߩ⾗ᩰ߇ࠆ߇৻ޔᣇߢ㘑ೝߪߘࠇ⥄りߢ⥄┙ߔࠆߩߢޔ୫↪ⴕὑߦ㑐ߒߡᱜᒰൻࠍᔅⷐ
ߣߔࠆ㧦Campbell (J)ިߣ߁ߊߛࠅࠍ〯߹߃ߡߪߣࠖ࠺ࡠࡄޔේຠ⥄ࠍ㧔৻ㇱߢߪߞߡ
߽㧕ᛕ⹏ᛕ್╉ߩኻ⽎ߣߔࠆ߽ߩߢࠆ৻ᣇޔේຠએᄖࠍᛕ⹏ᛕ್╉ߩኻ
⽎ߣߔࠆߩ߇㘑ೝߣ߁ౕวߦߐࠇߡࠆࠃ߁ߢࠆߩߎޕὐߪޔDr. Seuss ઙ್
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߽ޔBlanch ઙ್߽⇣ߥࠄߥޕ
ߚߛޔਔઙߢ⇣ߥࠆߩߪޔCampbell (J)ࠍᅤߦ⸃㉼ߔࠆ߆ߣ߁ὐߢࠆޕDr. Seuss
ઙ್ߩ႐วߪޔ
ේຠࠍᛕ್╬ߩኻ⽎ߣߒߡߥ

ψ

ࡄࡠ࠺ࠖߢߪߥ

ψ

ᄌኈജ߇ߥ

ߣ⺰߇ㅴࠄࠇߡࠆ৻ޕᣇޔBlanch ઙ್ߩ႐วߪޔ
ේຠࠍᛕ್╬ߩኻ⽎ߣߒߡߥ

ψ

ࡄࡠ࠺ࠖߢߪߥߊߡ㘑ೝ

ψ

ઁੱߩ

ࠍ୫↪ߔࠆߎߣࠍᱜᒰൻߔࠆℂ↱߇ࠆ߆
ߣ⸒߁ᒻߢ⺰߇ㅴࠄࠇߡࠆޕታ㑐ଥߩ㆑ߦࠃࠆᓇ㗀ࠍᝥ⽎ߔࠆߥࠄߩ㉼⸃ߩߎޔ
㆑߇ޔ㘑ೝࠍࡈࠚࠕ࡙ࠬߦࠃߞߡߩ߆ุ߆ࠆߔޠ⼔ޟᏅࠍ↢ࠎߛߎߣߦߥࠆޕ
ߕࠇ߇್ᴺߣߥߞߡߊߩ߆ߪޔᓟ⛯ߔࠆ್ߦࠃߞߡ߇ࠄߜߤޔ㗫❥ߦᒁ↪ߐࠇࠆߎ
ߣߦߥࠆ߆ߦࠃߞߡቯ߹ࠆࠊߌߢࠆ߇ޔᵈ⋡ߦ୯ߒࠃ߁36ޕ

ԙᒁ↪ߦࠃࠆ↪ߦߟߡ⠨߃ߚޕ
㧔γ㧕ᒁ↪߇㗴ߣߥߞߚߣߒߡߪ(ޔa)Harper & Row ઙ(ޔb)Castle Rock ઙ(ޔc)
NXIVM ઙ(ޔd)Elvis ઙ(ޔe)Bill Graham Archives ઙߩ 5 ઙߣߥࠆޕઙᢙߣߒߡߪޔ
ࡄࡠ࠺ࠖߦ⢋ࠍਗߴࠆߩߎޕὐޔߣ߁ߣ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᚒ߇࿖ߩ⪺ᮭᴺߩᮭ㒢
ⷙቯߦߪቯࠄࠇߡߥࠃ߁ߥ↪ᒻᘒߦㆡ↪ߐࠇࠆ߽ߩߣ߁ࠗࡔࠫࠍᜬߟㇱಽ߽
ࠆ߇ޔታ㓙ߦߪޔᒁ↪ߣ߁ᭂߡવ⛔⊛ߥ↪ᒻᘒ
㒢ⷙቯߢኻᔕߐࠇࠆࠃ߁ߥ↪ᒻᘒ

ߒ߆߽ᚒ߇࿖ߢࠇ߫

ߦ㑐ߒߡ㗫❥ߦㆡ↪ߐࠇߡࠆߎߣߪᵈ⋡ߦ୯ߒ

ࠃ߁ޕ
㧔δ㧕⸥ߩౝ(ޔߪߩߚࠇࠄ߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔc)(e)ߢࠅߪߩߚߞ߆ߥࠇࠄޔ
(a)(b)(d)ߢࠆޕCampbell ઙᦨ್ࠃࠅ೨ߩ(a)ࠍߣߔࠇ߫(ޔb)㨪(e)ߦ㑐ߔࠆࡈࠚࠕ࡙
ࠬߩᚑุߪޔᄌኈജߩήߢᏅ߇ߟߚᗵ߇ࠆ߫ࠇߔࠄ߆ࡦࠗࠬࡌޕ㆑ᗵߩߥ
Ꮻ⚿ߢߪࠆޔ߅ߥޕ᩺Ფߩ⚿⺰㧔ᄌኈജߩή㧕ߪ⺰⹏ߒߥߣ⸒߁ߩ߇ᧄⓂߩၮ
ᧄᣇ㊎ߢࠆߚߎߎߢߪ〯ߺㄟ߹ߥ߇ޔᄌኈജߦ㑐ߔࠆቯߦߪ⒳ࠅ߇⺰⼏ߩޘᓧ
ࠃ߁ޕ
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Dr. Seuss ઙ್ߪ╙ 9 Ꮌ࿁ប⸷ⵙߩ್ߢࠅޔBlanch ઙប⸷ⵙ್ߪ╙ 2 Ꮌ࿁ប⸷ⵙߩ್
ߢࠅޔᎼ࿁ࠍ⇣ߦߔࠆޔߚߩߘޕਔ್߇ߩࠇߙࠇߘޔᎼ࿁ߢవߣߒߡലߢࠅ⛯ߌࠆน⢻
ᕈ߽ૐߊߥ ╙ޕ9 Ꮌ࿁ߦ߅ߌࠆᦨ߽ᣂߒࡄࡠ࠺ࠖߦ㑐ߔࠆઙߣߒߡޔMattel ઙ߇ߍࠄࠇࠆޕ
หઙ್ߪੱࡆࡃޔᒻ⥄߇ᛕ⹏╬ߩኻ⽎ߣߥߞߡ߅ࠅޔߒ߆ߒޕߚߒߣࠆߢࠖ࠺ࡠࡄޔBlanch
ઙߣᲧߴߚߣ߈ޔ㘑ೝߢߪߥߩ߆ߣߩ⇼߽ߥࠊߌߢߪߥޕDr. Seuss ઙ್ߣߩᢛวᕈ⏕ࠍ
ఝవߒߚߩߢߪߥ߆ߣ߁ߩߪߚߞ⓫ޔᣇߢࠈ߁߆ޕ
ߥ߅ޔBeebe೨ឝᵈ 2㧕594 㗁ᵈ 142 ߅ࠃ߮ 595 㗁 9㧔㇌⸶ 22 ภ 164 㗁ᵈ 142 ߅ࠃ߮ 165 㗁 9㧕ߪޔ
╙ 2 Ꮌ࿁ߣ╙ 9 Ꮌ࿁ߢߪ೨⠪ߩᣇ߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߦኡᄢߥะߦࠆߣߩᜰ៰߇ࠆ߇ޔਔઙߩ
Ꮕ߇ߎߩะߦၮߠߊ߽ߩ߆ุ߆ߪಽ߆ࠄߥޕ
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Ԛ౮ࠅㄟߺ
㧔γ㧕౮ࠅㄟߺߦ㑐ଥߔࠆߩߪ(ޔa)Ringgold ઙ(ޔb)Sandoval ઙ(ޔc)Davis ઙߩ㧟ઙߢ
ࠆޕ౮ࠅㄟߺߦ㑐ߒߡߪߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᬌ⸛ߦࠆ೨ߦ⸩⸷߽ߘ߽ߘޔኻ⽎ߣߥࠆ
ࠃ߁ߥⶄ߇ߞߚߣ⸒߃ࠆߩ߆ุ߆߇ࠊࠇࠆߎߣߦߥࠅ ࠆࠁࠊޔde minimis ᴺℂߩㆡ
↪߇㗴ߣߥࠆޔߛߚޕ࿁ᛒߞߚߦ㑐ߔࠆ㒢ࠅߢߪޔde minimis ᴺℂ߇ㆡ↪ߐࠇࠆࡂ
࠼࡞ߪ㜞ߊࠆߡ߃ߣࠅ߈ߞߪޔ㧔(a)߅ࠃ߮(c)㧕એ⥄ⶄޔߪุቯߐࠇߥࠃ߁
ߥᛒߢࠆ37ޕ
㧔δ㧕ࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᚑุߦߟߡߪޔ࿁ขࠅߍߚ㧔(a)ߣ(c)㧕ߢߪޔਔᣇߣ߽
ࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ุቯߐࠇߡࠆޕ߆߁ࠈߢ߹ߚ߹ߚޔߪࠇߎޕਔ್ߩ⺰ℂߩᵹࠇࠍ
ࠆ㒢ࠅߦ߁ࠃߥ߃⸒ߪߣ߁ߘޔᕁ߁(ޔ߽ߩ߁⸒ߣޕa)ߣ(c)ߩ್ߩᵹࠇߪߪ⚦ޔ
ߣߒߡࠃߊૃߡ߅ࠅ◲ޔනߦ⸒߃߫ⵍޟ๔ߪޔේ๔ຠߩᒰೋߩᗧ࿑ߩ߹߹ߦޔේ๔
ຠࠍ↪ߒߡࠆߚޔᄌኈജ߇ήߊࠇߘޔᏒ႐ઍᦧᕈ߇ࠄࠇ߿ߔߊߥߞߡࠆޠ
ߣ߁᭴࿑ߢࠆޔࠅ߹ߟޕᄌኈജߩή߇ᄢ߈ߥ㎛ߣߥߞߡࠆޕ
㧔ε㧕એࠍᢛℂߔࠆߣᰴߩࠃ߁ߥߎߣ߇⸒߃ࠆߩߢߪߥߛࠈ߁߆ޔߜࠊߥߔޕ౮ࠅㄟ
ߺߣ৻ญߦ⸒ߞߡ߽ޔ᭽ߥޘᒻᘒ߇ࠆߣߎࠈޔᄌኈജߩࠆ౮ࠅㄟߺߩ႐ว㧔ߣߒߡޔ
࠻࡞ࠠޟኅࠍ․㓸ߒߚ࠹ࡆ࠾ࡘࠬߦߩߘޔኅߩࠠ࡞࠻߇౮ߞߚ႐㕙߇߹ࠇߡ
ߚ႐วⴚ⟤ޟߚ߹ޠ㙚ࠍ․㓸ߒߚ࠾ࡘࠬߦⴚ⟤ߩߘޔ㙚߇ዷ␜ߔࠆࠠ࡞࠻߇౮ߞߚ႐㕙
߇߹ࠇߡࠆ႐วߤߥޠ38㧕ߪࡈࠚࠕ࡙ࠬߦߥࠆ߇ࠆ߇ޔᄌኈജ߇ߥ႐ว㧔
ߣߒߡޔ
ޟቶౝⵝ㘼↪ࡐࠬ࠲ࠍ࠹ࡆ࠶࠻ߩოߦ⾍ߞߡߚߣߎࠈ౮ࠅㄟࠎߛ႐วޠ
ࡕޟ
࠺࡞߇りߦߟߌߡߚⵝ㘼ຠ߇ࡐࠬ࠲ߦ౮ࠅㄟࠎߛ႐วߤߥޠ39㧕ߪࡈࠚࠕ࡙ࠬߦߥ
ࠆน⢻ᕈߪૐߊޔde minimis ᴺℂߩㆡ↪߇ߥ㒢ࠅ⪺ޔᮭଚኂߣߥߞߡߒ߹߁40ޕ
㧔ζ㧕ߥ߅ޔde minimis ᴺℂߦ㑐ߔࠆ Davis ઙ್ߩ್␜ߦߪᵈ⋡ߒߚޕหߓߊ de minimis
ᴺℂߦߟߡ⸅ࠇࠆ Ringgold ઙ್߅ࠃ߮ Sandoval ઙ್ߦᲧߴߡౕ߽ࠅࠃޔ⊛ߦ
ታ߇ߍࠄࠇߡࠆ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ߇ࠆߪߢ৻ޕᴺℂߣ de minimis ᴺℂߩᓎഀಽᜂ
ࠍࠗࡔࠫߔࠆߢෳ⠨ߣߥࠈ߁41ޕ
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࿁ߚ 3 ߟߩઙࠍၮḰߦ⠨߃ࠆߣޔᚒ߇࿖ߩ㔐⧎ઙ㧔᧲੩㜞್ᐔᚑ 14 ᐕ 2  18 ᣣ್ᤨ 1786
ภ 136 㗁㧕ߪޔႺ⇇ߣ⸒߁ߎߣߦߥࠅߘ߁ߦᕁࠊࠇࠆޔ߽ߣߞ߽ޕ3 ߟߩઙߣ߽ޔታ‛ࠍࠆߎߣ
߇ߢ߈ߡߥߩߢ್߽ߢ߹ߊޔߩ⸥ㅀߦၮߠߚᗵᗐߦㆊ߉ߥޕ
38
Ringgold ઙ್߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߦߥࠅ߿ߔߣߒߡߍߚ߽ߩߦၮߠߚޕ
39
ߘࠇߙࠇޔRinggold ઙߣ Davis ઙߩታ㑐ଥࠍᔨ㗡ߦ⟎ߡࠆޕ
40
వߦԘߢ߽ᜰ៰ߒߚࠃ߁ߦޔߩࡌࠬࠗࡦߪⷫߦࠖ࠺ࡠࡄޔ⊛ߥ߽ߩߣߥߞߡࠆߚޔㅒߦ
౮ࠅㄟߺߦߣߞߡ෩ߒ႐㕙߽ߡߊࠆߩߢߪߥ߆ߣᕁࠊࠇࠆߩߣߎߩߎޕᤚ㕖ߪߣߒߡޔ߇ࠇߎޔ
ᤨὐߢߩࡈࠚࠕ࡙ࠬᴺℂߩᯏ⢻ߢࠅޔหᤨߦ⟎ߠߌߣ߁ߎߣߦߥࠆߩ߆߽ߒࠇߥޕ
41
࠲ࠗࡓࠪࡈ࠻ࠍ de minimis ߣ⺰ߓߡࠆߣߎࠈ߽ᵈ⋡ߐࠇࠆޕ
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ԛ㕖༡㕖ᬺ⊛ߥ↪
㧔γ㧕ࠍᜬߞߡ㕖༡ޔ㕖ᬺ⊛⋡⊛ߣߔࠆ߆⥄߇◲නߢߪߥޕ
વ⸥ߩේⓂࠍⵙ್ᚲ߳ߩ⸽ߣߒߡߩឭߒߚ Bond ઙߪࠄ߆ߦ㕖ᬺ⋡⊛ߢࠈ߁ޕ
߹ߚޔᑪ▽ၮḰ᧦ࠍ㕖༡ߩ Web ࠨࠗ࠻ߦឝタߒߚ Veeck ઙ್߽㕖ᬺ⋡⊛ߣߒߡ
ࠆޕ
ߚߛޔหߓߊ㕖༡ߩ Web ࠨࠗ࠻ߦࠍ࡞ࠕࡘ࠾ࡑߩⴕ⊒ᧂޔᒁ↪ߒߚࡐ࠻ࠍឝタߒ
ߚߎߣ߇㗴ߣߥߞߚ NXIVM ઙ್ߢߪޔឝタߒߚ⠪߇ߘࠇߣ㑐ㅪߔࠆࡆࠫࡀࠬࠍⴕߞ
ߡߚߎߣ߽ࠅ್ޔߪᬺ⋡⊛߇ࠆߎߣࠍ೨ឭߦᬌ⸛ࠍߔߔߡࠆ42ޕ
ߐࠄߦޔቬᢎ࿅߇⪺ᮭࠍߔࠆቬᢎ⊛ᦠ☋ࠍઁߩቬᢎ࿅߇ήᢿ

ߒߚߎߣ߇

㗴ߣߥߞߚ World Church of God ઙ್ߢߪޔቬᢎ࿅ߪ৻⥸⊛ߦߪ༡⊛ߣߪ⠨߃ࠄࠇ
ߥߎߣࠍ೨ឭߣߒߟߟ߽ޔήᢿ

ߢ⋉㧔⋥ធ⊛ߥߣ߁ᗧߢߪߥߊߡޔା⠪

߇Ⴧ߃ࠆ╬ߩ㑆ធ⊛ߥ߽ߩ㧕ࠍᓧߡࠆ߆ࠄ༡⊛ߣ್ᢿߒߚޕ
㧔δ㧕ߥ߅ޔBond ઙ್ߢߪࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ࠄࠇߚ߇ޔVeeck ઙ್ߢߪޔ㕖
༡ߢߞߡ߽⪺ᮭ⠪ߦኂࠍਈ߃ߘࠇ߇⸽ߢ߈ࠆ႐วߪߢࠆߣߒߡ࡙ࠕࠚࡈޔ
ࠬࠍߥ߆ߞߚޔ߽ߣߞ߽ޕVeeck ઙ್ߪᓟᐕ en banc ߢౣ⸛⼏ߐࠇ㧔ࡈࠚࠕ࡙
ࠬએᄖߩ⺰ὐߢ㧕ઙ߇⌕ߒߚߚవߣߒߡߩଔ୯ߪૐߣ⸒߃ࠆ߆߽ߒࠇߥޕ

Ԝᣂᛛⴚ㑐ㅪ
ᣂߒᛛⴚߦ㑐ࠊࠆ↪ᒻᘒߣࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ㑐ଥ߇⼏⺰ߦߥߞߚઙߣߒߡߪޔ
࿁ᬌ⸛ߒߚ߽ߩߩਛߢߪ(ޔa)Sony ઙ(ޔb)Connectix ઙ(ޔc)Infinity ઙ(ޔd)A&M ઙޔ
(e)Kelly ઙ(ޔf)Leadsinger ઙ߇ߍࠄࠇࠆޕ
ߎߩὐ ߩ߽ߚࠇࠄ߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔ3 ઙุޔቯߐࠇߚ߽ߩ 3 ઙߢࠆ߆ࠄ⺰⚿ޔ
߆ࠄ⸒߃߫ޔᔅߕߒ߽ᣂᛛⴚߛ߆ࠄߣ⸒ߞߡኡᄢߦᛒࠊࠇࠆߣ⸒߁ࠊߌߢߪߥࠃ߁ߢ
ࠆޕታ㓙ޔฦ್ߩౝኈࠍߡߺߡ್߽ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᢿߦ㓙ߒߡޔᣂᛛⴚߩଦㅴ
᥉╬ࠍ⋥ធ⊛ߦ㈩ᘦߔࠆᒻߦߪߥߞߡߥޔࠈߒޕฦ್ߪߩࠄࠇߘޔᛛⴚߩ↪
߿ߘߩ↥‛߇⪺ޔᮭᴺߩ⋡⊛ߦ⾗ߔࠆᒻߣߥߞߡࠆ߆ߣ߁ὐࠍ⠨ᘦߒߡࠆࠃ߁ߦ
⺒ߚޕ
ߣߎࠈߢޔSony ઙ್ߣ A&M ઙ್ߪޔੑᰴ⊛ଚኂ⽿છߩ೨ឭߣߒߡ࡙ࠩޔ
ߩⴕὑ߇⋥ធଚኂߣߥࠆ߆ุ߆ࠍ߁ߚߦߦ࡙ࠩޔ㑐ߔࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᚑุ߇
㗴ߣߥߞߡࠆߢࠆ৻ޕᣇޔInfinity ઙ್ޔKelly ઙ್ޔLeadsinger ઙ್

42

ߚߛ NXIVM ઙߢߪޔ↪ᣇᴺߦᒝജߥᄌኈജ߇ࠆߣ್ᢿߐࠇߚߚޔᬺᕈߪಒ㚧ߐࠇ ╙ޔ1 ⷐ
⚛߇↪⠪ߣߥࠆߎߣߦᄌࠊࠅߪߥߣ߁್ᢿ߇␜ߐࠇߡࠆޕ
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ߪ߿ࠬࡆࠨޔᯏེߩឭଏࠍฃߌࠆ⠪㧔࡙ࠩ㧕߇ㅜࠆߣ߁ὐߢޔSony ઙᦨ
್╬ߣㅢߔࠆ߇ޔታ㓙ߦߪ߿ࠬࡆࠨޔᯏེߩឭଏ⠪⥄ߩⴕὑ߇⋥ធଚኂߦߥࠆߎߣ
ࠍ೨ឭߣߒߡߩߘޔㇱಽߦߟߡࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᚑุ߇ࠊࠇߡࠆ43ࠬࡆࠨޔ߅ߥޕ
ឭଏ⠪╬ߩ⋥ធଚኂ߇㗴ߣߥߞߚ႐วߪߩ╬ࠬࡆࠨߩߘޔឭଏࠍฃߌࠆ࡙ࠩߩ
↪ⴕὑߦᄌኈജ߇ࠆ╬ߩᖱ߇ߞߡ߽ߪߣߎࠆࠇߐߣ࡙ࠬࠕࠚࡈߡߞࠃߦࠇߘޔ
ߥࠃ߁ߢࠆࠬࡆࠨޔࠅ߹ߟޕឭଏ⠪╬ߦߣߞߡߪ⋥ޔធଚኂߣੑᰴ⊛ଚኂߩߕࠇ
ࠍࠊࠇࠆ߆ߦࠃࠆᏅߪᄢ߈ߣ⸒߃ࠆޕ

㧔5㧕

߅ࠊࠅߦ

ߥ߅ᦨޔᓟߦ◲ޔනߥࠦࡔࡦ࠻ࠍ 3 ὐㅀߴߡߎߩ▵ࠍ⚳߃ߚޕ
߹ߕޔ࿁⚫ߒߚ್ߩਛߢ߿ࠖ࠺ࡠࡄޔᒁ↪ߩࠃ߁ߥવ⛔⊛ߥ↪ᒻᘒ߇⋧ᒰߩഀ
วࠍභߡߚߎߣߪ㧔Უ㓸࿅ߩ⛘ኻ⊛ߥዋߥߐ߿ࠅࠍ⠨ᘦߒߡ߽㧕߿ߪࠅᵈ⋡ߐࠇࠆ
ߴ߈ߢࠈ߁⪺ޔ߫߃⸒ߣ࡙ࠬࠕࠚࡈޕ‛ߩᣂߒ↪ᒻᘒߦኻಣߔࠆ߽ߩߣ߁
ࠗࡔ߽ࠫߥߊߪߥ߇ޔታᘒߪᔅߕߒ߽ߘ߁ߢߪߥࠃ߁ߢࠆޕᣂߒ↪ᒻᘒߦ㑐
ߔࠆ್ߪᵈ⋡ߐࠇ߿ߔ৻ᣇޔવ⛔⊛ߥ߽ߩߦߟߡߪߘ߁ߢߪߥߣ߁㕙߇ࠆ
ߩ߆߽ߒࠇߥߦ․ޔ߅ߥޕᒁ↪ߦ㑐ߔࠆઙ߇ᄙߎߣߦߟߡߪ☨ޔ࿖⪺ᮭᴺ߇
ᒰߔࠆᮭ㒢ⷙቯࠍᜬߚߥߎߣ߇ᄢ߈ߊᓇ㗀ߒߡࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆߩߎޕὐޔ
ᣣᧄߣߩ㊀ⷐߥ⋧㆑ὐߢࠅ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ㑐ㅪ್ࠍࠆߢߩᵈᗧὐߣ߽ߥࠈ߁ޕ
ᰴߦ್ޔ㑆ߩߩޠࠇំޟ㗴ߢࠆ್ߩࠬࠤࠗࡃࠬࠤޕᢿࠍ㊀ⷞߔࠆએޔ
ᒰὼߩㇱಽߢࠆ߇ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᒙὐߣߒߡᜰ៰ߐࠇࠆㇱಽߢ߽ࠆߦ․ޕᵈ⋡ߔ
ߴ߈ߪᦨޔ㜞ⵙ߇ᧄ᧪ߥࠄᑄߔߴ߈వࠍቢోߦߪᑄߐߕޔᣂ⸃㉼߿⿷⸃㉼ࠍឭ␜ߔࠆ
ߣ߁ᒻߢࠕࡊࡠ࠴ߒߡࠆߚߦߩ࡙ࠬࠕࠚࡈߩߎޔᒙὐ߇ᄢჇߐࠇߡߒ
߹ߞߡࠆὐߢࠈ߁ߩߎޕὐߪޔᣢㅀߩࠃ߁ߦ Beebe ᢎ߇ᜰ៰ߐࠇߡࠆߣߎࠈߢ
ࠆ߇ޔ࿁ߩᬺࠍㅢߒߡߘࠇࠍታᗵߒߚ㧔㧦Elvis ઙ㧕ޕ
ᦨᓟߦޟޔᄌኈജ߇ࠆ߆ߥ߆ޔߪޠࡈࠚࠕ್࡙ࠬᢿߦ߅ߡࠊ߫ਥᓎߩ
ࠍභߡࠆޕ೨ឝߩࡌࠬࠗࡦ߽ࠍࠇߘޔ೨ឭߦ᭴ᚑߒߚޔߒ߆ߒޕCampbell ઙ
ᦨ್߇ࠆ߹ߢߪޔSony ઙᦨ್ਛߩޟSony ߩផቯߦ․߇ޠ㊀ⷐⷞߐࠇߡ߈ߚߎߣࠍᕁ߃
߫ޔ᧪ᦨ㜞ⵙ߇ਅߔ್ᰴ╙ߢߪޔߩਥᓎߩߦᄌൻ߇⸰ࠇࠆน⢻ᕈ߽⠨߃ࠄࠇ
ࠆ߫ࠇߥ߁ߘޕᒰὼࡌࠬࠗࡦ߽ᄌൻߔࠆߎߣߦߥࠅߩߘޔᓇ㗀ߪߒߡዊߐߊߥޕ
ߎߩὐ߽⇐ᗧࡐࠗࡦ࠻ߣ⸒߃ࠃ߁ޕ

㧔╙Τ┨ 3.ၫ╩⠪㧦
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ᅏ㇍ᒄม㧕

Infinity ઙߪ ᧪ᧄޔA&M ઙߦㄭ᩺ߛߣᕁࠊࠇࠆ߇ࠬࡆࠨޔឭଏᬺ⠪߇⋥ធଚኂ㧔ታṶᮭଚኂ㧕
⠪ߣߥࠆ߆ุ߆ߦߟߡࠊߥ߆ߞߚߚࠬࡆࠨޔឭଏᬺ⠪߇⋥ធଚኂ⠪ߢࠆߎߣ߇೨ឭߣߥߞߡ
ࠆޕ
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☨࿖ߦ߅ߌࠆ⸷⸩ᐲᴺᢥൻ╬

4.

㧔1㧕

⸷⸩ᐲ╬

Ԙ

⸷⸩ઙᢙ߮ࡈࠚࠕ࡙

ࠬߩൎ₸

☨࿖ߪ⸷⸩␠ળߢࠆߣࠊࠇࠆ߇ޔᄢㇱಽߩ⚗ߪޔᒰ⠪㑆ߩวᗧߦࠃࠅ⸃ߐࠇ
ߡࠆߣߐࠇࠆ1ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޕ㑐ㅪߔࠆ⸷⸩ߩᢙ߽ޔᗧᄖߦዋߥߎߣ߇ޔታ⸽⊛⎇
ⓥߦ߅ߡᜰ៰ߐࠇߡࠆޔߪߢߎߘޕ1976 ᐕ⪺ᮭᴺߩ⊒ലᣣߢࠆ 1978 ᐕ 1  1 ᣣ߆
ࠄޔ2005 ᐕᧃ߹ߢߩ 28 ᐕ㑆ߦ߅ߡ⪺ޔᮭଚኂߩ↳ߒ┙ߡߪޔᐕ㑆ᐔဋ⚂ 2000 ઙឭ
ߐࠇߚߩߦኻߒߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ㑐ߔࠆࠤࠬߦ߅ߌࠆⵙ್ᚲߩᗧߩᢙߪޔᐕ㑆ᐔဋ
ࠊߕ߆ 10.9 ઙߢࠆ2ޕ
㑐ㅪߒߡߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔൎ₸ߦ⸒ߔࠆߣޔᐕ㑆ᐔဋ 10.9 ઙߩ߁ߜ࡙ࠕࠚࡈޔ
ࠬ߇ቯߐࠇߡࠆߩߪ 4.6 ઙߩᗧߢࠆߣߐࠇߡࠆޔߦࠄߐޕⵙបⵙߩ↳ߒ┙ߡ
⒳㘃ߦࡈࠚࠕ࡙ࠬߩൎ₸㧔ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍቯߒߚᗧߩഀว㧕ࠍಽᨆߒߚ⚿ᨐ
߆ࠄߪޔⵙߦ߅ߌࠆᏅᱛ㧔preliminary injunction㧕߮㕖㒳ክክℂ㧔bench trial㧕ߦ
߅ߡࡈࠚࠕ࡙ࠬߩቯ₸߇ૐߎߣ߇ᜰ៰ߐࠇߡࠆߩߘޕℂ↱ߣߒߡߪ⥄ޔᏆߩ
ᮭߩ㒢ࠆߪᶖṌߩෂ㒾ߦ⋥㕙ߒߚේ๔߇⸷⸩ߦኻߒߡᘕ㊀ߦߥࠆߎߣ߆ࠄޔታ㓙
ߦⵙ್ߦ߹ߢߞߚ⍮⊛⽷↥⸷⸩ߩේ๔ߩൎ₸ߪ 50 ࡄࡦ࠻ࠍ߆ߥࠅ߃ࠆߪߕߢࠆ
ߣ߁⼏⺰3ߪߒࠈᅷᒰߖߕޔ㊁ᔃ⊛ߥ⸷⸩ᒰ⠪ߩቯ⹏ࠍ⏕┙ߒߩߘޔቯ⹏߇ഃࠅߔ
ᛥᱛലᨐߩᕲᕺࠍฃߌࠆߎߣߦᄢ߈ߥᗧ⟵߇ࠆߩߢࠅߪࠇߘޔ㆑ᴺⴕὑߩᱛࠍ᳞
ࠆᲑ㓏ߢലᨐࠍ⊒ើߔࠆߣផቯߐࠇࠆ߇ޔ⸃ࠃࠅ߽⸷⸩ࠍឭߔࠆߣ߁ේ๔ߩቯߦ
ࠃࠅߩߘޔᓎഀࠍᨐߚߔߛࠈ߁ߣㅀߴࠄࠇߡࠆޕ
ߥ߅࡙ࠬࠕࠚࡈޔ᛫ᑯ߇シ⭯ߦࠆߪታߦᾖࠄߒߡ⺑ᓧജ߇ߥߦ߽㑐ࠊࠄߕ
ਥᒛߐࠇࠆߣߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔൎ₸ࠍᒁ߈ਅߍࠆ㗴߇↢ߓࠆ߇್ޔߩᗧߩߥ߆ߢ
್߇⾌߿ߒߚ⺆ᢙഀวߣࡈࠚࠕ࡙ࠬߩൎ₸ߩ㑐ଥߦ߅ߡߪޔ⏕ߢᲧセ⊛ቯߒ
ߚᱜߩ⋧㑐㑐ଥ߇ࠆߣ␜ߐࠇߡࠆ4ޕ

࠻࠾Mࡈࠔࠗࡦ(’㊁ᄦ⋙⸶)ޡ㐷 ࠕࡔࠞᴺᐲߣ⸷⸩ታോޢ
㧔㓶᧻ၴ 2007 ᐕ㧕115
㗁
2 Barton Beebe㧔ၔᚲጤ↢⸶㧕ޟวⴐ࿖⪺ᮭᴺࡈࠚࠕ್࡙ࠬ㧔1985 2005 ᐕ㧕ߩታ⸽⊛⎇ⓥ(1)ޔ
(2)ޠ⍮⊛⽷↥ᴺ╷ቇ⎇ⓥ 21 ภ㧔2008 ᐕ㧕ޔ22 ภ㧔2009 ᐕ㧕
㧔Barton Beebe, An Empirical Study of U.S.
Copyright Fair Use Opinions, 1978 2005 (2008)㧕21 ภ 137 㗁
3 William M. Landes, An Empirical Analysis of Intellectual Property Litigation: Some Preliminary Results, 41
HOUS. L. REV. 749, 772 (2004).
4 Beebe೨ឝ(2)21 ภ 149 156 㗁
1
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ԙ

㒳ክᐲࡑࠨޔ

ࠫࡖ࠶ࠫࡔࡦ࠻

วⴐ࿖ᙗᴺ 6 ᧦ߪߩߤࠎߣ߶ޔೃઙߦ߅ߡ㒳ክⵙ್ߩᮭࠍ㓚ߒޔหୃᱜ 7 ᧦
ߪߩߤࠎߣ߶ޔ᳃ઙߦߟߡ㒳ክⵙ್ߩᮭࠍ㓚ߒߡࠆޕήὑߢㆬ߫ࠇߚ
㒳ክຬ߇ޔଥਛߩታߩ್ᢿࠍⴕ߁ޕ
ߎߩ㒳ክຬᐲߩሽߪޔᴺᐲߦ߽ᓇ㗀ࠍਈ߃ߡࠆߣࠊࠇߡ߅ࠅߪ್ⵙޔ㐿ᆎ߆
ࠄ⚳ੌ߹ߢ⛮⛯⊛ߦ㓸ਛߒߡⴕࠊࠇࠆ߽ߩߩߡ߅ߦ್ⵙޔ㒳ክຬ߳ߩචಽߥ⺑╬߇ᔅ
ⷐߢࠆߎߣ߿⹏ޔߦᤨ㑆߇߆߆ࠆߎߣ߇ࠆߚᤨࠆ߆߆ߦ್ⵙޔ㑆߿⾌↪߇Ⴧടߔ
ࠆߣ߽ߺࠄࠇߡࠆޔߚ߹ޕ㒳ክߩ⚿ᨐ߇੍ᗐ࿎㔍ߢࠅ߫ߒ߫ߒߚ߹ޔ㒳ክߪ㕖⺰ℂ⊛
ߥⴕേࠍߣࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆᖱ߽ടࠊߞߡޔ㒳ክᐲߩሽߪޔ⸃ࠍଦㅴߔࠆⷐ࿃
ߦߥߞߡࠆߣߩᜰ៰߇ߥߐࠇߡࠆ5ޕ
㊀ⷐߥታߦߟߡ⌀ᱜߥὐ㧔genuine issue㧕߇ߥߊޔᴺᓞ㗴ߛߌߢ್߇ߢ߈ࠆ႐
วߦߪޔࠅࠃߦߡ┙ߒ↳ޔᱜᑼታክℂࠍ⚻ߥߢߥߐࠇࠆࠨࡑࠫࡖ࠶ࠫࡔࡦ࠻㧔⇛
ᑼ್㧕߇ߥߐࠇࠆߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޕ㗴ߪߩ࠻ࡦࡔࠫ࠶ࡖࠫࡑࠨ߫ߒ߫ߒޔᲑ
㓏ߢ⸃ߐࠇߡࠆߣ߽ࠊࠇߡߚࠃ߁ߦޔታ㓙ߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ㑐ߔࠆ್ߦ߅
ߡޔ1990 ᐕઍਛ㗃߆ࠄߩ࠻ࡦࡔࠫ࠶ࡖࠫࡑࠨޔභࠆഀว߇Ⴧടߒߡࠆߣ߁࠺
࠲߇␜ߐࠇߡࠆޟߩߎޕታክℂߩᶖṌ߽ߣޠ߫ࠇࠆᷫዋߩℂ↱ߣߒߡߪޔCampbell
ᦨ㜞ⵙ್ߪታ㗴ߩᬌ⸽ߩߚߦઙࠍᏅߒᚯߒߚ߽ߩߩ6್ߩߎޔ߇⛘ኻ⊛ߥᮭᆭ
ࠍᜬߟߣߪᔅߕߒ߽⸒㔍ߊߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ㑐ㅪߔࠆࠨࡑࠫࡖ࠶ࠫࡔࡦ࠻ࠍㅊ
ߔࠆប⸷ⵙ್ᚲߩะ߇ߩ࠻ࡦࡔࠫ࠶ࡖࠫࡑࠨޔⓍᭂ⊛ߥᵴ↪ࠍᒰ⠪ߦଦߒߚ
ߣ߽ಽᨆߐࠇߡࠆ7ޕ

Ԛ

៊ኂ⾩ఘ㗵

☨࿖ߩⵙ್ߦ߅ߡߪޔㅢᏱߩఘ⊛៊ኂ⾩ఘߦട߃ޔ㆑⠪ࠍ⟏ߔࠆ⿰ᣦߢ⊛⟏ᙼޔ
៊ኂ⾩ఘ㧔punitive damages㧕ࠍ᳞ࠆߎߣ߇ࠄࠇࠆ႐ว߇ࠆ⸵․ޕᴺ 284 ᧦ߪ⾩ޔ
ఘ㗵ࠍਃ߹ߢჇടߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߎߣࠍߡ߅ࠅޔᗧ㧔willful㧕߹ߚߪਇ⺈ታ㧔bad
faith㧕ߥଚኂߩ႐วߦㆡ↪ߐࠇߡ߈ߚߣߐࠇࠆ8ޕ
ߚߛߒ⪺ޔᮭᴺߦ߅ߡߪߘߩࠃ߁ߥᙼ⟏⊛៊ኂ⾩ఘߩⷙቯߪ߅߆ࠇߡߥ⪺ޕ
ᮭᴺ߇ቯࠆ៊ኂ⾩ఘߪ ޔ1 ᮭ⠪ߩታ៊ኂ߮ଚኂߒߚ⠪߇ᓧߚㅊട⊛⋉㧔504 ᧦
b 㧕 ޔ2 ᴺቯ៊ኂ⾩ఘ㧔504 ᧦ c 㧕ߢࠆޕᴺቯ៊ኂ⾩ఘߪ⪺ޔᮭߩ⊓㍳ࠍⷐઙߣߒߡޔ
ታߩ៊ኂ߮⋉ߦઍ߃ߡ⺧᳞߇ࠄࠇߡࠆ߽ߩߢࠅߩઁޔ⍮⊛⽷↥ᴺߦߪߥ

࠻࠾೨ឝᵈ(1)145 152 㗁⪺ޔߒߛߚޕᮭଚኂ⸷⸩ߩᒰ⠪ߪ߶ߣࠎߤߩ႐วޔ㒳ክክℂࠍ⺧᳞ߒ
ߥߣߐࠇߡࠆ㧔ࡑࠪࡖ࡞Aࡈࠔ㧔’㊁ᄦ⋙⸶㧕
⪺ࠞࡔࠕޡᮭᴺޢ
㧔ࠢࠪࠬࡀ
ࠢࠪࠬࠫࡖࡄࡦ2008 ᐕ㧕645 㗁㧕ޕ
6 Campbell v. Acuff Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994).
7 Beebe೨ឝᵈ(2)21 ภ 143 146 㗁
8 ᧻ᧄ⋥᮸☨ޟ࿖․⸵ᴺߦࠃࠆਃ⾩ఘߣ࠺ࠖࠬࠞࡃޠ࿖㓙ᴺോ 22 Ꮞ 3 ภ㧔1994 ᐕ㧕221 231
㗁 <http://homepage3.nifty.com/nmat/SANBAI.HTM>
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⪺ᮭᴺߦ․ߩᐲߢࠆߣߐࠇࠆޕ
ᴺቯ៊ኂ⾩ఘߪޔቯࠄࠇߚ㊄㗵ߩ▸࿐ౝߢ್ⵙޔᚲ߇ᅷᒰߣߔࠆ㗵߇ࠄࠇࠆ߇ޔ
ᗧଚኂߩ႐วߪߩߘޔ㒢߇ᒁ߈ߍࠄࠇ៊ޔኂ⾩ఘ߇ട㊀ߐࠇࠆߎߣߦߥࠆᦨߩߎޕ
㜞㗵ߪᡷᱜߦࠃߞߡᓢߦޘჇ㗵ߐࠇߡ߈ߡࠆߩߎޔߚ߹ޕᴺቯ៊ኂ⾩ఘߦട߃⾌⸩⸷ޔ
↪߮ᑯ⼔჻⾌↪ߩቯ߽ⵙ್ᚲߩⵙ㊂ߦᆔߨࠄࠇߡࠆߎߣߣࠊߖࠆߣ⾩⊛⟏ᙼޔఘ
ߩⷙቯߪቯࠄࠇߡߥ߽ߩߩޔห᭽ߩᛥᱛ⊛ലᨐ߇߽ߚࠄߐࠇߡࠆߣ߽ࠊࠇࠆ9ޕ

㧔2㧕

ࡈࠚࠕ࡙

ࠬߩታലᕈߩ㗴

⪺ᮭᴺ⥄ޟ㔍⸃ߥᴺ࡙ࠬࠕࠚࡈޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ߇ߣߎࠆࠇࠊߣޠℂ⺰
ߪޔ
⪺ޟᮭᴺోߦ߅ߡᦨ߽࿎㔍ߥ߽ߩޔޠ
ߥߩࠈߎߤ߃ࠄߣޟℂ⺰ࠆࠇࠊ߽ߣޠ10ޕ
ߎߩࠃ߁ߥࡈࠚࠕ࡙ࠬℂ⺰ߩ߹ߐ⚿ޔᨐߩ੍᷹น⢻ᕈߩૐߐ߇ࠍ⸩⸷ޔប߃ࠆ
ߎߣߦߟߥ߇ߞߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆߣߣ߽ߦ11ߩߎޔℂ⺰ߩታലᕈ߇㗴ߣߐࠇߡࠆ
12ޕᴺߩ৻✢ߩ߹ߐ߇ߩ߈ߣߚ߃ࠍ✢৻ߩߘޔ㜞㗵ߩ៊ኂ⾩ఘߣ⚿߮ߟߊߣޔታ⾰

ࡈࠔ೨ឝᵈ(5)633 㗁⊕ޔ㠽✁㊀⪺ࠞࡔࠕޡᮭᴺ㐷ޢ143 233 㗁㧔ାጊ␠2004 ᐕ㧕241
㗁ޔߚ߹ޕᴺቯ⾩ఘ߇ᙼ⟏⊛៊ኂ⾩ఘߩᕈ⾰ࠍߔࠆߣߩℂ⸃ࠍ␜ߔⵙ್߽ࠆ㧔On Davis v. The Gap,
Inc. 246 F.3d 152, 172 (2d Cir. 2001)㧕㧔ጊᧄ㓉มవ↢ߩߏᢎ␜ߦࠃࠆ㧕
ޕ
10 ࡈࠔ೨ឝᵈ(5)673 㗁 ; Dellar v. Samuel Goldwyn, Inc., 104 F.2d 661, (2d Cir. 1939)
11 Beebe೨ឝᵈ(2)21 ภ 138 㗁ޕᮭ⠪ߪ⸷⸩೨ߦⓍᭂ⊛ߦ⼊๔ᦠࠍᵴ↪ߣߔࠆ⸷⸩ᚢ⇛ࠍߣࠆߎߣ
߇ࠅ߇↪⾌⸩⸷ޔ㜞㗵ߢࠆߎߣߣ߹ߞߡߩ╬࡙ࠬࠕࠚࡈޔ᛫ᑯߩਥᒛࠍᢿᔨߐߖߡࠆߩ
ߢߪߥ߆ߣߩᜰ៰߽ࠆޕMarjoire Heins & Tricia Beckles, WILL FAIR USE SURVIVE? FREE EXPRESSION
IN THE AGE OF COPYRIGHT CONTROL (2005)
<http://www.fepproject.org/policyreports/WillFairUseSurvive.pdf >߽ޔଚኂߩ߅ߘࠇߩࠆⴕὑߩᱛࠍⷐ
᳞ߔࠆ⼊๔ߩ⸒⺰ᛥലᨐߦߟߡ⸒ߒߡࠆߎߣࠍᜰ៰ߒᦨޔߚ߹ޔዊߩ߽ߩࠍ㒰ߡࠄࠁࠆᒁ
↪ߦߟߡ⸵⻌ࠍฃߌᢱ㊄ࠍᛄࠊࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥߣ߁⠨߃߇ߣⴚ⧓ޔᢥൻߩᬺ⇇ߢᐢߊᶐㅘߒߡ
ࠆߣ߽ߒߡࠆޕ
12 Posner ߪ⪺ޔᮭ⼔ᦼ㑆ߩᑧ㐳ߦ߁㗴ࠍ⸃ߔࠆߚߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔℂ⺰ߩᐢ▸ߥㆡ↪ࠍ
ឭ᩺ߔࠆߥ߆ߢ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᴺℂ߇㕖ᏱߦṼὼߣߒߡࠆߎߣࠍ㗴ߣߒߡࠆޔ☋ᦠޔ߫߃ޕ
ࠆߪ DVD ߿ VHS ߦ߅ߡ⻌⸵ޔήߒߢⶄߐࠇࠆߎߣ߇ߢ߈ߥߣߔࠆ⪺ᮭߩ⼊๔߇ࠚࡈޔ
ࠕ࡙ࠬߩุቯߢࠅࠍࠇߎޔシⷞߔࠆ↪⠪ߪ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᴺℂ߇ᦌᤒߢࠆߚߦෂ㒾ࠍ౨
ߐߥߊߡߪߥࠄߥߣㅀߴࠆޔࠄ߆ߣߎߩߎޕPosner ߪ․ޔቯߩ⒳㘃ߩ↪ߦ൮⊛ߥ⼔߇ਈ߃ࠄࠇ
ࠆࠃ߁ߥࠅࠃޔ⏕ߢࠞ࠹ࠧࠞ࡞ߥࠕࡊࡠ࠴ࠍᜰะߒߡ߅ࠅ⪺ޔᮭ⠪߇วℂ⊛ߥ⪺ᮭㅢ⍮ࠍߒ
ߥ႐วߪޔฎ⪺‛ࠍࠦࡇߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ߁㘃ဳࠍឭ᩺ߒߡࠆ㧔Richard A. Posner, Eldred
and Fair Use, The Economists' Voice: Vol. 1 : Iss. 1, Article 3. (2004)
< http://www.bepress.com/ev/vol1/iss1/art3>; William F. Patry, Richard A. Posner, Fair Use and Statutory
Reform in the Wake of Eldred, 92 CALIF. L. REV. 1639 (2004)㧕
ޕ
߹ߚޔFisher ߽߇್ⵙߩߢ߹ࠇߎޔឭ␜ߒߚࡈࠚࠕ್࡙ࠬᢿߩߚߩ⠨ᘦⷐ⚛ߩⷙ▸⊛ߥၮ␆߇
⛔৻ߐࠇߡߥߎߣߦࠃߞߡߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔㆡ↪▸࿐߇ਇ⏕ߣߥߞߡࠆߣᛕ್ߒߡࠆ㧔╙
Τ┨ 2 (3)ᵈ(51)ෳᾖ㧕ޕ
ߚߛߒߩ࡙ࠬࠕࠚࡈߦ߁ࠃߩߎޔਇ⏕ߐ߿੍᷹น⢻ᕈߩᰳᅤࠍᛕ್ߔࠆ⸃ߪᄙޘሽߔࠆ߽ߩ
ߩ್߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔᴺߣߒߡᚑ┙ߒߡ߈ߚߣ߁ᱧผ⊛⚻✲⪺ߪࠆޔᮭᴺߩ⋡⊛߿ߩ
⥄↱㧔ᙗᴺୃᱜ╙ 1 ᧦㧕ࠍ⏕ߔࠆߚߦᔅⷐߢࠆߣߩℂ⸃߆ࠄ߆ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔሽߘߩ߽ߩ
ࠍุቯߔࠆ⸃߿ᑄᱛ⺰╬ߪ৻⥸⊛ߦߪฃߌࠄࠇߕߊ߹߁ޔᯏ⢻ߒߡࠆ߆ߪߣߒߡ⪺ޔᮭᴺߦ
߅ߡ⪺ᮭߦࠃࠆ⁛භߣߩࡃࡦࠬࠍߣࠆߚߦࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ਇนᰳߢࠆߣߩㅢ⼂߇ࠆ
ࠃ߁ߦ߽ᕁࠊࠇࠆ㧔ᮮጊਭ⧐☨⧷ޟᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢⪺ޠᮭᴺ⎇ⓥ 35 ภ㧔2008 ᐕ㧕40 㗁ᵈ(3)߽ޔ
9
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⊛ߦߪࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ▸࿐ߪ߶ߣࠎߤߥߣߩᜰ៰ߐ߃ࠆ13ޕ
ߥ߅߇࡙ࠬࠕࠚࡈޔࠊࠇࠆⵙ್ߦ߅ߡߪޔㅒォߔࠆߎߣ߿ⵙ್ᚲߩᗧ߇ಽ
߆ࠇࠆߎߣ߇ࠃߊࠆߣ߽ࠊࠇߡ߅ࠅߩߎޔᴺℂࠍਇቯߥ߽ߩߣℂ⸃ߐߖࠆ৻࿃ߣߥ
ߞߡࠆߣ߽ࠊࠇࠆᦨޔߦ߆⏕ޕ㜞ⵙ߹ߢࠊࠇߚઙߦߟߡߪޔSony ઙ 14 ޔ
Harper&Row ઙ15ޔCampbell ઙ16ߩߕࠇ߽ᦨޔ㜞ⵙߪޔⵙ್ࠍㅒォߐߖߚប⸷ክ
ߩ್ࠍߐࠄߦㅒォߐߖߡ߅ࠅޔSony ઙߢߪ 5 ኻ 4ޔHarper&Row ઙߢߪ 6 ኻ 3 ߣᦨ㜞
ⵙߢߩᗧ߽ಽ߆ࠇߚޔߒ߆ߒޕਅ⚖ክࡌ࡞ߩⵙ್ߦ߅ߡߪޔㅒォ₸㧔33.8㧑㧕ޔ
߮ኻᗧ㧔14.1㧑㧕ޔ⸷ߩ⏕₸㧔25.1㧑㧕ߪޔបⵙోߩផቯㅒォ₸㧔32㧑㧕╬ߣᲧߴ
․ߦ㜞ߊߪߥߊ⸵․ޔઙߦ߅ߌࠆបⵙߩㅒォ₸㧔47.3㧑㧕ࠃࠅߪᄢߦૐߣ߁⛔⸘߇
␜ߐࠇߡࠆ17ޕ

㧔3㧕

ᴺᢥൻߩ⋧㆑ߦ㑐ߔࠆ⧯ᐓߩࠦࡔࡦ࠻

╙Τ┨ 5.ޔ6.ߢ߽ᓟㅀߔࠆࠃ߁ߦ☨ޔ࿖ߣหᴺ♽ߢࠆ⧷࿖╬ߢ߽ᴺᢥൻߩ㆑߆ࠄࡈࠚ
ࠕ࡙ࠬߩዉߦߟߡุቯ⊛ߢࠆߎߣߦ㐓ߺࠇ߫ޔᣣᧄߦࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍዉߔ
ࠆߦᒰߚߞߡ߽☨ޔ࿖ߣߩᴺᢥൻߩ㆑ࠍ߽⠨ᘦߦࠇߡචಽߥᬌ⸛ࠍⴕ߁ᔅⷐ߇ࠈ߁ޕ

Ԙ

ⵙ್ᚲߦࠃࠆᴺഃㅧࠍ⢐ቯߔࠆᴺᢥൻ

ᣣᧄߢߪ್ⵙޔᚲߩᯏ⢻ߪޔቯߐࠇߚᴺᓞߩ⸃㉼ߢࠆ☨ޕ࿖ߢߪ್ⵙޔᚲߩᯏ⢻ߪޔ
ቯߐࠇߚᴺᓞߩ⸃㉼ߦߣߤ߹ࠄߕޟޔᴺߩ⊒☨ޔߜࠊߥߔޕࠆߦޠ࿖ߢߪޔᱜ⟵ߦㆡ
߁ᴺ߇ੱ㑆ߦࠃࠆഃㅧࠍᓙߟߎߣߥߊሽߒߡ߅ࠅ್ⵙޔᚲߪࠆߔ⊒ࠍࠇߎޔᓎഀࠍᜬ
ߞߡࠆߣⷰᔨߐࠇߡࠆߩߢޔቯߐࠇߚᴺᓞߦᛶ⸅ߒߥ㒢ࠅޔ
ޟᴺߩ⊒ߡߒߣޠᴺ
ⷙ▸ࠍޟഃㅧࠆߡࠇࠄ߇ߣߎࠆߔޠ18ޕ

ࡈࠚࠕ࡙ࠬߩㆡ↪▸࿐ࠍ㒢ቯߔߴ߈ߢࠆߣ߁⼏⺰ߪ߶ߣࠎߤߺࠄࠇߕࠈߒޔㅒߦ⪺ޔᮭᴺ
ߩਇนᰳߩ᭴ᚑⷐ⚛ߣߒߡߩߘޔᵴ↪߇Ⓧᭂ⊛ߦ⹜ߺࠄࠇߡࠆߣߒߡࠆ㧕
ޕ
13 Lessig ߪߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᮭࠍࠆ☨࿖ߩมᴺᐲ㧔⾌↪⸩⸷ޔㅴⴕ್ޔౝኈ㧕ߩਇࠍᛕ್
ߒޔߪ࡙ࠬࠕࠚࡈޔഃㅧߔࠆᮭࠍࠆߚߦᑯ⼔჻ࠍ㓹߁ᮭ߇ࠆߣ߁ߛߌߣ߹ߢㅀߴߡ
ࠆޕᗧଚኂߢࠆߣߒߡ㜞㗵ߩ⾩ఘ㗵߇ⷐ᳞ߐࠇޔଚኂߩ↳ߒ┙ߡߦኻߔࠆᑯ⼔ߦ߽ᄙ㗵ߩ⾌↪ࠍⷐ
ߔࠆታߦ߅ߡޔታޟޔᴺޔ߽ࠅࠃ࡙ࠬࠕࠚࡈߩߡߒߣޠ ⠪ᤋ↹㈩⛎ળ␠ᣂ⡞␠╬
ߦࠃࠆⷙߩᣇ߇ᯏ⢻ߒߡࠆߣਥᒛߒߡࠆ㧔ࡠࡦࠬ࠶ࠪࠣ㧔ጊᒻᶈ↢ ጟ᪉⸶㧕
ޡFREE
CULTUREޢ㧔⠍ᵒ␠2004 ᐕ㧕121 126ޔ220 224 㗁㧕
ޕ
14 Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp. of America, 464 U.S. 417 (1984)
15 Harper㧒Row, Pulishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539 (1985)
16 Campbell, 510 U.S. 569
17 Beebe೨ឝᵈ(2)21 ภ 148 149 㗁
18 Allen Farnsworth, Introduction to the Legal System of the United States, 2nd Ed. (Oceana, 1983), p44 (“The
older view was that the court in such a contingency was to discover the law among the principles of the common
law, much as a scientist discovers a natural law, and then declare it. Today it is more usual to admit that the court
creates the law somewhat as a legislature creates law, but within the narrower bounds set by the facts of case
before it.”)
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ࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᴺℂ್߽ⵙޔᚲ߇ഃㅧߒߚᴺߢࠆ☨ޕ࿖ߩ 1976 ᐕ⪺ᮭᴺߪޔ107
᧦ߦ৻⥸⊛ߥᮭ㒢ߣߒߡⷙࠍޠ࡙ࠬࠕࠚࡈޟቯߔࠆߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޕᴺℂߪޔ
ࡑࠨ࠴ࡘ࠶࠷ㅪ㇌Ꮌ࿁ⵙ್ᚲ19߇ 1841 ᐕߦਅߒߚ Folsom ઙ್20ߢ⏕┙ߐࠇޔ
್ᴺ⊒ዷߒߡ߈ߚ߽ߩߢࠅޔ1976 ᐕ⪺ᮭᴺ 107 ᧦ߩⷙቯߪ್ߩߎޔᴺࠍ⏕⊛
ߦ᧦ᢥൻߒߚ߽ߩߢࠆޕㅪ㇌⼏ળߪޔ107 ᧦ߩቯߦߚߞߡ್ⵙޟޔᚲߪ࡙ࠕࠚࡈޔ
ࠬߣߪߢࠆߩ߆߿ޔㆡ↪ߔߴ߈ߊߟ߆ߩ್ᢿⷐ⚛ߦ㑐ߔࠆᐢ▸࿐ߦࠊߚࠆቯᴺ
ߩ⺑ࠍ߃ߡޔߩޘઙߦߪࠤࠬࡃࠗࠤࠬߦߎߩᴺℂࠍㆡ↪ߔࠆߎߣߦߟ
ߡޕߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢ↱⥄ޔ107 ᧦ߪ್ⵙޔᒻᚑߐࠇߚࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᴺℂࠍᚑᢥ
ൻߔࠆߎߣࠍᗧ࿑ߔࠆ߽ߩߢߞߡࠆߥ߆ޔᗧߦ߅ߡ߽ࠍࠇߎޔᄌᦝޔᷫ❗߹ߚߪ
ᄢߔࠆߎߣࠍᗧ࿑ߔࠆ߽ߩߢߪߥߣޠޕㅀߴߡࠆ㧔1976 ᐕ⪺ᮭᴺቯߦ㑐ߔࠆਅ㒮
ႎ๔ᦠ21㧕ޕ
1976 ᐕ⪺ᮭᴺ 107 ᧦ߩⷙቯߩቯ⚻✲߆ࠄ߽ࠄ߆ߥࠃ߁ߦ☨ޔ࿖ߩᴺᢥൻߦ߅ߡ
ߪ್ⵙޔᚲߦࠃࠆᴺⷙ▸ߩഃㅧᯏ⢻߇ࠄࠇߡ߅ࠅ┙ߚ߹ޔᴺᐭ߆ࠄ߽ߘߩᯏ⢻߇ዅ㊀
ߐࠇߡࠆޕ
৻⥸ⷙቯߢࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍዉߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔᣂߚߦ⊓႐ߔࠆ㗴ߦኻߔࠆ
⸃߳ߩᨵエᕈ(flexibility)߇߽ߚࠄߐࠇࠆઁޕᣇⷙ⥸৻ޔቯߢࠆ߆ࠄߩߘޔ㗴ߦኻߔࠆ
⚿⺰ߦߟߡ੍น⢻ᕈ(certainty)߇ਲߒߊߥࠆߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔߜࠊߥߔޕዉߦࠃߞ
ߡ߇ࡦ࠱ࠣޔᄢ߈ߊ↢ߕࠆࠍ್ⵙޔߪࡦ࠱ࠣߩߎޕㅢߓߡ⫾ߩ್ⵙߚ߹ޔ
Ⓧࠍㅢߓߡ⊕ޔ㤥߇ઃߌࠄࠇߡߊⷙ⥸৻ޔߪߣߎߩߎޕቯࠍߒߡⵙ್ᚲߦౕ⊛ᴺⷙ
▸ߩᒻᚑࠍᆔߨࠆߎߣࠍᗧߔࠆޕ
ߒߚ߇ߞߡޔᣣᧄߦ৻⥸ⷙቯߢࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍዉߒߡߎࠇ߇Ⓧᭂ⊛ߦᯏ⢻ߔࠆ
ߎߣࠍᦼᓙߔࠆߦߪ್ⵙޔᚲߦࠃࠆᴺⷙ▸ߩഃㅧᯏ⢻ࠍ⢐ቯߔࠆᴺᢥൻ߇ᣣᧄߦ߽ሽߔ
ࠆߎߣ߇ᔅⷐߦߥࠈ߁ޕ

ԙ

⸷⸩ߦដ߆ࠆࠦࠬ࠻ࠍࠊߥᴺᢥൻ

ᣣᧄߩ⸷⸩ᚻ⛯ߦ߅ߡߪޔේೣߣߒߡฦᒰ⠪߇⸽ߩឭ⟵ോࠍ⽶߁ޔߡߞ߇ߚߒޕ
ቴⷰ⊛⌀ታߢߪߥߊޔਥⷰ⊛⌀ታߦၮߠߡᮭࠍ⚵┙ߡൎᢌ߇߹ߞߡߊޕ
ઁᣇ☨ޔ࿖ߩ⸷⸩ᚻ⛯ߦ߅ߡߪ߇⸩⸷ޔᆎ߹ࠆߣ್ⵙޔᚲߩࠍᓙߚߕߦޔਔᒰ
⠪ߪߘࠇߙࠇߘߩ⸷⸩ߦ㑐ㅪߔࠆߔߴߡߩ⸽ࠍ⋧ᚻᣇߦឭߔࠆ⟵ോࠍ⽶߁㧔࠺ࠖࠬࠞ
ࡃᐲ㧕
ޔߡߞ߇ߚߒޕਔᒰ⠪ߪ⸽ߩߡߴߔޔߦࠃߞߡࠄ߆ߦߐࠇߚቴⷰ⊛⌀ታ
ߦၮߠߡᮭࠍ⚵┙ߡൎᢌ߇߹ߞߡߊ☨ޔߣࠆߔ৻ޕ࿖ߩⵙ್ᐲߪᱜ⟵ߦㆡ
ఝࠇߡࠆࠃ߁ߦᕁ߃ࠆߩߎޔ߇ࠈߎߣޕᐲࠍㆇ↪ߔࠆߦߪ⤘ޔᄢߥᑯ⼔჻ߩഭജࠍᔅ

19 1891 ᐕ߹ߢޔㅪ㇌Ꮌ࿁ⵙ್ᚲߪㅪ㇌ᦨ㜞ⵙ್ᚲߩⵙ್ቭ߇ߎࠇߦෳടߔࠆߎߣߣߥߞߡ߅ࠅᧄޔઙࠍ
ᜂᒰߒߚࠬ࠻್߽ 1811 ᐕ߆ࠄ 1844 ᐕ߹ߢㅪ㇌ᦨ㜞ⵙ್ߢߞߚޕ
20 Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 (CCD Mass. 1841)
21 HOUSE REPORT NO. 94 1476
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ⷐߣߒޔᒰ⠪߆ࠄࠇ߫⤘ᄢߥⵙ್⾌↪ࠍⷐߔࠆޕ1000 ਁߩ៊ኂ⾩ఘࠍ᳞ࠆߦ߽ޔ1
ంએߩⵙ್⾌↪߇ដ߆ࠆߣ߁ߎߣ߇ߎࠆߩߪޔᣣᏱ⨥㘵ߢࠆ☨ޕ࿖ߦߪߎޔ
ߩࠃ߁ߥⵙ್ᐲߢ⦟ߒߣߔࠆᴺᢥൻ߇ሽߔࠆޕᣣᧄߦ⺧ޔ᳞㗵એߩⵙ್⾌↪߇ដ߆
ࠆᐲࠍ⦟ߒߣߔࠆᴺᢥൻ߇ሽߔࠆߢࠈ߁߆ޕ
ߩᮭ㒢ⷙቯࠍᔅⷐߦᔕߓߡ┙ᴺൻߔࠆߦߪᄙᄢߩᤨ㑆ߣ⾌↪ࠍⷐߔࠆઁޕᣇޔ
৻⥸ⷙቯߢࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍዉߔࠆߎߣߪౕޔ⊛ᴺⷙ▸߇ⵙ್ࠍㅢߓߡⵙߚ߹ޔ
್ߩ⫾Ⓧࠍㅢߓߡޔೋߡᒻᚑߐࠇࠆߎߣߦߥࠆ߇␠ࠆߔⷐߦࠇߎޔળ⊛⾌↪߽⤘ᄢߥ
߽ߩߣߥࠅ߁ࠆޕਔ⠪ߩ␠ળ⊛⾌↪ࠍᲧセߒߡߤߜࠄ߇ᄢ߈ߣࠆ߆ߩ㗴߇ࠆ߇ޔ
ᓟ⠪ߢ⦟ߒߣߔࠆᴺᢥൻ߇ᣣᧄߦሽߔࠆߩ߆ߣ߁ߎߣ߽㗴ߣߥࠈ߁ޕ

Ԛ

ᴺᦡੱญ

☨࿖ߣᣣᧄߩᴺᢥൻߩ㆑ߪޔᴺᦡੱญߩᏅߦ߽ߪߞ߈ࠅࠇߡࠆੱޕญ 10 ਁੱߚ
ࠅߩᴺᦡߩᢙߪ☨ޔ࿖߇ 356.23 ੱߢࠆߩߦኻߒߡޔᣣᧄߪ 19.61 ੱߢࠆ22⧷ޔ߅ߥޕ࿖
ߢߪห 215.94 ੱߪߢ࠷ࠗ࠼ޔห 178.47 ੱߪߢࠬࡦࡈޔห 73.37 ੱߢࠆޕ
৻⥸ⷙቯߢࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍዉߔࠆߎߣߪౕޔ⊛ᴺⷙ▸߇ⵙ್ࠍㅢߓߡߚ߹ޔ
ⵙ್ߩ⫾Ⓧࠍㅢߓߡޔೋߡᒻᚑߐࠇࠆߎߣߦߥࠆޕᣣᧄߩᴺᦡੱญߢⵙߥ߁ࠃߩߎޔ
್ᐲࠍㆇ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩ߆ߣ߁ὐ߽㗴ߣߥࠈ߁ޕ

ԛ

ዉᬌ⸛ߩኻ⽎ߣߔߴ߈ࡈࠚࠕ࡙

ࠬߩᨒ⚵ߺ

☨࿖ߩࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᴺℂߩㆡ↪▸࿐ߪޔ1841 ᐕߩ Folsom ઙ್ߢ⺀↢ߒߚ߇߽ޔ
ߣ߽ߣ⧷ޔ࿖ߩࡈࠚࠕ࠺ࠖࡦࠣߣ߶߷หߓߊޟᛕ⹏ᤨޔ⺑⸃ޔႎޔᢎ⎇ޔⓥ
߹ߚߪ⺞ᩏޠ
㧔☨࿖ 1976 ᐕ⪺ᮭᴺ 107 ᧦㧕ߦߣߤ߹ߞߡߚߩߘޕㆡ↪▸࿐߇ᄢ߈ߊᐢ
߇ߞߡ߈ߚߩߪޔ140 ᐕએߩᱧผߩᓟޔ1986 ᐕߩ Sony ઙ್23߇ޟ㕖༡⊛↪ߦޠ
ߪࡈࠚࠕ࡙ࠬߩផቯࠍਈ߃ࠆߎߣߣߥࠅ ߚ߹ޔ1991 ᐕߩ Campbell ઙ್24߇࠻ޟ
ࡦࠬࡈࠜࡑ࠹ࠖࡉ࡙ࠬ(transformative use)ߪߦޠ༡⊛↪ߢߞߡ߽ࡈࠚࠕ࡙
ࠬߩផቯࠍਈ߃ࠆߎߣߣߥߞߡ߆ࠄߢࠆޕ
ߔߥࠊߜ☨ޔ࿖ߩࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᴺℂ߇࠲ࠗࡓࠪࡈ࠹ࠖࡦࠣࠖ࠹ࡈࠪࠕࠖ࠺ࡔޔ
ࡦࠣޔࠣࡦࠕ࠾ࠫࡦࠛࠬࡃޔࠖ࠺ࡠࡄޔᬌ⚝ࠛࡦࠫࡦߥߤᛛⴚ⊒ዷߦ߁ᣂߚߥ
㗴ߦኻಣߒߡߊࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߩߪ⪺ޔᮭᴺ 107 ᧦ߩⷙቯߔࠆᨒ⚵ߺ⥄ߢߪߥߊޔ
ߘߩᨒ⚵ߺߩߥ߆ߢ⸥್߇ᛂߜ┙ߡߚޟ㕖༡⊛↪ࡉࠖ࠹ࡑࠜࡈࠬࡦ࠻ޟ߿ޠ
࡙ࠬ(transformative use)ߩޠᨒ⚵ߺߦࠆޕ1841 ᐕߩ Folsom ઙ್ߢ⏕┙ߐࠇ⪺ᮭᴺ
107 ᧦ߦᢥൻߐࠇߚᨒ⚵ߺߛߌߢߪ☨ޔ࿖ߩⵙ್ᚲߦ߅ߡߐ߃ߦߊ߆ߞߚߚߦޔ
140 ᐕએߩ㑆⧷ޔ࿖ߩࡈࠚࠕ࠺ࠖࡦࠣߣ߶߷หߓ▸࿐ߦ߅ߡߒ߆࡙ࠕࠚࡈޔ

22 ᦨ㜞ⵙ್ᚲ✬್ⵙޟᚲ࠺࠲ࡉ࠶ࠢ 2008ޠ
㧔2008 ᐕ⽷ޔ࿅ᴺੱ್⺞ᩏળ㧕28 㗁ޕ
23 Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984)
24 Campbell v. Acuff Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)
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ࠬߩᴺℂߩㆡ↪߇ࠄࠇߡߎߥ߆ߞߚ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕ
ߒߚ߇ߞߡޔᣣᧄߦࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᴺℂࠍዉߔࠆ႐ว⪺ޔᮭᴺ 107 ᧦ߩⷙቯߔࠆ
ᨒ⚵ߺࠍዉߔࠆߛߌߢߪ☨ޔ࿖ߩ 1841 ᐕ߆ࠄ 1986 ᐕ߹ߢߩ 140 ᐕ㑆ߣหߓンࠍ〯ߎ
ߣߦߥࠆෂ㒾߇ࠆ☨ޕ࿖ߩࡈࠚࠕ࡙ࠬߩᴺℂߩ⊒ዷߦ⌕⋡ߒߡߎࠇࠍขࠅࠇࠃ߁
ߣߔࠆߥࠄ߫ޔ⸥್߇ᛂߜ┙ߡߚޟ㕖༡⊛↪࡙ࡉࠖ࠹ࡑࠜࡈࠬࡦ࠻ޟ߿ޠ
ࠬ(transformative use)ߩޠᨒ⚵ߺߣߣ߽ߦዉߔࠆߎߣࠍᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠈ߁ޕ

㧔╙Τ┨ 4.㧔1㧕
㧔2㧕ၫ╩⠪㧦
㧔╙Τ┨ 4.㧔3㧕ၫ╩⠪㧦
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㤗ሶ㧕
ጊᧄ㓉ม㧕

⧷࿖ߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯߩേะߦߟߡ

5.

㧔1㧕

⧷࿖⪺ᮭᐲߩⷐ

Ԙ

⪺ᮭᐲߩᴺḮ

⧷࿖ߦ߅ߌࠆⴕ⪺ᮭᴺߪޔ1988 ᐕ 11  15 ᣣቯ㧔1989 ᐕ 8  1 ᣣᣉⴕ㧕ߩ 1988
ᐕ⪺ᮭᴺ ߢࠆޕ1988 ᐕ⪺ᮭᴺߦࠃߞߡޔᣥޟThe Copyright Act 1956ߩߘ߮ࠃ߅ޠᡷ
ᱜᴺߪోᑄߐࠇߚޕ
ߥ߅ޔ1988 ᐕ⪺ᮭᴺߪ⪺ࠄ߬ߞ߽ޔᮭࠍⷙቯߔࠆ߇ߣ⸵․ޔᗧඅߦ㑐ㅪߔࠆⷙቯ߽
⸵․ޕᮭߦߟߡߪޔਥߚࠆᴺḮߪޟThe Patents Act 1977ޔࠅߢޠ1988 ᐕ⪺ᮭᴺߪ
ᑯℂ჻(patent agents; trade mark agents)ߩⷙ㧔╙ 5 ㇱ㧕ߣ․⸵⋵ⵙ್ᚲ(patent county court)
ߩഃ⸳㧔╙ 6 ㇱ㧕ߥߤࠍⷙቯߔࠆޔߚ߹ޕᗧඅᮭߦ㑐ߒߡߪ⊓ޔ㍳ᗧඅߩਥߚࠆᴺḮߪޟThe
Registered Designs Act 1949ޔࠅߢޠ1988 ᐕ⪺ᮭᴺߪหᴺߩୃᱜ㧔╙ 4 ㇱ㧕ߣᧂ⊓㍳ᗧඅ
ߩ⼔㧔╙ 3 ㇱ㧕ߦߟߡⷙቯߔࠆޕ

ԙ
a)

⪺ᮭᐲߩ․ᓽ
⼔ᐲߩⷐ

1988 ᐕ⪺ᮭᴺߪޔએਅߩ 4 ߟߩ߽ߩࠍ⼔ߒߡࠆ㧔1 ᧦ 1 㗄ޔ180 ᧦ 1 㗄㧕߇ߩߘޔ
ᒻᑼⷐޔઙޔᮭ߅ࠃ߮⼔ᦼ㑆ߥߤߦ㆑ࠍ⸳ߌߡࠆޕ
⸒⺆ޔṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚߩ⪺‛
㍳㖸‛ޔᤋ↹߹ߚߪㅍ
⊒ⴕߐࠇߚ

ߩශ㈩

ታṶ
b)

⸒⺆ޔṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚߩ⪺‛
1988 ᐕ⪺ᮭᴺߦ߅ߌࠆޔ⺆⸒ޟṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚߩ⪺‛ޠᔨߪᐢߊޔᤋ↹ߩ

⪺‛ࠍ㒰ߡޔᣣᧄᴺߩ⪺‛ߩࠞ࠹ࠧࠍߔߴߡ൮ߔࠆ⪺ߩ⺆⸒ޔߜࠊߥߔޕ
‛ߦߪޔᣣᧄᴺߩ⸒⺆ߩ⪺‛ߩ߶߆⪺ࡓࠣࡠࡊޔ‛✬ޔ㓸⪺‛ࡌ࠲࠺ޔ
ࠬ߇߹ࠇࠆ㧔3 ᧦ 1 㗄㧕ޕṶߩ⪺‛ߦߪޔᣣᧄᴺߩ⥰〭߹ߚߪή⸒ߩ⪺‛߇
߹ࠇࠆ㧔3 ᧦ 1 㗄㧕⪺ߩⴚ⟤ޕ‛ߦߪޔᣣᧄᴺߩ⟤ⴚߩ⪺‛ߩ߶߆ޔ࿑ᒻߩ⪺‛ޔ
౮⌀ߩ⪺‛ޔᑪ▽ߩ⪺‛߇߹ࠇࠆ㧔4 ᧦ 1 㗄㧕ޕ
ߎࠇࠄߩ⪺‛߇⪺ᮭߦࠃࠆ⼔ࠍฃߌࠆߦߪޔഃᕈ(originality)߇ⷐઙߣߐࠇߡࠆޕ
್ߦࠃࠇ߫ߩߎޟޔ㑐ଥߦ߅ߡޡޔഃ⊛⪺ޔߪ⪲⸒߁ߣޢ‛߇ഃ⊛ߥ߹ߚߪഃ
ᗧߦንࠎߛᕁᗐࠍߒߚ߽ߩߢࠆᔅⷐ߇ࠆࠍߣߎ߁ߣޔᗧߔࠆࠊߌߢߪߥޕ
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⪺ᮭᴺߪߩࠕ࠺ࠗࠕޔഃᕈࠍ㗴ߦߔࠆ߽ߩߢߪߥߊޔᕁᗐߩࠍ⪺ߩ⺆⸒ޔ‛
ߦ߅ߡߪᵴሼ߹ߚߪ╩⸥ߐࠇߚ߽ߩߦ߅ߌࠆᕁᗐߩࠍޔ㗴ߦߔࠆ߽ߩߢࠆޕᔅ
ⷐߥഃᕈߪޔᒰᕁᗐߩߦ㑐ଥߔࠆ⪺ޔߒ߆ߒޕᮭᴺߪޔᒰ߇ഃ⊛߹ߚ
ߪᣂⷙߩᒻᑼߢࠆߎߣࠍⷐ᳞ߔࠆ߽ߩߢߪߥߊ⪺ޔ‛߇ઁߩ⪺‛ߩࠦࡇߢߥߎ
ߣ߇ࠇߘߜࠊߥߔޔᒰ⪺⠪ߦࠃߞߡ↢ߺߐࠇࠆߎߣࠍⷐ᳞ߔࠆ߽ߩߢࠆߐ⸃ߣޠޕ
ࠇߡࠆޕ
⸒⺆ޔṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚߩ⪺‛ߦߟߡߪ⪺ߩߘޔ⠪ߦ⪺ᮭߣ⪺⠪ੱᩰᮭ
߇ਈ߃ࠄࠇࠆ㧔11 ᧦ 1 㗄ޔ77 ᧦ޔ80 ᧦㧕ޔߒߛߚޕᓥᬺຬߩ⡯ോ⪺ߦኻߔࠆ⪺ᮭߪޔ
ߘߩ↪⠪ߦᏫዻߔࠆ㧔11 ᧦ 2 㗄㧕ޕ
⪺ᮭߩౝኈߪޔⶄޔ㗏Ꮣ⾉ޔਈޔታṶᤋṶᄼޔㅍޔ⠡᩺⠡᩺↪ߦኻߔ
ࠆឃઁ⊛ᮭߢࠆ㧔16 ᧦ 1 㗄㧕⪺ޔߡߞ߇ߚߒޕᮭߩౝኈߪޔᣣᧄߦ߅ߌࠆ߽ߩߣ߶߷
ห৻ߢࠆޕ
⪺⠪ੱᩰᮭߩౝኈߪޔ᳁ฬ␜ᮭ(right to be identified as author)߅ࠃ߮ห৻ᕈᜬᮭ(right
to object to derogatory treatment of work)ߢࠆ㧔77 ᧦ޔ80 ᧦㧕⧷ޕ࿖ᴺߩห৻ᕈᜬᮭߪޔ
ᣣᧄᴺߩࠃ߁ߥᡷᄌ৻⥸ࠍኻ⽎ߣߔࠆᮭߢߪߥߊ ⚂᧦࡞ࡌޔ6 ᧦ߩ 2 ߣห᭽ߦޔၮᧄ
⊛ߦฬჿᦸࠍኂߔࠆᡷᄌߩߺࠍኻ⽎ߣߔࠆᮭߢࠆޕ
⸒⺆ޔṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚߩ⪺‛ߦኻߔࠆ⪺ᮭ߅ࠃ߮⪺⠪ੱᩰᮭߩሽ⛯ᦼ㑆ߪޔ
ේೣߣߒߡᱫᓟ 70 ᐕߢࠆ㧔12 ᧦ޔ86 ᧦㧕ޕ
c) ㍳㖸‛ޔᤋ↹߹ߚߪㅍ
㍳㖸‛ޔᤋ↹߹ߚߪㅍߪ⪺ޔ‛ߣߒߡ⼔ࠍฃߌࠆ߇ޔഃᕈߪⷐઙߣߪߐࠇߡ
ߥޕ
⪺ᮭߪޔ㍳㖸‛ޔᤋ↹߹ߚߪㅍߦߟߡߪߘߩ⪺⠪ߦਈ߃ࠄࠇࠆ㧔11 ᧦ 1 㗄㧕ޕ㍳
㖸‛ߦߟߡߪߘߩ⠪߇ޔᤋ↹ߦߟߡߪߘߩ⠪߅ࠃ߮ਥߚࠆ⋙〈߇ޔㅍߦߟ
ߡߪߘߩㅍࠍⴕ߁⠪߇⪺ޔ⠪ߣߐࠇࠆ㧔9 ᧦ 2 㗄㧕ޔߒߛߚޕᤋ↹ߦ㑐ߒߡߪޔᓥᬺ
ຬߦࠃࠆ⡯ോ⪺ߦኻߔࠆ⪺ᮭߪߘߩ↪⠪ߦᏫዻߔࠆ㧔11 ᧦ 2 㗄㧕ޕ
⪺ᮭߩౝኈߪޔ⠡᩺⠡᩺↪ߦኻߔࠆᮭࠍ㒰ߡޔ⺆⸒ޔṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚ
ߩ⪺‛ߩ႐วߣห᭽ߢࠆ㧔16 ᧦ 1 㗄㧕ޕ⠡᩺⠡᩺↪ߦኻߔࠆᮭߪߡࠇࠄޔ
ߥ㧔21 ᧦㧕
ޕ
㍳㖸‛ߦኻߔࠆ⪺ᮭߩሽ⛯ᦼ㑆ߪޔᓟ㧔߹ߚߪᓟ㧕50 ᐕߢࠆ㧔13A ᧦㧕ޕᤋ
↹ߦኻߔࠆ⪺ᮭߩሽ⛯ᦼ㑆ߪޔේೣߣߒߡޔਥߚࠆ⋙〈ޔ⣉ᧄߩ⪺⠪ޔบ⹖ߩ⪺⠪
߹ߚߪ㖸ᭉߩᦛ⠪ߩ߁ߜᦨᓟߦᱫߒߚ⠪ߩᱫ߆ࠄ 70 ᐕߢࠆ㧔13B ᧦㧕ޕㅍߦኻߔ
ࠆ⪺ᮭߩሽ⛯ᦼ㑆ߪޔේೣߣߒߡޔㅍߩߣ߈߆ࠄ 50 ᐕߢࠆ㧔14 ᧦㧕ޕ
⪺⠪ੱᩰᮭߪޔᤋ↹ߩ⋙〈ߦߩߺਈ߃ࠄࠇࠆ㧔77 ᧦ޔ80 ᧦㧕ޕᤋ↹ߩ⋙〈ߦਈ߃ࠄࠇ
ࠆ⪺⠪ੱᩰᮭߩౝኈߪޔ⺆⸒ޔṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚߩ⪺‛ߩ႐วߣห᭽ߢࠆޕᤋ
↹ߩ⋙〈ߦਈ߃ࠄࠇࠆ⪺⠪ੱᩰᮭߩሽ⛯ᦼ㑆ߪޔᒰᤋ↹ߦኻߔࠆ⪺ᮭߩሽ⛯ᦼ㑆ߣ
ห৻ߢࠆ㧔86 ᧦㧕ޕ
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⊒ⴕߐࠇߚ

d)

⊒ⴕߐࠇߚ

ߩශ㈩
ߩශ㈩ߪ⪺ޔ‛ߣߒߡ⼔ࠍฃߌࠆ߇ޔഃᕈߪⷐઙߣߪߐࠇߡ

ߥޕ
⊒ⴕߐࠇߚ

ߩශ㈩ߦߟߡ߽⪺ߩߘޔ⠪ߦ⪺ᮭ߇ਈ߃ࠄࠇࠆ㧔11 ᧦ 1 㗄ޔ77

᧦ޔ80 ᧦㧕⪺ޕ⠪ੱᩰᮭߪਈ߃ࠄࠇߡߥߚࠇߐⴕ⊒ޕ

ߩශ㈩ߦߟߡߪߘߩ⊒

ⴕ⠪߇⪺ޔ⠪ߣߐࠇࠆ㧔9 ᧦ 2 㗄㧕ޕ
⪺ᮭߩౝኈߪޔ⠡᩺⠡᩺↪ߦኻߔࠆᮭࠍ㒰ߡޔ⺆⸒ޔṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚ
ߩ⪺‛ߩ႐วߣห᭽ߢࠆ㧔16 ᧦ 1 㗄㧕ޕ⠡᩺⠡᩺↪ߦኻߔࠆᮭߪߡࠇࠄޔ
ߥ㧔21 ᧦㧕
ޕ
⊒ⴕߐࠇߚ

ߩශ㈩ߦኻߔࠆ⪺ᮭߩሽ⛯ᦼ㑆ߪᦨޔೋߩ⊒ⴕߩߣ߈߆ࠄ 25 ᐕߢ

ࠆ㧔15 ᧦㧕ޕ
ታṶ

e)

ታṶߪ⪺ޔ‛ߩᨒᄖߢ⼔ߐࠇߡࠆ㧔180 ᧦એਅ㧕ޕ
⼔ߩኻ⽎ߣߥࠆታṶߪޔṶ⊛ታṶޔ㖸ᭉ⊛ታṶ⪺⺆⸒ޔ‛ߩᦶ⺒߽ߒߊᥧ໒߹ߚ
ߪࡃࠛ࠹࡚ࠖࠪߢߩⴕὑ߽ߒߊߪ㘃ૃߩߖ‛ߢࠆ↢ߩታṶߣߐࠇࠆ㧔180 ᧦ 3 㗄㧕ޕ
ታṶ⠪ߦߪ⚻ޔᷣ⊛ᮭߣߒߡޔ㍳㖸㍳↹㧔182 ᧦㧕ⶄޔ㧔182A ᧦㧕ޔ㗏Ꮣ㧔182B ᧦㧕
ޔ
⾉ਈ㧔182C ᧦㧕ⴐޔଏਈ㧔182CA ᧦㧕ޔᤋṶᄼ㧔183 ᧦㧕߅ࠃ߮ャᚲᜬ╬㧔184
᧦㧕ߦኻߔࠆหᗧᮭߦ߮ࠄߥޔṶᄼㅍߦኻߔࠆႎ㈽⺧᳞ᮭ㧔182D ᧦㧕߇ਈ߃ࠄࠇߡ
ࠆޕ
߹ߚޔታṶኅߦߪੱޔᩰᮭߣߒߡ᳁ฬ␜ᮭ(right to be identified as performer)߅ࠃ߮ห৻
ᕈᜬᮭ(right to object to derogatory treatment)߇ਈ߃ࠄࠇߡࠆ㧔205C ᧦ޔ205F ᧦㧕ޕ
ઁᣇޔታṶߩ㍳㖸㍳↹ᮭ⠪ߜࠊߥߔޔታṶߩᬺ⊛↪ࠍ⋡⊛ߣߔࠆ⁛භ⊛㍳㖸㍳
↹ᄾ⚂ߦၮߠߡታṶኅ߆ࠄߘߩታṶߩ⁛භ⊛㍳㖸㍳↹ߩ⸵⻌ࠍฃߌߚ⠪㧔185 ᧦㧕ߦߪޔ
ታṶኅߩหᗧࠍᓧߥήᢿ㍳㖸㍳↹ߦኻߒߡ⚻ޔᷣ⊛ᮭߣߒߡޔ㍳㖸㍳↹ᮭ㧔186 ᧦㧕ޔ
ᤋṶᄼㅍᮭ㧔187 ᧦㧕߅ࠃ߮ャޔᚲᜬ╬ߦኻߔࠆᮭ㧔188 ᧦㧕߇ਈ߃ࠄࠇߡ
ࠆޕ
ታṶኅߩ⚻ᷣ⊛ᮭ߅ࠃ߮ੱᩰᮭߥࠄ߮ߦታṶߩ㍳㖸㍳↹ᮭ⠪ߩᮭሽ⛯ᦼ㑆ߪޔታ
Ṷᓟ㧔߹ߚߪᓟ㧕50 ᐕߢࠆ㧔191 ᧦ޔ205I ᧦㧕ޕ

Ԛ

⪺ᮭ⸷⸩ߩⵙ್ᐲ

᳃ߩ⪺ᮭ⸷⸩ߦኻߒߡ ╙ޔ1 ክߩ৻⥸⊛ⵙ್▤ロᮭࠍᜬߟߩߪ㜞╬ᴺ㒮㧔High Court㧕
ߢࠆޕ㜞╬ᴺ㒮ߩⴧᐔᴺㇱ㧔Chancery Division㧕߇⪺ᮭઙࠍᜂᒰߔࠆ⪺ޕᮭ⸷⸩ߦ
ߟߡߪޔ㜞╬ᴺ㒮ߩ߶߆⸷ޔ㗵ߩ㒢ࠍฃߌࠆ߇ޔฦ⋵ߦ⟎߆ࠇߚ⋵ⵙ್ᚲ(county court)
߽╙ 1 ክߩⵙ್▤ロᮭࠍᜬߟ್ⵙ⋵⸵․ޔ߅ߥޕᚲ(patent county court)ߪ․⸵ઙߦߟߡ
ߪ⸷㗵ߩ㒢ࠍฃߌߥޕ
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᳃ߩ⪺ᮭઙߦߟߡប⸷ክߩⵙ್ᮭࠍᜬߟߩߪޔប⸷㒮㧔Court of Appeals㧕ߢࠅޔ
ߘߩ᳃ㇱ㧔Civil Division㧕߇ߎࠇࠍᜂᒰߔࠆޕ
๔ክߩⵙ್ᮭࠍᜬߟߩߪ⾆ᣖ㒮㧔House of Lords㧕ߢࠆ⾆ޕᣖ㒮ߪޔᴺᓞኾ㐷ኅߩߺ
߆ࠄߥࠆળᦼࠍ㐿ߡⵙ್ࠍⴕ߁ޕ

㧔2㧕

ᮭ㒢ߩᨒ⚵ߺ

Ԙ

ᮭ㒢ⷙቯߩⷐ

⪺ᮭߦኻߒߡߪޔว⸘ 16 ▵ޔ67 ࡩ᧦ߩᮭ㒢ⷙቯࠍ⟎ߡࠆ㧔27 ᧦ߥߒ 76 ᧦
1

㧕⪺ޕ⠪ੱᩰᮭߦኻߒߡߪޔ2 ࡩ᧦ߩᮭ㒢ⷙቯࠍ⟎ߡࠆ㧔79 ᧦ޔ81 ᧦㧕ޔߚ߹ޕ

ታṶߦኻߔࠆ⚻ᷣ⊛ᮭߦኻߒߡ߽ޔ2 ࡩ᧦ߩᮭ㒢ⷙቯࠍ⟎ߡࠆ㧔189 ᧦ޔ190 ᧦㧕ޕ
એߩᮭ㒢ⷙቯߪߕࠇ߽⊛ߥᮭ㒢ⷙቯߢࠅߥ⊛⥸৻ޔᮭ㒢ⷙቯߪ
ሽߒߥޕ

ԙ

ࡈࠚࠕ࠺ࠖ

ࡦࠣᴺℂ

1988 ᐕ⪺ᮭᴺߦ߅ߡ(ࠣࡦࠖ࠺ࠕࠚࡈޟޔfair dealing)ޠ㧔ᱜ↪㧕ࠍቯࠆᮭ
㒢ⷙቯߪޔએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ

ޟ㕖ᬺ⊛⋡⊛ߩ⎇ⓥߩߚߦ⸒⺆ޔṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚߩ⪺‛ࠍᱜߦ↪
ߔࠆߎߣߪޔචಽߥᚲ␜ࠍ߁ߎߣࠍ᧦ઙߣߒߡޔᒰ⪺‛ߦኻߔࠆ⪺ᮭ
ࠍଚኂߒߥޠޕ㧔29 ᧦ 1 㗄㧕
⊛⑳ޟቇ⠌ߩߚߦ⸒⺆ޔṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚߩ⪺‛ࠍᱜߦ↪ߔࠆߎߣߪޔ
ᒰ⪺‛ߦኻߔࠆ⪺ᮭࠍଚኂߒߥޠޕ㧔29 ᧦ 1C 㗄㧕
⎇ޟⓥ߹ߚߪ⑳⊛ቇ⠌ߩߚߦ

ߐࠇߚ

ߩශ㈩ࠍᱜߦ↪ߔࠆߎߣߪޔ

ᒰ㈩ߦኻߔࠆ⪺ᮭࠍଚኂߒߥޠޕ㧔29 ᧦ 2 㗄㧕
ޟᒰ⪺‛߽ߒߊߪઁߩ⪺‛߹ߚߪ⪺‛ߩታṶࠍᛕ್߹ߚߪ⹏⺰ߔࠆߚߦ
ᒰ⪺‛ࠍᱜߦ↪ߔࠆߎߣߪޔᒰ⪺‛ߦኻߔࠆ⪺ᮭࠍଚኂߒߥޠޕ
㧔30
᧦ 1 㗄㧕
ᤨޟႎߩ⋡⊛ߢ⪺‛ࠍᱜߦ↪ߔࠆߎߣߪޔචಽߥᚲ␜ࠍ߁ߎߣࠍ
᧦ઙߣߒߡޔᒰ⪺‛ߦኻߔࠆ⪺ᮭࠍଚኂߒߥޠޕ
㧔30 ᧦ 2 㗄㧕
ߩⴐߦߢߔޟ↪ߦଏߐࠇߡࠆ⸒⺆ޔṶޔ㖸ᭉ߹ߚߪ⟤ⴚߩ⪺‛ߦኻߔࠆ
⪺ᮭߪޔᬺߩㆊ⒟ߦ߅ߡ߹ߚߪᬺߩḰߩㆊ⒟ߦ߅ߡⴕࠊࠇࠆⶄߦࠃ

1 28A, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 36A, 40A, 44A, 50A, 50B, 50BA, 50C, 50D, 66A, 73A ߩฦ᧦ࠍޕ
2007 ᐕ 5  3 ᣣߩ 1988 ᐕ⪺ᮭᴺߦၮߠߊޕ
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ߞߡଚኂߐࠇߥ(ޔߒߛߚޕa)ᒰ⪺‛ࠍᱜߦ↪ߔࠆߎߣ(ޔb)ᬺࠍⴕ߁⠪
߹ߚߪᬺࠍฃߌࠆ⠪ߦࠃߞߡ߅ߎߥࠊࠇࠆߎߣ(ޔc)ⶄ౮ᚻᲑߦࠃࠄߥߎߣ߅ޔ
ࠃ߮(d)චಽߥᚲ␜ࠍ߁ߎߣࠍ᧦ઙߣߔࠆޠޕ㧔32 ᧦ 2A 㗄㧕

એߩߣ߅ࠅ⧷ޔ࿖ߩ⪺ᮭᐲߩޔߪޠࠣࡦࠖ࠺ࠕࠚࡈޟ29 ᧦ޔ30 ᧦߅ࠃ߮
32 ᧦ߦၮߠߊᮭ㒢ߦⷐޔઙߣߒߡᜬߜㄟ߹ࠇߚⷙ▸ᔨߢࠆޕฦⷙቯߩㆡ↪ޔ
ࡈޟ
ࠚࠕ࠺ࠖࡦࠣ㧔ᱜ↪㧕್ⵙޔߪޠቭߦࠃࠆ⾰⊛ߥ⹏ଔࠍฃߌࠇࠆὐߦ߅ߡߪޔ
ᨵエߢࠆ߇ޔฦⷙቯߩ⎇ޟⓥ⊛⑳ޟޔޠቇ⠌ޟޔޠᛕ್ᤨޟޔޠ⺰⹏ޟޔޠႎޟޔޠᬺߣޠ
߁ⷐઙ߇ࠆߩߢߥ⊛⥸৻ޔᮭ㒢ⷙቯߣߒߡᯏ⢻ߔࠆࠊߌߢߪߥޔߚ߹ޕ29 ᧦ޔ
30 ᧦߅ࠃ߮ 32 ᧦߇ⷙቯᄖߩᘒߦ㘃ផㆡ↪ߐࠇߚߎߣߪߥࠃ߁ߢࠆ2ޕ
߶ߣࠎߤቢోߦߩᮭ㒢ⷙቯߦଐߒߡࠆὐߦ߅ߡ⧷ޔ࿖⪺ᮭᴺߪࠚࡈޟޔ
ࠕ࡙ࠬߩޠᔨ߇৻⥸⊛߆ߟਛᔃ⊛ߥㆡ↪▸࿐ࠍᜬߞߡࠆ☨࿖ᴺߣߪ⇣ߥߞߡࠆ3ޕ
ᱧผ⊛ߦߪ⧷ޔ࿖ߦ߅ߡ߽ߥ⊛⥸৻ޔᮭ㒢ߣߒߡߩޠ࡙ࠬࠕࠚࡈޟᔨ߇್
ᴺሽߒߡߚ4ޕ1710 ᐕߦᦨೋߩ⪺ᮭᴺߢࠆࠕࡦᴺ߇ቯߐࠇߚ߇ޔ1741 ᐕߩ
Gyles v. Wilcox (1741) 2 Atk 141 ್ߦ߅ߡޟޔᱜߥⷐ⚂(ޠfair abridgement)ߪ⪺ᮭ⠪ߩ
⸵⻌߇ߥߊߡ߽⪺ᮭଚኂߢߪߥߣ್␜ߐࠇߚ್ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈߩߎޕᴺℂߪޔㆡ
↪▸࿐ࠍᐢߍߡߎߩ್એ㒠৻⥸ᴺℂߣߒߡ⊒ዷߒߡߞߚޕ1911 ᐕ⪺ᮭᴺߪ߹ࠇߘޔ
ߢࡈࠚࠕ࡙ࠬߣߒߡࠄࠇߚߣߎࠈߦᓥߞߡ⊛⑳ޟޔቇ⠌⎇ޔⓥޔᛕ್ߚ߹ޔ⺰⹏ޔ
ߪᣂ⡞ߩⷐ⚂ࠍ⋡⊛ߣߒߡ⪺‛ࠍᱜߦ↪ߔࠆߎߣ⪺ߪޠᮭଚኂߦᒰߚࠄߥߣߩ
ⷙߩޠࠣࡦࠖ࠺ࠕࠚࡈޟቯࠍ⟎ߚⷙߩߎޔߒ߆ߒޕቯߪ⸥⋡⊛એᄖߩ↪ߦߟ
ߡࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍߥ⿰ᣦߣߪᔅߕߒ߽ℂ⸃ߐࠇߡߥ߆ߞߚ߇ޔ1916 ᐕએ㒠ޔ
್5ߪޔ⸥⋡⊛એᄖߩ↪ߦߟߡࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍߕߚ߹ޔ⸥⋡⊛ߩࡈࠚࠕ
࠺ࠖࡦࠣߦߟߡ߽㒢⊛ߥ⸃㉼ࠍណߞߡ߈ߚޕ

Ԛ
a)

৻⥸⊛ߥᮭ㒢ⷙቯߦኻߔࠆ┙ᴺേะ
┙ᴺ⁁ᴫ

1977 ᐕߩޟthe Whitford Committee Reportޠ6߇৻⥸⊛ᮭ㒢ⷙቯߣߒߡࡈࠚࠕ࡙ࠬ
ߩណ↪ࠍ൘๔ߒߚߎߣ߇ࠆ߇⼏ޔળߪߎࠇࠍណ↪ߒߥ߆ߞߚ7ޕ
ᒰ൘๔ߩౝኈߪ⪺ࠆߥ߆ޟޔ‛ߢߞߡ߽⋉ߦ㑐ଥߔࠆน⢻ᕈ߇ࠅޔᛕ⹏ᛕ್
ߒޔᬌ⸛ߒ߹ߚ⸛⼏ߔࠆ⥄↱ߪޔේೣߣߒߡ․ޔቯߩᒻᑼ㧔ޡᛕ್ޡ߿ޢᛕ⹏ᤨޡ߿ޢߩ

2 Burrell & Coleman, Copyright Exceptions: the Digital Impact (Cambridge University Press, 2005)(“Burrell”),
pp253 263
3 Cornish, p475
4 Burrell, pp253 263
5 ೨ឝ University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd [1916] 2 Ch 601 at 608; British Oxygen v
Liquid Air [1925] 1 Ch 383; Hawkes and Sons v Paramount Films Services [1934] 1 Ch 593
6 Report of the Committee to Consider the Law on Copyright and Designs, Cmnd 6732 (1977)
7 Reform of the Law relating Copyright, Designs and Performers’ Protection: A Consultative Document, Cmnd
8302 (1981)
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ႎޢ㧕߹ߚߪ․ቯߩᇦ㧔ᣂ⡞߿㔀߿ቯᦼೀⴕ‛߿ㅍ߿ᤋ↹㧕ߦ㒢ߐࠇࠆߴ߈ߢߪ
ߥ̖̖ޕᚒߦޢࠣࡦࠖ࠺ࠕࠚࡈޡޔߪޘ㑐ߒߡ⪺ޔ‛߹ߚߪߘߩ⋡⊛‛ߩㅢᏱߩ
↪ࠍᅹߍߕ߆ߟ⪺ᮭ⠪ߩᱜᒰߥ⋉ࠍਇᒰߦኂߔࠆߎߣߩߥ৻⥸⊛ᄖⷙቯࠍ൘๔
ߔࠆ߽ߩߢࠆޕߚߞߢߩ߽߁ߣޠޕ
⼏ળߪߩߎޔ൘๔ࠍޔ
⪺ޟᮭ⠪ߩᮭࠍ⼔ߔࠆߢ⪺ᮭ⠪߇⚻㛎ߒߚ࿎㔍ߦ㐓ߺࠆ
ߣޔᐭߦߪޔၮᧄ⊛ߥ⪺ᮭߦኻߔࠆߐࠄߥࠆᶐ㘩ࠍ↢ߕࠆ߅ߘࠇߩࠆᡷᱜࠍⴕ߁ߎ
ߣ߇ᱜᒰൻߐࠇࠆߣߪᕁࠊࠇߥޕ
ޔߡߒߣޠㅌߌߚޕ
b)

ቇ⺑
Burrell & Coleman, Copyright Exceptions: the Digital Impact (Cambridge University Press,

2005)ߦࠃࠇ߫ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔណ↪ߦߟߡߩ⾥ุਔ⺰ߩ⼏⺰ߪ⛯ߡࠆ߇ޔหᦠߪ
ߘࠇࠄࠍ〯߹߃ߡࡈࠚࠕ࡙ࠬߩណ↪ߦኻߔࠆℂ↱ࠍએਅߩࠃ߁ߦㅀߴࠆޕ

⧷ޔߪߡ߅ߦ┨ᧄޟ࿖ߘߩઁߩ࿖ߦ߅ߡࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ᛫ᑯࠍណ↪ߔࠆߎߣࠍᬌ⸛
ߔߴ߈ߢࠆߣߩ↪⠪ነࠅߩᄙᢙߩ⼂⠪߇ឭߔࠆ⼏⺰ߦޔὶὐࠍᒰߡߡ߈ߚޕᚒ߽ޘ
ߎߩࠃ߁ߥ⼂⠪ߩ ᔨߩᄙߊ⋥⎬ߩ࠴ࡠࡊࠕߩⴕߦ․ޔᕈߦ㑐ߔࠆ ᔨࠍߔࠆ߽
ߩߢߪࠆ߇ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ᛫ᑯࠍណ↪ߔߴ߈ߣߩᗧߪޔᚒߥ߹ߑ߹ߐޔߪߦޘℂ
↱߆ࠄ⊛ᄖࠇߥࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ ╙ޕ1 ߦߥ߁ࠃߩߎޔᗧ߇ᴺᓞᡷᱜߩᔅⷐᕈߦᵈᗧࠍะ
ߌߡࠆ㒢ࠅߦ߅ߡߥ߁ࠃߩߎޔᗧߪޔᮭ㒢ⷙቯߩㆡ↪ߩࠍ㒢ߔࠆߎߣߦߟ
ߡมᴺ߇ᨐߚߒߡ߈ߚᓎഀߦኻߒߡᵈᗧࠍ߅ࠈߘ߆ߦߔࠆ߽ߩߢࠆߦߢߔޕࠄ߆ߦ
ߒߚࠃ߁ߦ್ⵙޔߪߣߎߩߎޔቭ߇↪⠪ߩ┙႐ࠍ⚵❱⊛ߦ㒖ኂߒߡ߈ߚߣ߁ᗧߢ߽ޔ
ᣢሽߩᮭ㒢ⷙቯߦߟߡᨵエߥ⸃㉼ࠍណ↪ߔࠆⵙ್߇ߥ߆ߞߚߣ߁ᗧߢ߽ߥ
ࠈߒޕ㗴ߪ್ⵙޔቭ߇↪⠪ߩ⋉ߦኻߔࠆㆡಾߥ⠨ᘦࠍ߅ࠈߘ߆ߦߒߡ߈ߚߣ
߁ⴕേ᭽ᑼࠍޔ㐳ᦼߦࠊߚߞߡޔߔߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ߁ߎߣߦࠆޔ߃ࠁࠇߘޕᘒᐲ
߇ᄌࠊࠄߥ㒢ࠅᣂߒ᛫ᑯ߽ⴕߩᨒ⚵ߺߣหߓߊߔߋߦ⎬⋥ൻߒߡߒ߹߁ߩߢޔᴺᓞ
ᡷᱜߩᔅⷐᕈߩߺߩὶὐࠍᒰߡߚឭ᩺ߪ⼊ޔᚓߒߥ߇ࠄᛒ߁ᔅⷐ߇ࠆ ╙ޕ2 ߦޔᴺᓞᢥ
ൻߩ㗴߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ᛫ᑯߩ⾥ห⠪ߦࠃߞߡ⺰ߓࠄࠇߡࠆ߇ߩߎޔ᛫ᑯ߇⧷࿖ߩ
⪺ᮭᐲߦ߅ߡోߊߩ⇣‛ߢߪߥߎߣߪㅢߔࠆᱧผ߇␜ߒߡࠆߣ߁ߦߣߤ߹
ࠅߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔ᛫ᑯߩឭ໒⠪ߪ☨ޔ࿖ᵹߩࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ᛫ᑯ߇ోߊ⇣ߥࠆᴺ⊛
ⅣႺਅߦ߅ߡߤߩࠃ߁ߦᯏ⢻ߒߡࠆ߆ߦߟߡ߶ߣࠎߤᬌ⸛ߒߡߥ ╙ޕ3 ߦࡈޔ
ࠚࠕ࡙ࠬߩ᛫ᑯߩឭ໒⠪ߪ⊛⥸৻ޔᮭ㒢߇᧪ߦ߅ߡߡߊᣇะࠍᒻᚑߒ
ߡ߈ߘ߁ߥฦ⒳ߩജࠍ⠨ᘦߦࠇߡߥޕ
ޠ

c) ࠟࡢ࠭⺞ᩏ㧔Gowers Review of Intellectual Property November 2006㧕
2005 ᐕ 12 ⧷ޔ࿖⽷ോᄢ⤿ޔㅢ↥ᬺᄢ⤿߅ࠃ߮ᢥൻࡔ࠺ࠖࠕࠬࡐ࠷ᄢ⤿ߪࡈޔ
ࠖ࠽ࡦࠪࡖ࡞࠲ࠗࡓ࠭ߩ✬㓸㐳ߢߞߚࠟࡢ࠭᳁ߦ⧷ޔ࿖ߩ⍮⊛⽷↥ᮭᐲ߇࿖㓙ൻޔ
࠺ࠫ࠲࡞ൻ߅ࠃ߮⚻ᷣಽᬺൻߩᤨઍߦኻᔕߢ߈ࠆ߆╙ࠍޔਃ⠪ߣߒߡ⺞ᩏߔࠆߎߣࠍ᳞
76

ߚ࠭ࡢࠟޕ᳁ߩ⺞ᩏႎ๔ᦠߪޔ2006 ᐕ 11 ߦ߹ߣࠄࠇޔหᐕ 12 ߦߐࠇߚޕ
ߘߩ⺞ᩏႎ๔ᦠߪ⪺ޔᮭߩᮭ㒢ⷙቯߦߟߡ߽ᬌ⸛ࠍട߃ߩ߆ߟߊޔឭ᩺ࠍⴕ
ߞߡࠆ☨ޕ࿖ߩߡߟߦޠ࡙ࠬࠕࠚࡈޟએਅߩࠃ߁ߦ⸥ㅀߒߡޔ⢐ቯ⊛ߥ⹏ଔࠍਈ
߃ߡࠆ㧔p62㧕ޕ

ޟ4.69 ☨࿖ߪ⧷ޔ࿖ࠃࠅ߽ᨵエߥߩޢ࡙ࠬࠕࠚࡈޡᮭ㒢ⷙቯࠍᜬߞߡ߅ࠅ⪺ޔ
‛ߩ↪߇⪺ᮭଚኂߦߥࠄߥߚߩ 4 ߟߩⷐઙࠍ⸥タߒߡࠆ⪺ޕᮭߩ㒢
ߦኻߔࠆߎߩࠃࠅᐢࠕࡊࡠ࠴ߪߩઁޔ⠪߇ଔ୯ࠍഃㅧߔࠆᬺ⊛ࠍಾࠅ㐿
ߡ߈ߚࠍ⻌⸵੍߇࡞ࠣࠣޔ߫߃ߣߚޕขࠆߎߣߥߊല₸⊛ߦࠦࡦ࠹ࡦ࠷ࠍⶄ
ߒߡ࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻ࠍࠆߔޢࡘࠪ࠶ࡖࠠޡᯏ⢻ߪ⪺ߩੱઁޔ‛ߩࡈࠚࠕ࡙ࠬ
ߣ್ቯߐࠇߡࠆ࠳ࡃࡀޕㅪ㇌ⵙߩࡠࡃ࠻C࡚ࠫࡦ್࠭ߪ࡙ࠩޡޔ
ߩࠢࠛࠬ࠻ߦᔕߓߡࠣࠣ࡞߇⥄േ⊛ߦήᗧ⼂⊛ߦⴕ߁ⴕὑߪ⪺ޔᮭᴺ⋥ޔ
ធଚኂⴕὑߣߪߥࠄߥ⧷ޕߚߒ␜್ߣޢޕ࿖ߦ߅ߡߪⷙߥ߁ࠃߩߎޔቯޣthe
Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2002 (SI 2002/2013) ߪޤ2002 ᐕߦ
߿ߞߣዉߐࠇߚޕ㐿ᗧ㓸ߦᔕ߃ߡޔߪ࡞ࠣࠣޔ
ޡᣂߒᛛⴚⅣႺߦㆡ↪ߢ
߈ࠆ৻⥸⊛ߥࡈࠚࠕ࡙ࠬᮭ㒢ⷙቯ߇ሽߒߚߎߣߦࠃߞߡߥ߁ࠃߩߎޔ
↪߇ଚኂߣ⠨߃ࠄࠇࠆ⧷࿖ߢߪߥߊ߇࡙ࠩޔᨵエߥᮭ㒢ⷙቯߦଐߢ߈ࠆ
☨࿖ߢߥߗࠨ࠴ࠛࡦࠫࡦ߇ᦨೋߦ㐿⊒ߐࠇߚߩ߆⺑ޔน⢻ߢࠆ⺑ߣޢޕߒ
ߡࠆޕ
4.70 ⪺ᮭߩ⪺ޔߪޢ࡙ࠬࠕࠚࡈޡᮭ⠪ߩ⋉ࠍኂߔࠆߎߣߥߊ⚻ᷣଔ୯ࠍഃㅧߔ
ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߎޕᮭ㒢ߪޔᨵエߢࠆߛߌߢߥߊޔᐢߊ⸃㉼ߐࠇߡࠆޕ
4370 ਁ࠼࡞㧔ࠗࡦࡈࠍ⺞ᢛߔࠇ߫ 3990 ਁ࠼࡞㧕ࠍᄁࠅߍߚ࠼ࠗࠨ࠻ࠬࠛ࠙ޡ
ࠬ࠻⪺ޔߪޢᮭߩߥߣࠢࠗࡔߩޢ࠻࠶ࠛࡘࠫߣࠝࡒࡠޡ⠨߃ࠄࠇࠃ
߁ߩߎޕ㊄㗵ߪ⪺ߩઁޔ‛ࠍరߦߒߚᣂߚߥ⪺‛߇ᭂߡ㜞ଔ୯ࠍᜬߜᓧޔ
߆ߟේߦᔅߕߒ߽ขߞߡઍࠊࠆ߽ߩߢߪߥߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕታ㓙ޔ
࠻ࠬࠛ࠙ޡ
ࠨࠗ࠼ࠬ࠻ੱߩޢ࠻࠶ࠛࡘࠫߣࠝࡒࡠޡ߇ޢ᳇ࠍߐࠄ߹ߚߪߘߩᚑഞࠍ
ᮮขࠅߒߚߣ߁ߎߣߪߥޠޕ

ߒ߆ߒ⺞ߩߘޔᩏႎ๔ᦠߪ⊛⥸৻ߥ߁ࠃߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᮭ㒢ⷙቯࠍߘߩឭ᩺ߦ
ࠇߡߥઁޕᣇࠣࡦࠖ࠹ࡈࠪࠕࠖ࠺ࡔޔ㧔൘๔ 8㧕ࠖ࠺ࡠࡄޔ㧔൘๔ 12㧕╬ߦኻߔࠆ
ᮭ㒢ߩౕ⊛ᔅⷐᕈࠍᜰ៰ߒߦࠄࠇߎޔኻߔࠆ⊛ᮭ㒢ߩቯࠍឭ᩺ߒߡࠆޕ

㧔╙Τ┨ 5.ၫ╩⠪㧦
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ጊᧄ㓉ม㧕

ࠞ࠽࠳┙ࠆߌ߅ߦࠕ࠻ࠬࠝޔᴺേะߦߟߡ

6.

㧔1㧕

ࠞ࠽࠳ߩ┙ᴺേะ

Ԙ

ࠞ࠽࠳⪺ᮭᴺ

ࠞ࠽࠳ߩⴕ⪺ᮭᴺ8㧔1921 ቯ㧕ߪ⧷ޔ࿖ߩ 1911 ᐕ⪺ᮭᴺࠍᛚ⛮ߒߚ߽ߩߢࠅޔ
એਅߩࠃ߁ߥࡈࠚࠕ࠺ࠖࡦࠣⷙቯࠍ⟎ߡࠆޕ

⎇ޟⓥ߹ߚߪ⑳⊛ቇ⠌ߩߚߩᱜ↪ߪ⪺ޔᮭࠍଚኂߒߥޠޕ
㧔29 ᧦㧕
ޟᛕ್߹ߚߪ⹏⺰ߔࠆߚߩᱜ↪ߪޔએਅߩ߽ߩ߇␜ߐࠇࠆߎߣࠍ᧦ઙߣߒ
ߡ⪺ޔᮭࠍଚኂߒߥޕ
(a)ౖ
(b)ౖਛߦޔએਅߩ⠪ߩ᳁ฬ
(i)⪺‛ߩ႐วߦߪ⪺⠪
(ii)ታṶኅߩታṶߩ႐วߦߪታṶኅ
(iii)㍳㖸‛ߩ႐วߦߪ⠪
(iv)ㅢାାภߩ႐วߦߪㅍ⠪ޠ㧔29.1 ᧦㧕
ᤨޟႎߩߚߩᱜ↪ߪޔએਅߩ߽ߩ߇␜ߐࠇࠆߎߣࠍ᧦ઙߣߒߡ⪺ޔ
ᮭࠍଚኂߒߥޕ
(a)ౖ
(b)ౖਛߦޔએਅߩ⠪ߩ᳁ฬ
(i)⪺‛ߩ႐วߦߪ⪺⠪
(ii)ታṶኅߩታṶߩ႐วߦߪታṶኅ
(iii)㍳㖸‛ߩ႐วߦߪ⠪
(iv)ㅢାାภߩ႐วߦߪㅍ⠪ޠ㧔29.2 ᧦㧕

એߩߣ߅ࠅ⪺࠳࠽ࠞޔᮭᴺߦ߅ߌࠆࡈࠚࠕ࠺ࠖࡦࠣⷙቯߪ⧷ޔ࿖⪺ᮭᴺߦ
߅ߌࠆߘࠇࠃࠅ߽ߡ߅ߦ⊛⋡ޔ㒢߇✭߿߆ߢࠆ್ޕ9ߪޔߐࠇߚ⋡⊛ߩ⸃㉼ࠍ
ᨵエߦ⸃㉼ߒߡࠆߩߢ⧷ޔ࿖ߣ⇣ߥࠅޔᬺ⋡⊛ߩ⎇ޟⓥޠ
㧔29 ᧦㧕ߦ߽ࠖ࠺ࠕࠚࡈޔ

8 Copyright Act of Canada (http://laws.justice.gc.ca/en/ShowFullDoc/cs/C 42///en)
9 CCH Canadian Ltd v Law Society of Upper Canada, [2004] 1 SCR 339
(http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2004/2004scc13/2004scc13.html)㧦ࠞ࠽࠳ㅪ㇌ᦨ㜞ⵙ್ᚲߪ࠺ࠕࠚࡈޔ
ࠖࡦࠣⷙቯߦߐࠇߚ⋡⊛ߦᒰߚࠆ߆ุ߆ࠍ್ᢿߔࠆߢޔԘ↪ߩ⋡⊛㧔߅ࠃ߮ᬺ⊛ᕈ⾰㧕
ޔ
ԙ↪ߩᕈᩰޔԚ↪ߩ㊂ޔԛઁߩㆬ߮߁ࠆ↪ᣇᴺޔԜ⪺‛ߩᕈ⾰ޔԝ⪺‛↪ߩലᨐࠍᬌ⸛ߒ
ߚޕ
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ࡦࠣߩᚑ┙ࠍߡࠆޟޔ߽ߡߟߦࠖ࠺ࡠࡄޔߚ߹ޕᛕ್ޠ㧔29.1 ᧦㧕ߣߒߡࡈࠚ
ࠕ࠺ࠖࡦࠣߩᚑ┙߇ࠄࠇࠆߢࠈ߁ߣߩᜰ៰10߇ࠆޕ

ԙ

ᴺᡷᱜേะ

ࠞ࠽࠳ᐭߪޔ2008 ᐕߦⶄ⊛⑳ޔ㧔ࡔ࠺ࠖࠕࠪࡈ࠹ࠖࡦࠣ11ࠣࡦࠖ࠹ࡈࠪࡓࠗ࠲ޔ
12

㧕ߩߚߩᮭ㒢߅ࠃ߮ᢎ⢒⎇ⓥ⋡⊛ߩᮭ㒢13ࠍቯࠆ⪺ᮭᴺᡷᱜᴺ᩺14ࠍㅪ㇌

⼏ળߦឭߒߚ߇ޔỗߒ⼏⺰ߩㅜਛ⼏ޔળ߇⸃ᢔߐࠇߚߚᑄ᩺ߣߥߞߚޕ
หᴺ᩺߇ᮭ㒢ߦߟߡ৻⥸ⷙቯࠍណ↪ߒߥ߆ߞߚߎߣߦߟߡߪޔ⏕ߥ⺑ߪߥ
߇ޔᰴߩ⺑߇ߘߩෳ⠨ߣߥࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ15ޕ
⾰ޟ 9㧦

ߥߗߎߩࠃ߁ߥ․ቯߩ㗴ࠍㆬ߮ࠍઁޔㆬ߫ߥ߆ߞߚߩ߆ޕ

࿁╵㧦

ᐭߪߩࠬࡦࡃޔขࠇ߆ߟේℂේೣߦၮߠߚࠕࡊࡠ࠴ࠍណ↪ߒޔ

ࠞ࠽࠳࿖᳃ߦߣߞߡᦨ߽㊀ⷐߢࠆߣᕁࠊࠇࠆ㗴ࠍఝవߒߚߩߎޕᴺ᩺
ߪޔᶖ⾌⠪ߦࠃࠆ⪺‛ߩ↪ߣഃ⠪ߩᮭߩ⼔ߣߩࡃࡦࠬࠍណߞ
ߡࠆߦ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޕኻߔࠆࠞ࠽࠳ߩ⪺ᮭᐲ߇࿖㓙ᮡḰߦว⥌ߔ
ࠆߎߣߪ㊀ⷐߢࠆޔߦࠄߐޕ⍮⼂ߦၮߠߊ⚻ᷣߩਥߚࠆෳട⠪߇ࠗࡦ࠲
ࡀ࠶࠻ߩ⇇⊛ᬺᯏળࠍචಽߦታߔࠆߎߣ߇ࠃࠅࠃߊߢ߈ࠆࠃ߁ޔ
㗴߇ㆬ߫ࠇߚߩߎޕὐߦ㑐ߔࠆᡷ㕟ߪߕߞߣ೨߆ࠄᔅⷐߣߐࠇߡߚߎ
ߣߢࠆޠޕ
㧔ਅ✢ઃട㧕

Ԛ

ቇ⺑

Giuseppina D’Agostino, Healing Fair Dealing? A comparative Copyright Analysis of Canadian
Fair Dealing and US Fair Use, CLPE Research Paper 28/2007 ߪ⪺࠳࠽ࠞޔᮭᴺߩࡈࠚࠕ࠺
ࠖࡦࠣ߇⧷࿖⪺ᮭᴺߩࡈࠚࠕ࠺ࠖࡦࠣࠃࠅ߽߹ߚ☨࿖ߩࡈࠚࠕ࡙ࠬࠃࠅ
߽ఝࠇߡࠆߣਥᒛߔࠆ⺰ߩߎޕᢥߪ⪺࠳࠽ࠞޔᮭᴺߩࡈࠚࠕ࠺ࠖࡦࠣ߇☨࿖ߩ
ࡈࠚࠕ࡙ࠬࠃࠅ߽ఝࠇߡࠆℂ↱ߣߒߡߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔᒰߔࠆ߆ࠍ⸷⸩ߢߪߞ
߈ࠅߐߖࠆߚߦߪ㜞㗵ߩ㧔ᐔဋ 100 ਁ࠼࡞ㄭ㧕⾌↪߇ដ߆ࠅޔ↪⠪ߦᒰ↪ࠍㆱ
ߌߐߖࠆ⪜❗ലᨐࠍ↢ߓߡࠆߣ߁㗴ࠍᜰ៰ߔࠆ㧔44 㗁㨪47 㗁㧕
ޕ

10 Giuseppina D’Agostino, Healing Fair Dealing? A comparative Copyright Analysis of Canadian Fair Dealing
and US Fair Use, CLPE Research Paper 28/2007, pp51 52
11 29.21 ᧦ޔ20.22 ᧦
12 29.23 ᧦
13 30.01 ᧦㨪30.04 ᧦
14 Bill C 61, An Act to Amend the Copyright Act
(http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Docid 3570473&file 4)
15 Canada’s Bill C 61: Questions and Answers (http://www.ic.gc.ca/eic/site/crp prda.nsf/eng/h rp01153.html)
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㧔2㧕

ࠝ

ࠬ࠻ࠕߩ┙ᴺേะ

ࠝࠬ࠻ࠕߩⴕ⪺ᮭᴺ㧔1968 ᐕ⪺ᮭᴺ16㧕ߪ⧷ޔ࿖ߩ⪺ᮭᴺࠍᛚ⛮ߒߚ߽ߩ
ߢࠅ⧷ޔ࿖ߣห᭽ߩࡈࠚࠕ࠺ࠖࡦࠣⷙቯࠍ⟎ߡࠆޕ
ࠝࠬ࠻ࠕᐭߪޔ2005 ᐕߦ࡙ࠬࠕࠚࡈޔዉߦ㑐ߔࠆ⺰ὐᢛℂ17ࠍ⊒ߒޔᐢ
ߊ࿖᳃ߩᗧࠍ㓸ߒߚޕ
ߘߩ⚿ᨐޔߪࠕ࠻ࠬࠝޔ2006 ᐕߦ⪺ޔᮭᴺࠍ৻ㇱᡷᱜߒߚ18ޕ⊛ߥᮭ㒢
ⷙቯߣߒߡߩߚߩࠖ࠺ࡠࡄޔᮭ㒢19߅ࠃ߮⑳⊛ⶄ㧔࠲ࠗࡓࠪࡈ࠹ࠖࡦࠣ20࠺ࡔޔ
ࠖࠕࠪࡈ࠹ࠖࡦࠣ21㧕ߩߚߩᮭ㒢ࠍቯߚ߶߆ࠅߥ߆ࠍ⊛⋡ޔ㒢ቯߒߚ৻⥸⊛ᮭ
㒢ⷙቯ㧔200AB ᧦㧕ࠍ߽ࠇߚޕ200AB ᧦㧝㗄ߪޔએਅߩࠃ߁ߦⷙቯߔࠆޕ

ޟ200AB ᧦

৻ቯߩ⋡⊛ߩߚߩ⪺‛߅ࠃ߮ߘߩઁߩ⼔ኻ⽎‛ߩ↪

(1) ⪺‛߹ߚߪߘߩઁߩ⼔ኻ⽎‛ߦኻߔࠆ⪺ᮭߪޔએਅߩ᧦ઙ߇ሽߔࠆ႐วߦߪޔ
ᒰ⪺‛߹ߚߪߘߩઁߩ⼔ኻ⽎‛ߩ↪ߦࠃߞߡଚኂߐࠇߥޕ
(a)

↪ߩ⁁ᴫ㧔(b) ภ(ޔc) ภ߅ࠃ߮(d) ภߦ⸥タߔࠆ߽ߩࠍ㧕߇․ߩ႐วߦᒰ

ߔࠆߎߣޔ
(b)

ᒰ↪߇(2)㗄ޣ࿑ᦠ㙚⸥㍳ሽᚲߦࠃࠆ↪(ޔޤ3)㗄ޣᢎ⢒ᯏ㑐ߦࠃࠆ↪߹ޤ

ߚߪ(4)㗄ޣ㓚ኂ⠪ߦࠃࠆ↪ߦޤቯࠆ႐วߦᒰߔࠆߎߣޔ
(c) ᒰ↪߇ᒰ⪺‛߹ߚߪߘߩઁߩ⼔ኻ⽎‛ߩㅢᏱߩ↪ࠍᅹߍߥߎߣޔ
(d) ᒰ↪߇ᒰ⪺ᮭߩᮭ⠪ߩᱜᒰߥ⋉ࠍਇᒰߦኂߒߥߎߣޠޕ
㧔ޤޣౝઃട㧕

એߩߣ߅ࠅޔߪࠕ࠻ࠬࠝޔ2006 ᐕߩᡷᱜߢ৻⥸⊛ᮭ㒢ⷙቯࠍࠇߚ߇☨ޔ
࿖ߩࡈࠚࠕ࡙ࠬߢߪߥߊ ⚂᧦࡞ࡌޔ9 ᧦ 2 㗄ࠍၮ␆ߣߒߡࠍ⊛⋡ޔ࿑ᦠ㙚ߥߤߩ㕖
༡⊛↪ߦ㒢ቯߒߡࠆߣ߁․ᓽࠍᜬߟޕ
2006 ᐕߩᡷᱜߦᒰߚߞߡߪ☨ޔ࿖ߩࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍၮ␆ߣߔࠆ৻⥸⊛ᮭ㒢ⷙቯߩ
ዉ߽ᬌ⸛ߐࠇߚ߇ޔᒝᡰᜬࠍᓧࠄࠇߥ߆ߞߚࠃ߁ߢࠆޕหᡷᱜߩ⸃⺑ߪߟ߉ߩࠃ߁
ߦ⸥ㅀߔࠆ22ޕ

16 Australian Copyright Act 1968 (http://scaletext.law.gov.au/html/pasteact/0/244/top.htm)
17 Fair Use and Other Copyright Exceptions (May 2005)
(http://www.cr international.com/2005 Australia Fair Use and Other Copyright Exceptions.pdf)
18 Copyright Amendment Act 2006 (No. 158, 2006)
(http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/0/C8E557D7AAAED1F2CA257242000CE35D?Ope
nDocument)
19 41A ᧦ޔ103AA ᧦
20 111 ᧦
21 43C ᧦ޔ47J ᧦ޔ109A ᧦ޔ110AA ᧦ޔ41A ᧦ޔ103AA
22 COPYRIGHT AMENDMENT BILL 2006: EXPLANATORY MEMORANDUM
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ޟᐢ▸ߥ↪ߦኻߔࠆᮭ㒢ߪࠝࠬ࠻ࠕ⪺ᮭᴺߣ⺞ߔࠆᣇᴺߢᨵエᕈࠍ߽ߚ
ߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ⺞ߩ࡙ࠬࠕࠚࡈޕᩏߦ㑐ߔࠆⴐߩᗧ⡬ขߩㆊ⒟ߦ
߅ߡޔਥⷐߥኂ㑐ଥ⠪ߪ☨࿖ߩࠕࡊࡠ࠴ࠍో㕙⊛ߦណ↪ߔࠆߎߣࠍ߹ߞߚߊᡰᜬߒ
ߥ߆ߞߚޕ
ߎߩᣇᴺߪޔߩౕ⊛ᮭ㒢߅ࠃ߮ᴺቯ⸵⻌ߩᨒࠍ⿷ߔࠆᨵエߥᮭ㒢ࠍឭଏ
ߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔ↪⠪ߩᓎߦ┙ߟߩߎޔߚ߹ޕᣇᴺߦࠃߞߡ⪺ޔᮭᴺߪ▸ߩߘޔ࿐
ౝߦ߅ߡᛛⴚߩᕆỗߥㅴᱠߦࠃࠅ⦟ߊኻᔕߔࠆߎߣ߇น⢻ߦߥࠆޕ
ઁᣇߩߎޔᣇᴺߪ⪺ޔᮭᴺࠍⶄ㔀ߦߔࠆน⢻ᕈ߇ࠆ್ޕᴺ߇⊒ዷߔࠆ߹ߢߪ⪺ᮭ
⠪ߦߣߞߡߪਇ⏕ታᕈ߇↢ߓࠆ್ⵙޕᚲ߇ߘߩ▸࿐ࠍ⸃㉼ߔࠆ߹ߢߪޔᮭ⸵⻌ߦᷙੂࠍ
↢ߓ߁ࠆޕห᭽ߦߩߎޔᮭ㒢ߦଐߒࠃ߁ߣߔࠆ↪⠪ߪߦࠢࠬ⸩⸷ࠆ߁ࠅߎޔ
㊀߈ࠍ⟎ߊᔅⷐࠍ↢ߕࠆޠޕ㧔ਅ✢ઃട㧕

㧔╙Τ┨ 6.ၫ╩⠪㧦

(http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/bill em/cab2006223/memo 0.html), p10
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ጊᧄ㓉ม㧕

ᄢ㒽ᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯߩ᭴ㅧ╬

7.

㧔1㧕

ߪߓߦ

ᧄⓂߪޔᄢ㒽ᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢ⷙቯߩ᭴ㅧߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߢࠅ1ޔᓐߩߦ߅ߌࠆ㒢
ⷙቯߩታ㓙⺰⼏⻉ࠆߋࠍ㉼⸃ߩߘޔ߮ⵙ್ታോߩ⚫ࠍਥߚࠆ⋡⊛ߣߔࠆ߽ߩߢࠆޕ
৻ญߦޟᄢ㒽ᴺ߽ߡߞߣޠ᰷Ꮊᄢ㒽ߦߪᢙᄙߊߩ࿖߇ࠆ߇ᧄޔⓂߦ߅ߡߪޔ᰷Ꮊᄢ
㒽ߩ⪺ᮭᐲࠍ‧ᒁߔࠆᓎഀࠍᨐߚߒߡ߈ߚࡈࡦࠬᴺ߮࠼ࠗ࠷ᴺߦߣߊߦࠬࡐ࠶࠻
ࠗ࠻ࠍᒰߡߡߺߚޔߚ߹ޕਔ࿖ߩᴺᐲߦᄙᄢߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ EU㧔EC㧕ᜰߦߟߡ
߽⸒ߔࠆޕ

㧔2㧕

㒢ⷙቯߩⷰ

߹ߕߪޔᓐߩߦ߅ߡലജࠍߔࠆ㒢ⷙቯࠍⷰߒߡ߅ߊޕ

Ԙ

EC ᖱႎ␠ળᜰ

2001 ᐕߦណᛯߐࠇߚ EC ᖱႎ␠ળᜰ2ߪ⪺ޔᮭ╬ߩ㒢ߦ㑐ߔࠆⷙቯࠍᢙᄙߊࠎߢ
ࠆޕหᜰ 5 ᧦ 1 㗄ߪޔᛛⴚ⊛ߥㆊ⒟ߢ↢ߓࠆㆊᷰ⊛ߪઃ㓐⊛ߥⶄ㧔ࠊࠁࠆ৻ᤨ
⊛⫾Ⓧ㧕ߦߟߡⶄᮭ㧔2 ᧦㧕ࠍ㒢ߔߴ߈ߎߣࠍቯߡࠆߩߎޕᮭ㒢ߪᒝⴕ⊛ߥ
߽ߩߢࠅߩߡߴߔޔട⋖࿖߇ታᣉࠍㄼࠄࠇࠆޕ
ઁᣇߢޔ5 ᧦ 2 㗄㧔a ภߥߒ e ภ㧕߽ⶄᮭߩ㒢ߦ㑐ߔࠆ߽ߩߢࠆ߇ޔห㗄ߪޟ
ᄖߪ㒢ࠍ⸳ߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆⷙߣޠቯߒߡ߅ࠅޔታ㓙ߦห㗄ߦቯࠄࠇߚ႐วߦⶄ
ᮭࠍ㒢ߔࠆ߆ุ߆ߪޔട⋖࿖ߩછᗧ⊛ߥ್ᢿߦᆔߨࠄࠇߡࠆޕ
5 ᧦ 3 㗄㧔a ภߥߒ o ภ㧕ߪⶄޔᮭ߮ⴐવ㆐ᮭ㧔3 ᧦㧕ࠍ㒢ߒ߁ࠆ႐วߦߟ
ߡߩⷙቯߢࠅࠅߪ߿ޔછᗧⷙቯߢࠆޕ5 ᧦ 4 㗄ߪޔએߩᮭ㒢ߣㅪേߒߡ㗏Ꮣᮭ㧔4
᧦㧕ࠍ㒢ߒ߁ࠆߎߣࠍࠄ߆ߦߒߡࠆޕ
એߩࠃ߁ߦޔᖱႎ␠ળᜰߪޔᮭ㒢ߦ㑐ߔࠆⷙቯߩᄙߊࠍછᗧⷙቯߣߔࠆߎߣߢޔ
ၞౝߩᴺ⺞ߣ߁ⓥᭂߩ⋡ᮡ߆ࠄߔࠆߣ߿߿ޔᓟㅌߒߚౝኈߣߥߞߡࠆޔ߽ߣߞ߽ޕ
ട⋖࿖߇ᓟ㒢ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߢࠈ߁▸࿐ߦߟߡ৻ቯߩㅢߒࠍਈ߃ߚߣ߁ὐߢߪޔ
หᜰߩណᛯߦᩰߩᗧ⟵ࠍߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

1

2

ᧄⓂߪޔ2008 ᐕ⪺ᮭᴺቇળߦ߅ߌࠆ╩⠪⥄りߩႎ๔ౝኈߦᄙߊࠍ⽶ߞߡࠆޕ᜕Ⓜޟᄢ㒽ᴺߦ߅ߌ
ࠆᮭ㒢⪺ޠᮭ⎇ⓥ 35 ภ 52 㗁એਅ㧔2008㧕ෳᾖޕ
Directive 2001 / 29 / EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of
certain aspects of copyright and related rights in the information society, OJL 167 22. 6. 2001 pp. 10 19.
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ᜰߪߦߎߘޔ߫ࠇߥ߁ޔឝߍߚ⒳ߩޘ႐วߦ߅ߡ⪺ᮭ╬ࠍ㒢ߒߡࠃߎߣࠍ
ࠝ࠰ࠗ࠭ߒߚ㕙߇ࠆࠊߌߢࠆ߇ޔᒰߩⷙቯ߱ࠅߪ㧔ฦ࿖ߩᴺ⒎ᐨߦ㈩ᘦߒߡ㧕
߿߿⊛ߥߣߎࠈ߇ࠆޔߢߎߘޕട⋖࿖߇ㆊߥᮭ㒢ࠍߒߥࠃ߁ߦ ࠆࠁࠊޔ3
step test ߇ 5 ᧦ 5 㗄ߦⷙቯߐࠇߡࠆޕ
3 step test ߣߪޔరⶄߪޘᮭߦ㑐ߔࠆࡌ࡞᧦⚂ 9 ᧦ 2 㗄ߦ↱᧪ߔࠆ߽ߩߢࠅ3ޔᮭ
㒢߇৻ޟޔቯߩ․ߥ႐ว㧔in certain special cases㧕ߩߘޔࠇࠄ↪ߦޠㆡ↪߇⪺‛╬ߩ
ޟㅢᏱߩ↪㧔a normal exploitation㧕ࠍޠᅹߍߕޔᮭ⠪ߩޟᱜᒰߥ⋉ࠍਇᒰߦኂߒߥ
㧔do not unreasonably prejudice the legitimate interests㧕᧦ࠍߣߎޠઙߣߒߡࠄࠇࠆߣ߁ේ
ೣߢࠆޕ
ߎࠇߦࠃࠅޔട⋖࿖ߪޔᜰߦឝߍࠄࠇߚ㒢ⷙቯࠍዉߔࠆ႐วߦߪޔ3 step test ߦᛶ
⸅ߒߥ▸࿐ౝߢዉߔࠆߎߣ߇᳞ࠄࠇࠆޕዉએ೨ߦ࿖ౝᴺߦሽߒߡߚ㒢ⷙቯ
ߢߞߡ߽ޔ3 step test ߦᢛวߒߚⷙᓞߩታᣉ߇᳞ࠄࠇࠆޕ
EC ᖱႎ␠ળᜰߩ࿖ౝታᣉߦ㑐ߒߡߪ⁛ޔਔ࿖ߣ߽߆ߥࠅᚻ㑆ขߞߡߚࠬࡦࡈޕ
ߪޔ2006 ᐕ 8 ߦࠃ߁߿ߊߘߩ⒳ߩᴺᡷᱜࠍߒߚ㧔DADVSI ᴺ4ߩᚑ┙㧕
ޔߪ࠷ࠗ࠼ޕᲧセ
⊛ᚻࠍઃߌ߿ߔ㗴ߦ㑐ߔࠆᴺᡷᱜࠍవⴕߒߡታᣉߒ㧔2003 ᐕ 9 ߩᡷᱜᴺ㨇╙ 1 ࡃࠬ
ࠤ࠶࠻: erster Korb㨉㧕ޔ㔍㗴ࠍᓟߦ߹ࠊߔ㧔2007 ᐕ 10 ߩᡷᱜᴺ㨇╙ 2 ࡃࠬࠤ࠶࠻: zweiter
Korb㨉㧕ߣ߁ᒻߢੑᐲߩᴺᡷᱜࠍⴕߞߡࠆ5ޕ

ԙ

ࡈࡦࠬ

ⴕߩࡈࡦࠬᴺ㧔⍮⊛⽷↥ᴺౖߩ╙ 1 ┨ߦ⋧ᒰ㧕ߦ߅ߡߪ⪺ޔᮭࠍ㒢ߔࠆⷙቯ
ߪ L. 122-5 ᧦ߦ✂⟜⊛ߦⷙቯߐࠇߡ߅ࠅ⪺ޔ㓞ធᮭࠍ㒢ߔࠆⷙቯߪ L. 211-3 ᧦ߦⷙቯߐ
ࠇߡࠆޕ
L. 122-5 ᧦߮ L. 211-3 ᧦ߦㅢߒߡߺࠄࠇࠆᮭ㒢ߩኻ⽎ⴕὑߣߒߡޔᰴߩ߽ߩ߇
ߍࠄࠇࠆޕ
ኅᣖ⊛ߥ㓸߹ࠅߦ߅ߡⴕ߁⑳⊛߆ߟήఘߩήᒻౣޔⶄ⊛⑳ޔᒁ↪ޔᣂ⡞㔀╬ߦ
ࠃࠆႎޔ㧔ᚲ␜ࠍ᧦ઙߣߔࠆ㧕ᴦߩṶ⺑╬ߩㅍߦࠃࠆႎޔᢎ⢒⎇ⓥ⋡⊛ߢ
ⴕ߁↪ࠖ࠺ࡠࡄޔᮨ㘑ೝ⫾⊛ᤨ৻ޔⓍޔ㓚ኂ⠪ߩߚߩ↪ޔ࿑ᦠ㙚╬ߦࠃࠆⶄ

3

4
5

3 step test ߩᚑ┙ผߦߟߡߪޔએਅߩᢥ₂ࠍෳᾖޕM. SENFTLEBEN, Copyright, Limitations and the
Three Step Test : An Analysis of the Three Step Test in International and EC Copyright Law, Kluwer Law
International 2004, pp. 43 et s. ട⚊ᒾߩ࠻ࠬ࠹ࡊ࠶࠹ࠬࠬޟၮᧄᔨߩᒻᚑㆊ⒟ ࡌ࡞᧦⚂ᡷ
ᱜળ⼏ߢߩᬌ⸛ࠍਛᔃߦ⪺ޡޠᮭ⪺㓞ធᮭ⺰ᢥ㓸ޢ
㧔⪺ᮭᖱႎࡦ࠲ޔ2007㧕23 㗁એਅޕ
ᱜᑼฬ⒓ߪޔLoi sur le Droit d'Auteur et les Droits Voisins dans la Société de l'Information ߢࠆޕ
ߎࠇࠄߩᴺᡷᱜߦ㑐ߔࠆႎ๔ࠍⴕߞߚᢥ₂ߣߒߡޔਃᶆᱜᐢޟEU ⪺ᮭ࠺ࠖࠢ࠹ࠖࡉߦ߽ߣߠߊ࠼
ࠗ࠷⪺ᮭᴺᡷᱜ 2003 ᐕ 9  10 ᣣߩᖱႎ␠ળߦ߅ߌࠆ⪺ᮭⷙቯߦ㑐ߔࠆᴺᓞ ࠻ࠗࡇࠦޠ2004
ᐕ 3 ภ 26 㗁એਅᧄޔጊ㓷ᒄ⪺࠷ࠗ࠼ޟᮭᴺᡷᱜ㧔╙ੑࡃࠬࠤ࠶࠻㧕[೨✬]
⑳⊛ⶄ߮ఘ
㊄ᐲߩ⋥ߒ ࠻ࠗࡇࠦޠ2008 ᐕ 2 ภ 32 㗁એਅޔห[ޟᓟ✬]
ቇⴚ⎇ⓥߩߚߩᮭ㒢߅
ࠃ߮ᧂ⍮ߩ↪ᣇᴺߦ㑐ߔࠆᄾ⚂࡞࡞ߩᄌᦝ ࠻ࠗࡇࠦޠ2008 ᐕ 4 ภ 23 㗁એਅ߇ࠆޕ
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ޕ
L. 122-5 ᧦ߦߩߺⷙቯߐࠇࠆᮭ㒢ߩኻ⽎ⴕὑߣߒߡߪޔᰴߩ߽ߩ߇ߍࠄࠇࠆޕ
┹ᄁࠞ࠲ࡠࠣߦឝタߔࠆߚߩ⟤ⴚߩ⪺‛ߩⶄ⚂ޔቯߐࠇߚ↪ߩᔅⷐ߮ߘߩ
▸࿐ߦ߅ߡⴕ߁㔚ሶ⊛࠺࠲ࡌࠬ߳ߩࠕࠢࠬߦᔅⷐߥⴕὑ⪺ޔ⠪␜ࠍ᧦ઙߣߔ
ࠆ⋥ធ⊛ߥႎߩߚߩ⟤ⴚߩ⪺‛╬ߩ↪ޕ
L. 342-3 ᧦ߪߦࠬࡌ࠲࠺ޔଥࠆࠊࠁࠆ sui generis ᮭߩ㒢ࠍቯߚⷙቯߢࠅޔᰴ
ߩⴕὑߦߟߡᮭ߇㒢ߐࠇࠆߎߣࠍࠄ߆ߦߒߡࠆޕ
ㆡᴺ↪⠪ߦࠃࠆ⾰㊂⊛ߦታ⾰⊛ߢߥㇱಽߩౣ↪߁ⴕߢ⊛⋡⊛⑳ޔ㔚ሶ⊛
ߢߥ࠺࠲ࡌࠬ߆ࠄߩ⾰㊂⊛ߦታ⾰⊛ߥㇱಽߩౣ↪ޔ㓚ኂ⠪ߩߚߩ
ౣ↪ޔᢎ⢒⎇ⓥ⋡⊛ߢⴕ߁ౣ↪ޕ
ࡈࡦࠬᴺ߽߹ߚޔ3 step test ࠍⷙቯߒߡࠆޔ߽ߣߞ߽ޕᜰߦ߅ߌࠆߩߣߪ⇣ߥࠅޔ
ⷙቯ߱ࠅߪ╙ 1 ࠬ࠹࠶ࡊ㧔৻ቯߩ․ߥ႐ว㧕ࠍ⋭⇛ߒߚ 2 step test ߢࠆࡈޔߪࠇߎޕ
ࡦࠬᴺ߇ቯࠆᮭ㒢߇৻ߦߢߔޔቯߩ․ߥ႐วߦᒰߔࠆߣ߁ℂ⸃ߦၮߠߡ
ࠆ6ޕ

Ԛ

࠼ࠗ࠷

࠼ࠗ࠷⪺ᮭᴺ㧔1965 ᐕ 9  9 ᣣᴺ㧕ߦ߅ߡߪ ╙ߩߘޔ1 ┨╙ 6 ▵ߦ⪺ᮭߩ㒢ⷙ
ቯ߇ቯࠄࠇߡ߅ࠅⷙߩࠄࠇߘޔቯߪ⪺㓞ធᮭߦ߽Ḱ↪ߐࠇߡࠆޕᮭ㒢ߩኻ⽎ߣ
ߥࠆⴕὑߣߒߡޔᰴߩ߽ߩ߇ឝߍࠄࠇߡࠆޕ
৻ᤨ⊛⫾Ⓧ㧔44a ᧦㧕್ⵙޔᚻ⛯ߩߚߩ↪㧔45 ᧦㧕ޔ㓚ኂ⠪ߩߚߩ㕖༡ߩ
↪㧔45a ᧦㧕
ޔᢎળޔቇᩞߪᬺߩ↪ߦଏߔࠆߚߩ✬㓸‛ߩ↪㧔46 ᧦㧕ޔቇᩞㅍߩߚ
ߩ↪㧔47 ᧦㧕ᤨޔ㗴ߦ㑐ߔࠆṶ⺑ߩ↪㧔48 ᧦㧕ޔᣂ⡞⸥ㅍ⸃⺑ߩォタ╬㧔49
᧦㧕ᤨޔઙߩႎߩߚߩ↪㧔50 ᧦㧕ޔᒁ↪㧔51 ᧦㧕ޔ㕖༡ήᒻౣ╬㧔52 ᧦㧕ޔᢎ
⢒⎇ⓥߩߚߩⴐ߳ߩ↪น⢻ൻ㧔52a ᧦㧕ޔ࿑ᦠ㙚╬ߦ߅ߌࠆ㔚ሶ⊛࠺ࠖࠬࡊ
ࠗߦ߅ߌࠆ⪺‛ߩౣ㧔52b ᧦㧕
⊛⑳ޔੱ⊛ⶄ㧔53 ᧦㧕ޔᵈᢥߦᔕߓߡ࿑ᦠ㙚
߇ⴕ߁ⶄ౮‛ߩ㈩㆐㧔53a ᧦㧕⊛⑳ޔੱ⊛ⶄߦၮߠߊႎ㈽⺧᳞ᮭ㧔54 ᧦㧕ޔㅍᬺ⠪
ߦࠃࠆ৻ᤨ⊛࿕ቯ㧔55 ᧦㧕⪺ߩࠬࡌ࠲࠺ޔ‛ߩⶄ‛ߩᚲ⠪ߪᄾ⚂ߦࠃࠅߘߩឭ
ଏࠍฃߌࠆ⠪ߩࠕࠢࠬ߮ㅢᏱߩ↪ߩߚߩ⠡᩺ߪⶄ㧔55a ᧦㧕ޔᯏེߩ⽼ᄁୃ

6

C. GEIGER, ޝLa transposition du test des trios étapes en droit françaisޞ, D. 2006, p. 2166 note 9.
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ℂᬺ⠪߇ᒰ༡ᬺߩߚߦⴕ߁↪㧔56 ᧦㧕ޔઃ㓐⊛↪㧔57 ᧦㧕ޔዷ␜⽼ᄁߩᐢ๔⋡⊛
ߢⴕ߁⟤ⴚߩ⪺‛╬ߩ↪㧔58 ᧦㧕ޔ㐿ߩ႐ᚲߦᕡᏱ⊛ߦ⸳⟎ߐࠇߚ⪺‛╬ߩ↪㧔59
᧦㧕⪺ߩࡓࠣࡠࡊޔ‛ߩㅢᏱߩ↪ߩࡇࠦࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃޔᚑޔ឵ᕈ⏕ߩߚߩ
↪㧔69d ᧦ߥߒ 69e ᧦㧕7ޕ
ߥ߅ߦࠬࡌ࠲࠺ޔଥࠆ sui generis ᮭߦ㑐ߒߡޔ↪⊛⑳ޔᚲ␜ࠍ᧦ઙߣߒߡⴕ߁
⥄Ꮖߩቇⴚ⊛↪ᬺߦ߅ߌࠆ⸽⋡⊛ߩ↪್ⵙޔᚻ⛯⋡⊛ߩ↪߇ᮭ㒢
ߩኻ⽎ⴕὑߣߐࠇߡࠆ㧔87c ᧦㧕ޕ

ԛ

ࡈࡦࠬ࠼ࠗ࠷ߦ߅ߌࠆ㒢ⷙቯߩ․ᓽ

ਔ࿖ߩ㒢ⷙቯߦߟߡ߹ߕ߃ࠆߎߣߪ߇࠻ࠬߩߘޔ㒢ቯ⊛ߢࠆߎߣߢࠆޕ
ࠬ࠻ߦߐࠇߚ߽ߩએᄖߩᮭ㒢߇น⢻߆ุ߆ߦߟߡޔਔ࿖ߩ⪺ᮭᴺߪၮᧄ⊛ߦ
ߪᴉ㤩ߒߡࠆޔߚ߹ޕਔ࿖ߣ߽⪺ޔᮭ╬ࠍ৻⥸⊛⽎⊛ߦ㒢ߔࠆⷙቯ㧔৻⥸ⷙቯ㧕
ࠍߒߡߥޕ
㒢ⷙቯߩㆡ↪▸࿐߽㒢ቯ⊛ߢࠆߩߎޕὐߣߩ㑐ଥߢޔᮭ㒢ߩⷐઙ߇ߒ߫ߒ߫♖
✺ߢࠆߣ߁ߎߣ߽ᜰ៰ߢ߈ࠆࠬࡦࡈߦߊߣޕᴺߢߪޔᮭ㒢ߩⷐઙߩౕൻ߇ޔ
ߒ߫ߒ߫․ᴺ߿ Conseil d’Etat8ߩࠃ߁ߥ․ߥᯏ㑐ߩቯߦᆔߨࠄࠇߡࠆࠍ৻ޕߍ
ࠆߣޔ㓚ኂ⠪ߩߚߩ↪ߦ㑐ߔࠆ㒢ⷙቯ㧔L. 122-5 ᧦ 7o㧕ߢߪޔᔅⷐߥ㓚ኂߩ⒟ᐲߦߟ
ߡޔConseil d’Etat ߩ࠺ࠢ㧔décret㧕߇ၮḰߣߐࠇߡ߅ࠅޔ
␠ޟળᵴേ߮ኅᣖߦ㑐ߔࠆᴺ
ౖޠL. 146-9 ᧦ᚲቯߩ࿅ߦࠃߞߡޔ㓚ኂ⠪ᕈ߇ቯߐࠇߡࠆߎߣ߇ⷐઙߣߐࠇߡࠆޕ
߽ߞߣ߽ޔ㒢ⷙቯߩ᧦ᢙ⥄ߪޔ
㧔ߒߡዋߥߊߪߥ߇㧕⧷࿖ᴺࠆߪ☨࿖ᴺߩࠃ
߁ߦᄙߔ߉ࠆ㧔ශ⽎ࠍਈ߃ࠆ㧕ߣ߁ࠊߌߢߪߥᦨޕૐ㒢ޔᴺᓞߣߒߡߩㅘᕈࠍ⏕
ߒࠃ߁ߣߔࠆޔਔ࿖┙ᴺ⠪ߩ㈩ᘦ⟤ߪࠆޔቇߩࠃ߁ߥ߽ߩ߇ુ߃ࠆ㧔ߣߊߦࡈࡦࠬ
ᴺߦ߅ߌࠆ㒢ⷙቯߩᢙߪޔᲧセ⊛ᦨㄭ߹ߢ߈ࠊߡዋߥ߆ߞߚ㧕ޕ

㧔3㧕

㒢ⷙቯߩ⸃㉼ᘒᐲࠍߋࠆ⼏⺰

ࡈࡦࠬ߮࠼ࠗ࠷ߦ߅ߌࠆ㒢ⷙቯߩࠝ࠰࠼࠶ࠢࠬߥ⸃㉼ᘒᐲߪޟޔ෩ᩰ⸃㉼
㧔interprétation stricte / enge Auslegung㧕㉼⸃ߩߎޕࠆߢޠᘒᐲߪޔㄭઍએ᧪ߩ⪺⠪ਛᔃߩ
⪺ᮭᴺⷰ9ߦ↱᧪ߒߡ߅ࠅ⪺ߦ߈ߣޔ⠪ߩੱᩰࠍ㊀ⷞߔࠆࠕࡊࡠ࠴ߣ߽⚿߮ߟߡ

7
8

9

߶߆ޔႎ㈽⺧᳞ᮭߩⴕߦ㑐ߔࠆᛛⴚ⊛ߥⷙቯߣߒߡޔ54a ᧦ߥߒ 54h ᧦߇ࠆޕ
ࠦࡦ࡙ࠗ࠺࠲ޕᐭߩḰߔࠆᴺ᩺ߥߤߩ⻁ߦᔕߕࠆߣߣ߽ߦⴕⵙ್ߩᦨ⚖ⵙ್ᚲߣߒߡ
ߩᮭ㒢ࠍᜬߟޕ
Cf. A. LUCAS / H. J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3e éd., Nexis Lexis Litec 2006, no 321.
V. aussi F. POLLAUD DULIAN, Le droit d’auteur, Economica, 2005, nos 61 64.
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ࠆ10ޕ
߹ߚޔᴺᓞߩ᭴ㅧ߆ࠄ߽㉼⸃ߥ߁ࠃߩߎޔᘒᐲ߇ዉ߆ࠇߡࠆޔߜࠊߥߔޕਔ࿖ߩ⪺
ᮭᴺߪ⪺ޔᮭߩౝኈࠍ৻⥸ⷙቯߣߒߡቯ┙ߒߡ߅ࠅޔኻߦ㒢ⷙቯࠍߦߒߡ
ࠆ⪺ޔߪࠄ߆ߎߘޕᮭߩ⼔߇ޟේೣߩߘޔߡߞߢޠ㒢ߪޟᄖ㧔exceptions /
Ausnahmen㧕ޕࠆߓ↢߇ࠫࡔࠗ߁ߣࠆߢޠ㒢ⷙቯߪߊ߹ߢᄖߥߩߛ߆ࠄޔ෩ᩰ
ߦ⸃㉼ߐࠇࠆᔅⷐ߇ࠆߣ߁ߎߣߢࠆ11㧔Exceptio est strictissimae interpretationis12㧕
ߎޕ
ߩ෩ᩰ⸃㉼ߩ࠹ߪౕޔ⊛ߦߪޔ㒢ⷙቯߩᒛ⸃㉼ߩᔊㆱ߿㘃ផ⸃㉼ߩᱛ
㧔Analogieverbot㧕ޔᢥߩᩮࠍߒߥᮭ㒢ߩഃᱛߣߞߚ⒳ࠄߚ߽ࠍ᧤᜔ߩޘ
ߔߎߣߦߥࠆޕ
ߘߒߡޔ㒢ⷙቯߪනߥࠆᄖߦߔ߉ߥ߆ࠄߩߘޔଢ⋉ࠍ੨ฃߔࠆ⠪ߦޟᮭࠍޠਈ
߃ࠆ߽ߩߢߪߥߣ߽ߐࠇࠆ⪺ޔߜࠊߥߔޕᮭߣห᭽ߦޔ⋉ਥ߇⥄Ꮖߩ⋉ߩታ
ࠍ᳞ߡⴕേߔࠆᩮߣߥࠅ߁ࠆ߽ߩߢߪߥޕ
એ߇߫ࠊࠆߌ߅ߦ࠷ࠗ࠼ࠬࡦࡈޔਥᵹᵷߩ⸃㉼ᘒᐲߣ߁ߴ߈߽ߩߢࠆ߇ޔ
ㄭᤨߩ࠼ࠗ࠷ߦ߅ߡߪ⪺ߥ⊛⋥⎬߿߿ߥ߁ࠃߩߎޔ⠪ਛᔃਥ⟵߆ࠄ⣕ߒ߁߽ޔዋߒᨵ
エߥ⸃㉼⺰ࠍዷ㐿ߒࠃ߁ߣ߁⼏⺰߽บ㗡ߒߡ߈ߡࠆߩߎޕบ㗡ߒߟߟࠆ┙႐ߦ߅
ߡߪ߽ߘ߽ߘޔ㒢ⷙቯߣߪ⪺ᮭߩᄖᑧࠍ↹ߔࠆᴺᛛⴚߦߔ߉ߕ⪺ޔᮭߣ㓞ធߔࠆߣ
ߒߡ߽ߘࠇ⥄⁛┙ߒߚᴺࠪࠬ࠹ࡓ㧔eigenständige Regelungen㧕ߚࠅ߁ࠆߩߢޔ೨ឭߣߒߡ
㒢ⷙቯࠍޟᄖߪߣߎࠆߺߣޠ㑆㆑ߞߡࠆߣߐࠇࠆ13ޕ
ߘߒߡ⪺ޔ⠪ߣห᭽ߦ⪺ޔ‛ߩ↪⠪߽߹ߚၮᧄᮭߥߒᙗᴺ⊛ߥଔ୯㧔ߩ⥄
↱ޔᖱႎߦኻߔࠆᮭ╬㧕ߦࠃߞߡ⼔ߐࠇߡࠆߎߣࠍᱜ㕙߆ࠄ↢⊛⑳ޔᵴ㑐ଥߦ
߅ߡ↢ߓࠆߘࠇࠄߩⴣ⓭ࠍ⺞ᢛߒޔਔ⠪ߩ⋉ߩ⺞ߩߣࠇߚᅷදࠍታߔࠆߩ߇⪺
ᮭᴺߩ⋡⊛ߢࠆߣᛠីߒߡࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߥ⋉ⴧ㊂ࠍਥゲߦߔ߃ߚ⺰⠪14߇࠼ࠗ࠷ߦ߅ߡჇ߃ߟߟࠆ15ߩߪޔ1 ߟߦ

10

11

12
13
14

15

Cf. A. LUCAS / H. J. LUCAS, ibid. ޟ㒢ⷙቯߪᄖߢࠆߣ߁⠨߃ᣇߪੱޔᩰਥ⟵⊛ߥࠕࡊࡠ࠴
㧔approche personnaliste㧕ߦㆡวߔࠆ⋡ޔߪࠇߘޕਅߩ⻉⋉ߩਛߢ⪺ޔ⠪ߩߘࠇߦఝవ⊛ߥࠍ
ਈ߃ࠆะࠍ߽ߟߪࠇߘޕන⚐ߦ⪺ޔ⠪ߩᮭ㧔droit d’auteur㧕ߣ߁ⴚ⺆߇␜ߒߡࠆࠃ߁ߦ⪺ޔ
⠪߇ⷙᢛߩਛᔃߢࠆߣ߁ℂ↱ߦࠃࠆޠ
ޕ
Cf. A. LUCAS / H. J. LUCAS, ibid. ; FROMM/ NORDEMANN Urheberrecht Kommentar, 9 Aufl., W.
Kohlhammer 1998, vor § 45 Rdnr. 3 [W. NORDEMANN] ; SCHRICKER Urheberrecht Kommentar, 3 Aufl., C. H.
Beck 2006, vor § 44a ff., Rdnr. 15 16 [F. MELICHAR].
Cf. H. ROLAND / L. BOYER, Adages du droit français, 4e éd., 1999, no 125.
M. REHSE, Zulässigkeit und Grenzen ungeschriebener Schranken des Urheberrechts, Dr. Kovaþ 2008, S. 49 f.
Hoeren ߮ Raue ߪ⺰ߩߘޔᢥߩ⺰⺞߆ࠄߒߡߎߩ┙႐ߦਈߔࠆ߽ߩߣߺߡࠃߛࠈ߁ޕ
Vgl. T. HOEREN,
ޝDie Schranken des Urheberrechts in Deutschlandޞ, in IRPI / Max Plank Institut für Geistiges Eigentum,
Wettbewerbs und Steuerrecht (éd.), Rencontres franco allemandes : Perspectives d’harmonisation du droit
d’auteur en Europe, Litec 2007, S. 265 ff. ; P. RAUE, ޝZum Dogma von der restriktiven Auslegung der
Schrankenbestimmungen des Urheberrechtsgesetzesޞ, in Perspektiven des Geistiges Eigentums und
Wettbewerbsrechts : Festschrift für W. NORDEMANN, U. LOEWENHEIM (Hrg.), C. H. Beck 2004, S. 327 ff.
Pollaud Dulian ߽ޟߪߡ߅ߦࠬࡦࡈޔᴺᓞߪߘࠇࠁ߃⪺⠪ߩ⋉ߩߚߦ⸃㉼ߐࠇࠆߩߢߞߡޔ
࠼ࠗ࠷ߦ߅ߡᒝߊផᅑߐࠇߡࠆࠃ߁ߥ⪺ޔ⠪ߩ⋉ߣ╙ਃ⠪ߩ⋉ߣߩⴧ㊂ߦࠃߞߡ⸃㉼ߐࠇ
ࠆߩߢߪߥߣޠㅀߴ࠷ࠗ࠼ޔᴺߦ߅ߌࠆㄭᤨߩ⼏⺰߇⋉ⴧ㊂ߦ߈ߟߟࠆߣಽᨆߒߡࠆޕ
POLLAUD DULIAN, op. cit. (n. 9), no 65.
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ߪޔᰴߦㅀߴࠆห࿖ߩ್ߩዷ㐿ߦࠃࠆߣߎࠈ߇ᄢ߈ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧔4㧕

್ߩዷ㐿

ᰴߦ್ࠍߺߡߊߎߣߦߒࠃ߁ޕᣢㅀߩࠃ߁ߦޔਔ࿖ߢߪ෩ᩰ⸃㉼ߩ࠹߇ᒝജߥ
વ⛔ࠍߒߡࠆ߇ߩߘޔᓇ㗀ജߪⵙ್ታോߩోࠍⷒዧߊߒߡߪߥ߱ߟࠍ್ޕ
ߐߦߺࠆ㒢ࠅޔਔ࿖ߩⵙ್ᚲߪߡߓ✚ޔ෩ᩰ⸃㉼ߩ┙႐ࠍޟዅ㊀ޟޔ߇ࠆߪߡߒޠაޠ
ߒߡߪߥߣ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆߦ߈ߣޕᢥⷙቯߩᩮࠍߒߥᮭ㒢ࠍᛚߒߚ
ࠅߦ߈ߣޔ㘃ផ⸃㉼ࠍⴕߞߡౕ⊛ᅷᒰᕈࠍ⏕ߒࠃ߁ߣߒߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ

Ԙ

ࡈࡦࠬ
㐿ߩ႐ᚲߦ߅ߌࠆ⟤ⴚߩ⪺‛ߩઃ㓐⊛↪

a)

ࠆࠁࠊޔߪߢࠬࡦࡈޔઃ㓐⊛↪ߦ㑐ߒߡߪࠆޔ㐿ߩ႐ᚲߦ⸳⟎ߐࠇߚ
⪺‛ߩ↪ߦ㑐ߒߡ⪺ޔᮭࠍ㒢ߒߡࠆߩߪ್ߢࠆߦࠇߎޕ㑐ߔࠆⵙ್ߪᢙ
ᄙߊࠆ߇16ᦨޔㄭߩઍ⊛ߥߣߒߡ 2005 ᐕ 3  15 ᣣߩ⎕Მ㒮್㧔Place des Terreaux
ઙ17㧕ࠍߍߡ߅߈ߚޔߪࠇߎޕደᄖߩᱧผ⊛႐ᚲߦࠆᣉ⸳㧔ᑪ▽ߩ⪺‛㧕߇⛗⪲
ᦠߦ౮ࠅㄟࠎߛ႐วߦⴕⶄߩߘޔὑ߇⪺ᮭࠍଚኂߔࠆ߆ุ߆߇㗴ߣߥߞߚࠤࠬߢ
ࠆޕ⎕Მ㒮ߪޟޔଥ⪺‛ߩߘߩࠃ߁ߥឭ␜ߪޔᛒࠊࠇߚਥ㗴ߦߣߞߡઃ㓐⊛ߢߒ߆ߥ
㧔une telle présentation de l’oeuvre litigieuse était accessoire au sujet traité㧕ࠆ߆߆ޟޔߚޠឭ
␜ߪᒰ⪺‛ߩⴐ߳ߩવ㆐㧔communication㧕ࠍታߢ߈ߡߥޔߡߒߣޠଚኂࠍุ
ቯߔࠆ⚿⺰ࠍߣߞߡࠆޕ
ઃ㓐⊛↪㧔utilisation accessoire㧕ߦ߆߆ࠆ⸥ߩᴺℂߪޔᩰ⸒ de minimis non curat praetor
ࠍ⪺ᮭᴺߩⷙᓞߩਛߦታቯൻߒߚ߽ߩߢࠆ⪺ޕ‛߇ⴐߦવ㆐ߐࠇߡߪࠆ߇ޔਇ
ቢోߢߞߚࠅޔੑᰴ⊛ߢߒ߆ߥᣇᴺߢવ㆐ߐࠇߡࠆ႐วߦߩߎޔᴺℂ߇↪ࠄࠇࠆޕ
Pollaud-Dulian ߪޔઃ㓐⊛↪ߩ⥄↱ߪ⪺ޔ᧪ᧄޔᮭ⠪ߩኡኈ㧔tolérance18㧕ߦࠃࠆ߽ߩ

16

17

18

ㄭઍ⊛ߥ႐ᚲ㧔La Défense㧕ߦࠄࠇߚゞߩࡕ࠺࡞ࠍᓇߒߚ౮⌀ߩ⢛᥊ߦ߅ߌࠆᓸዋߥㇱಽߦྃ᳓
߇౮ࠅㄟࠎߢߚߣ߁ࠤࠬߢޔഃ⊛․ᓽ߇ᗵᓧߢ߈ߥߎߣࠍℂ↱ߦޔଚኂࠍุቯߒߚ߇
ࠆޕCass. 1re civ., 16 juill. 1987, RIDA 1 / 1988, p. 94. ߹ߚޔCM ᤋ↹ߦ߅ߡᓂೞ߇ᭂߡਇ㞲ߦᤋ
ࠅㄟࠎߢߚࠤࠬߢޔଚኂࠍุቯߒߚ߇ࠆޕTGI Paris. 1re ch., 28 mai 1997, RIDA 1 / 1998, p. 329.
ߒ߆ߒ್ߩࠄࠇߎޔߩ⒟ߪ৻⥸⊛ߥ߽ߩߢߪߥޕ
ޟઃ㓐⊛↪ߩޠᴺℂߪ߽ߞߣవࠍⴕߊ߽ߩߢ
ࠆޕ㘑᥊౮⌀ࠍࡊࡦ࠻ߒߚᧄߩࠞࡃ߇ CM ᤋ↹ߦᤋࠅㄟࠎߢߚࠤࠬߢߩߘޔ౮⌀߇ᐢ๔ߣ
߁ᒻߢᛒࠊࠇߚਥ㗴ߦߣߞߡઃ㓐⊛ߥ߽ߩߢࠆߎߣࠍℂ↱ߦޔᒰ⪺‛ࠍᗵᓧߢ߈ߥߣߒߚ
߇ࠆޕCass. 1re civ., juin 2001, RIDA 2 / 2002, p. 423 ; D. 2001, p. 2517 note DALEAU. ሶߩࡕ࠺࡞
ࠍ CM ᤋ↹ߦ߅ߡᗧ࿑⊛ߦ➅ࠅߒ↪ߒߚߣ߁ࠤࠬߢޔหߓၮḰࠍ↪ߡଚኂߣߒߚ߽
ࠆޕCass. 1re civ., 12 déc. 2000, D. 2001, p. 1530 note DREYER. ߘߩઁ৻ޔㅪߩⵙ್ߦߟߡߪޔcf. A.
LUCAS / H. J. LUCAS, op. cit. (n. 9), no 298.
Cass. 1re civ., 15 mars 2005, Légipresse 2005, no 221, Υ, p. 73 note J. M. BRUGUIÈRE ; JCP G 2005 Τ 10072
note Th. LANCRENON.
ኈޔ㤩ޕᮭ⠪߇ࠄ߆ߦ㆑ᴺߥᵴേߪήᮭߩⴕേࠍኈߔࠆߎߣޕDesbois ߪ⸥ޔᔨᑪㅧ‛
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ߢߞߡ߇ࠇߘޔᘠ⠌ᴺ㧔coutume㧕ߦォൻߒߚߣ⸃ߔߴ߈ߢߪߥ߆ߣ⥄ߒߡࠆ19ޕ
ߒ߆ߒᄙߊߩ⺰⠪ߪޔᢥߩᩮࠍߒߥᮭ㒢ࠍⵙ್ᚲ߇ߚ߽ߩߢࠆߣಽᨆ
ߒߡ߅ࠅޟߦߊߣࠍ⽎ߥ߁ࠃߩߎޔᴺᑨߦࠃࠆᮭ㒢㧔exception prétorienne㧕ߣޠࠎ
ߢࠆޕ
b)

TV ႎߩߚߩ↪
᰷Ꮊੱᮭ᧦⚂ 10 ᧦ߪࠍޠ↱⥄ߩޟ㓚ߔࠆᣦቯߡࠆ߇ޔㄭᐕࠍࠇߎޔេ↪ߒߡ

㒢ⷙቯߩᒛ⸃㉼ࠍߔߴ߈ߢࠆߣਥᒛߐࠇࠆߎߣ߇ࠆޔ߫߃ߣߚޕTV ߩ࠾ࡘࠬႎ
ߦ㑐ߔࠆઙߢߥ߁ࠃߩߎޔਥᒛࠍߒߚ TV ዪ㧔France 2㧕߇ߞߚޕ2003 ᐕ 11  13 ᣣ
ߩ⎕Მ㒮್㧔Utrillo ઙ20㧕ߪߥ߁ࠃߩߘޔઙߦ㑐ߔࠆ߽ߩߢࠆޔߪߢࠬࠤߩߎޕ
ฬ↹ኅߩຠዷ␜ળߦ㑐ߔࠆ TV ႎߦ߅ߡ ↹⛗ޔ12 ᨎࠍᤋߔࠆߎߣ㧔2 ಽᢙ⑽㧕
߇⪺ᮭࠍଚኂߔࠆ߆ุ߆߇㗴ߣߥߞߚޕ⎕Მ㒮ߪᧄޔઙႎߪ L. 122-5 ᧦ 3 ภ a㧔CPI㧕
ߦ߁ޟ⍴ᒁ↪㧔courtes citations㧕ߦޠᒰߚࠄߥߣߒߚේክߩ್ᢿߪᱜᒰߢࠆߣߒޔ
France 2 ߩ᰷Ꮊੱᮭ᧦⚂ 10 ᧦ࠍᩮߣߔࠆᒁ↪ⷙቯߩᒛ⊛ㆡ↪ߦၮߠߊ᛫ᑯߪޔᚑ┙ߒ
ߥ㧔inopérant㧕ߣ್ᢿߒߡࠆޕ
ᧄ್ߦߟߡߪޔ᭽ߥޘᣇ߇ߥߐࠇߡࠆޔߪߦ⊛⥸৻ޕ㒢ⷙቯߩ෩ᩰ⸃㉼ߩࠬ
࠲ࡦࠬࠍ⛽ᜬߒߚࠤࠬߣฃߌᱛࠄࠇߡࠆࠃ߁ߢࠆ߇ޔ᰷Ꮊੱᮭ᧦⚂ߦၮߠߊ㒢
ⷙቯߩ⸃㉼ߣ߁┙⺰⥄ߪᧄ್ߦࠃߞߡߪุቯߐࠇߥ߆ߞߚߣߒߡߦࠇߎޔᅢᗧ⊛ߥ
⹏ଔࠍߔࠆ⸃߽ࠆ21ઁޕᣇߢ⥄⺰┙ߥ߁ࠃߩߘޔޔ⎕Მ㒮ߦࠃߞߡㅌߌࠄࠇߚߣಽᨆ
ߔࠆ⸃߽ࠆ22ޕ
c) 3 step test ߩ㑆ធㆡ↪
2006 ᐕ 2  28 ᣣߩ⎕Მ㒮್㧔Mulholland Drive ઙ23㧕ߪⷺࠆࠁࠄޔᐲ߆ࠄߺߡ⥝
ᷓߢࠆޔߪߢࠬࠤߩߎޕᛛⴚ⊛⼔ᚻᲑ߇ᣉߐࠇߚ DVD ߩ⽼ᄁ߇↪ޔ⠪ߩ⑳ޟ

╬߇ᵈᗧࠍᗖ߆ߥࠃ߁ߥᒻߢ౮⌀ߦ౮ࠅߎ߹ࠇߚ႐วޔឃઁᮭ߇㒢ߐࠇࠆߴ߈ߢࠆߣ⺰ߓߟߟޔ
ߎࠇࠍ torélance ߣಽᨆߒߡࠆޕH. DESBOIS, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz 1978, no 255.
19
POLLAUD DULIAN, op. cit. (n. 9), no 820.
20
Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, RIDA 2 / 2004, p. 291 ; D. 2004, p. 200 note N. BOUCHE; JCP G 2004 Τ 10080
note C. GEIGER.
21
J. C. GALLOUX,ޝExceptions et limitations au droit d’auteur : Exception française ou paradoxe français?ޞin
Rencontres préc.(n. 14), p. 329. Galloux ߪޔ᰷Ꮊੱᮭ᧦⚂ 10 ᧦ߦၮ␆ࠍ⟎ߊޟᖱႎߦኻߔࠆᮭࠁߩޠ
߃ߦ⪺ޔᮭ߇㒢ߐࠇࠆ႐ว߇ࠆߎߣࠍߚේክ್㧔CA Paris, 30 mai 2001㧕ߩᣇࠍ㜞ߊ⹏ଔ
ߒߡ߅ࠅ್ߩߎޟޔߪޔవߦ␜ߒߚ࠼ࠣࡑߩ৻ߟ
ᴺߦߐࠇߚᮭ㒢ߪ㒢ቯ⊛ߥᕈᩰࠍߔ
ࠆߣ߁࠼ࠣࡑ
ߦ⚳ᱛ╓ࠍᛂߟ߽ߩޕࠆߡߒ⹏ߢ߹ߣޠ
22
A. LUCAS / H. J. LUCAS, op. cit. (n. 9), no 326. Lucas ߪޔ
᰷Ꮊੱᮭ᧦⚂ 10 ᧦ᚲቯߩߩ⥄↱ࠍᩮߦޔ
ߎߩ⥄↱ߦኻߔࠆဋⴧࠍᰳߚଚኂߦኻߒߡߪޔ␜⊛ߥ㒢ⷙቯߩᨒࠍ߃ߡ⪺ᮭߩ㒢ࠍዉߊ
ߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ߁⠨߃ᣇ߇ߪߢ࠳ࡦࠝޔ㗀ࠍᓧߡࠆ߇ࠡ࡞ࡌޔ⎕Მ㒮ߦࠃߞߡߪណ↪ߐࠇ
ߕ߽ߢࠬࡦࡈޔห᭽ߢࠆߣㅀߴߡࠆ㧔Utrillo ઙ⎕Მ㒮್߮ේክ್ࠍᒁ↪㧕
ޕV. aussi, no 327.
23
re
Cass. 1 civ., 28 févr. 2006, JCP G 2006 Τ 10084 note A. LUCAS ; Légipresse 2006 n. 231, Υ, p. 76 note V.
L. BÉNABOU.

88

⊛ⶄࠍⴕ߁ᮭࠍޠଚኂߔࠆ߆ุ߆߇ࠊࠇߚ24ޕ
⎕Მ㒮ߪ ⚂᧦࡞ࡌޔߕ߹ޔ9 ᧦ 2 㗄߮ EU ᖱႎ␠ળᜰ 5 ᧦ 5 㗄ߦၮߠߡⶄ⊛⑳ޔ
ߦଥࠆ࿖ౝ㒢ⷙቯࠍ⸃㉼ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣߒߚ㧔್ᒰᤨߛ߹ߪࠬࡦࡈޔหᜰࠍ
࿖ౝታᣉߒߡߥ߆ߞߚ㧕ޟޔߡߒߘޕᒰⷙቯ߇⪺‛ߩㅢᏱߩ↪ࠍᅹߍࠆലᨐࠍ߽ߚ
ࠄߔߩߢࠇ߫㧔lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale de
l’oeuvre㧕ߪࠇߘޔޠᛛⴚ⊛⼔ᚻᲑࠍᣉߔߢߩ㓚ኂߣߥࠆ߽ߩߢߪߥߣߒޔ⸥ DVD
ߩ⑳⊛ⶄߪ⪺‛ߩㅢᏱߩ↪ࠍᅹߍࠆ㧔3 step test ߩ╙ 2 ࠬ࠹࠶ࡊߦᛶ⸅ߔࠆ㧕น⢻ᕈ
߇ࠆߣߒߡޔઙࠍේክߦᏅߒᚯߔᣦ್␜ߒߚޕ
ᧄ್ߪޔ
ࡌ࡞᧦⚂߮ᜰߩ 3 step test ࠍ㑆ធㆡ↪ߒߚὐߦ߅ߡ․ᓽ⊛ߢࠆ߇ޔ
ߚߣ߃㒢ⷙቯߩᢥ⸒ߩⷐઙࠍల⿷ߒߡߡ߽⁁ޔᴫߦࠃߞߡߪߘߩㆡ↪߇ឃ㒰ߐࠇࠆ
น⢻ᕈࠍౕ⊛ߦ␜ߒߚὐߢߩࠬࡦࡈޔቇ⺑ߦᷓ↟ߥࠗࡦࡄࠢ࠻ࠍਈ߃ߡࠆޕᲧセ⊛
ᄙߊߩ⺰⠪߇ޔ3 step test ߦၮߠߊ㒢ⷙቯߩ⸥❗ዊ⸃㉼ߪ߿߿ޔㆊỗߢࠆ㧔ᴺ⊛ቯ
ᕈࠍ⪺ߒߊኂߔࠆ㧕ߣ⠨߃ߡࠆߒ߆ߒޕᣢㅀߩࠃ߁ߦޔ2006 ᐕ 8 ߩᴺᡷᱜߩᓟޔ3 step
test ߪࡈࡦࠬᴺߩਛߦᢥߩⷙቯߢ߽ߞߡ⚵ߺㄟ߹ࠇ৻ߩߘޔㇱߣߒߡᯏ⢻ߔࠆߎߣ߇
⏕ߦߐࠇߚޕ

ԙ

࠼ࠗ࠷
ᒁ↪

a)

2007 ᐕߦᴺᡷᱜ߇ⴕࠊࠇࠆ೨ߪ࠷ࠗ࠼ޔᴺߦ߅ߌࠆᒁ↪ⷙቯ㧔51 ᧦㧕ߪޔ㕖Ᏹߦ┆ዮߥ
߽ߩߢߞߚ⪺ޕ‛ߩోㇱᒁ↪ߪޔቇⴚߩ⪺‛ߦ߅ߡᒁ↪ߔࠆ႐วߦᢥ⸒ߪ㒢ቯ
ߐࠇߡ߅ࠅ㧔1 ภޕ
ޟᄢᒁ↪㧔Großzitat㧕ޠ
㧕ߩઁޔ㘃ဳߩ⪺‛ߦ߅ߌࠆᒁ↪ߪޔㇱಽ㧔Stelle㧕
ᒁ↪ߢߥߌࠇ߫ߥࠄߥ߆ߞߚߩߢࠆ㧔2 ภޔ3 ภޟޕዊᒁ↪㧔Kleinzitat㧕ޠ㧕ޔߚ߹ޕᒁ↪ߔ
ࠆߩ⪺‛ߪޔቇⴚߩ⪺‛㧔1 ภ㧕⪺ߩ⺆⸒ޔ‛㧔2 ภ㧕ޔ㖸ᭉߩ⪺‛㧔3 ภ㧕ߩ
ߕࠇ߆ߦ㒢ቯߐࠇߡߚޕ
࠼ࠗ࠷ߩᒁ↪ߦଥࠆ್ߦߪߥ߁ࠃߩߎޔቯᴺߩ┆ዮߐࠍ㘃ផ⸃㉼ߦࠃߞߡᛂߜ⎕ߞ
ߡ߈ߚ㐳ᱧผ߇ࠆ25ޕᓥ᧪߆ࠄ⪺ޔ‛㧔ߣߊߦࠗࡔࠫ㧕ࠍޔ෩ኒߦߪቇⴚ⊛ߣߪ
߃ߥ⪺‛ߦ߅ߡోㇱᒁ↪ߔࠆ⥄↱ߪ৻ޔቯߩ▸࿐ߢࠄࠇߡ߈ߚ26ޔߚ߹ޕᤋ↹ߩ

24

25

26

ᧄઙߩ 1 ክ৻╙ޔᰴប⸷ክ߮๔ክߩ್ᣦߩ◲නߥ⚫ߣಽᨆࠍⴕߞߚ߽ߩߣߒߡޔᄹᵄሶ
ࡉࠗ࠼࠼ࡦࡎ࡞ࡑޟઙ DVD ߩࠦࡇࠟ࠼ߣ⪺ᮭ ࠻ࠗࡇࠦޠ2007 ᐕ 6 ภ 30 33 㗁߇
ࠆޕᏅᚯᓟߩ╙ੑᰴប⸷ክ್ߦߟߡߪޔ᜕Ⓜޟ3 step test ߪߤߎ߹ߢ↪ߥේೣ߆ ࡈࡦࠬߦ
߅ߌࠆ⼏⺰ࠍෳ⠨ߦ ޠᥓᴺቇ⺰㓸 51 Ꮞ 34 ภ㧔2008㧕48 49 㗁ෳᾖޕ
2007 ᐕᡷᱜ೨ߩ࠼ࠗ࠷ᒁ↪ⷙቯߦၮߠߊ್ᴺℂߦߟߡⷰߒߚ߽ߩߣߒߡޔਃᶆᱜᐢ⪺࠷ࠗ࠼ޟ
ᮭᴺߦ߅ߌࠆᒁ↪⪺ޠᮭ⎇ⓥ 26 ภ 122 㗁એਅ㧔2000㧕߇ࠆޕ
51 ᧦ 1 ภߦ߁ޟቇⴚߩ⪺‛ߪޠᐢߊ⸃ߐࠇߡࠆޕᒁ↪ⷙቯߩ⢛ᓟߦߪⴐߦ߅ߌࠆᢥൻ⊛⊒ዷ
ࠍଦㅴߔࠆߣ߁⋡⊛߇ࠆ߆ࠄߢࠆ㧔ߚߛߒࠆޔ⒟ᐲߩ⌀㕙⋡ߐࠍ߽ߞߡޔ⍮⼂ߩ᥉ࠍ⋡⊛
ߣߒߡࠆߣ߃ࠆ߽ߩߢߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧕
ޕᤋ↹ߩ⪺‛߽ߎߎߦ߹ࠇ߁ࠆޕVgl. E. ULMER,
ޝZitate in Filmwerkenޞ, GRUR 1972, S. 324. ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕຠߩ⠪߽ޔᢎ᧚ࠍቇ↢ߦឭଏߔࠆ
⋡⊛ߢⴕ߁ߩߢࠇ߫ޔᒁ↪ߩ᛫ᑯࠍߔࠆߎߣ߇น⢻ߢࠈ߁ޕVgl. HOEREN, op. cit. (n. 14), S. 277.
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⪺‛╬ߦ߅ߡ߽ޔ2 ภߩᒁ↪ߪࠄࠇߡ߈ߚ27ߩࠄࠇߎޔߡߒߘޕ㘃ផ⸃㉼ߦߟߡ
ߪޔቇ⺑߽߶߷⇣⺰߇ߥ߆ߞߚߣ߃ࠆޕ
ߥ߅ޔ2007 ᐕߦⴕࠊࠇߚᴺᡷᱜߦࠃࠅ࠷ࠗ࠼ޔᴺߩᒁ↪ⷙቯߪలߐࠇޔ⸥ߩࠃ߁ߥ
ᢥ⸒ߩਇߪᤚᱜߐࠇߚ⪺࠷ࠗ࠼ߩⴕޕᮭᴺ 51 ᧦ߦ߅ߡߪޔ1 ภ߆ࠄ 3 ภ߹ߢߦ
ឝߍࠄࠇߚᒁ↪ߪޕࠆߡࠇߐߣߩ߽ߥ⊛␜ޔ
Ṷຠߦ߅ߌࠆᢥ┨ߩᒁ↪

b)

หߓߊᒁ↪ߦ㑐ߒߡߢࠆ߇ߩ࠷ࠗ࠼ޔቇ⺑ߦ᷹ࠅߒࠇߥⴣ᠄ࠍਈ߃ߚߩ߇ޔ2000 ᐕ
6  29 ᣣߩㅪ㇌ᙗᴺⵙ್ᚲቯ㧔Germania Υઙ28㧕ߢࠆߩߎޕઙߢᦨᄢߩὐߣߥ
ߞߚߩߪޔṶຠߦ߅ߡઁੱߩᢥ┨ࠍࠦࠫࡘ⊛ߦ↪ߔࠆⴕὑ߇ޔㆡᴺߥᒁ↪ߣ
߃ࠆ߆ุ߆ߢߞߚޕᓥ᧪ߩ್߮ቇ⺑ߪޔㆡᴺᒁ↪ߩⷐઙߣߒߡޟBelegߩޠᯏ⢻ߣ
߁߽ߩࠍឝߍߡ߈ߚޕBeleg㧔ᒁ↪⪺‛ߣⵍᒁ↪⪺‛ߩౝ⊛ߥ⚿߮ߟ߈㧕߇ᗧߔࠆ
ߣߎࠈߪⶄ㔀ߢࠅߩߘޔᱜ⏕ߥℂ⸃ߩߚߦߪ߈ߜࠎߣߒߚ⎇ⓥ߇ᔅⷐߢࠆ߇ߒߐޔ
ߚࠅᗧ߇ว⥌ߒߚߎߣࠍ⏕ൻߔࠆᯏ⢻ޔߪࠃࠅࠃޔℂ⸃ޔℂ↱ઃߌ߮ជࠅਅ
ߍߩᯏ⢻ߣℂ⸃ߒߡࠃࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ29߇ࠊޕ࿖ߦ߅ߡޟߦ⥸৻ޔᛕ⹏㑐ଥࠇࠊߣޠ
ߡࠆ߽ߩߦㄭᔨߣ߃ࠆ߆߽ߒࠇߥޕᒁ↪ߩ߁ߣޠࠕ࠾ࡑ࡞ࠥޟṶຠ߇ޔ
ᒁ↪ߐࠇߚኅ Brecht ߩᢥ┨ࠍޟᛕ⹏ޔߚߚߞߢࠬࠤߚ߇ߪߣࠆߡߒޠ
ᓥ᧪ߩ⸃㉼ߩᄌᦝ߇᳞ࠄࠇߡߚߩߢࠆޕ
ߘߎߢㅪ㇌ᙗᴺⵙ್ᚲߪޔᰴߩࠃ߁ߥ㕟ᣂ⊛್ᢿࠍ␜ߒߚޕၮᧄᴺ 5 ᧦ 3 㗄ᚲቯߩ⧓ޟ
ⴚߩ⥄↱㧔Kunstfreiheit㧕ߪޔή᧦ઙߩ߽ߩߢࠆ߇ޔή㒢ߦ㓚ߐࠇࠆ߽ߩߢߪߥ̖
̖ߘߩ㒢ߪߩੱઁޔၮᧄᮭߦࠃߞߡ̖̖߹ߚᙗᴺ⊛ଔ୯ࠍߔࠆߘߩઁߩᴺ⋉ߦࠃߞߡ
߽ߚࠄߐࠇࠆ̖̖ߘߩࠃ߁ߥ㒢ߪޔၮᧄᴺ 14 ᧦ 1 㗄ᚲቯߩᚲᮭߩ㓚߆ࠄ߽↢ߓ߁ࠆޕ
ᒰᚲᮭߩ㓚ߦߪ̖̖ߥ߆ࠎߕߊ⪺ᮭߩ⼔߽߹ࠇߡࠆޔ߽ߣߞ߽ޕᚲᮭ߽
߹ߚή㒢ߦ㓚ߐࠇߥ⪺ߦߊߣޕᮭߩ㗔ၞߢߪߪࠇߘޔනߦߩߎޔᮭߩ⽷↥⊛ଔ
୯ߩ㕙ࠍၮᧄ⊛ߦ⪺⠪ߦഀࠅᒰߡࠆߴ߈ߎߣࠍⷐ᳞ߒߡࠆߦߔ߉ߥ̖̖┙ᴺ⠪ߪޔ
⪺ᮭߩᨒౝߢޔ㒢⇇ߦ㑐ߔࠆㆡಾߥၮḰࠍߐߥߌࠇ߫ߥࠄߥ̖̖ߘߩࠃ߁ߥၮḰ
ߪ⪺߫߃ߣߚޔᮭᴺ 45 ᧦એਅߩ㒢ⷙቯ߆ࠄ↢ߓࠆ̖̖ޠ
ޟၮᧄᴺ 5 ᧦ 3 㗄߇⧓ⴚߦኻ
ߔࠆ․ߥ㈩ᘦࠍⷐ᳞ߒߡࠆߎߣ߆ࠄ⪺ޔᮭᴺ 51 ᧦ 2 ภߩ⸃㉼ㆡ↪ߦ㓙ߒߡᰴߩߎߣ
߇᳞ࠄࠇࠆⵍޔߜࠊߥߔޕᒁ↪ㇱಽߣᒁ↪⠪ߩᕁᗐ⠨ኤߣߩౝ⊛ߥ⚿߮ߟ߈ࠍޔනߥ
ࠆ Beleg ߩᯏ⢻ࠍ߃ߡ⧓ⴚ⊛ߥߣㅧᒻߩᚻᲑߣߒߡᛚߔࠆߎߣߦߣߎߩߘߡߒߘޔ
ࠃࠅⷙߩߎޔቯߦߟߡ⪺⊛ⴚ⧓ޔ‛ߩߚߦޔߩઁޔ㕖⧓ⴚ⊛ߥ⸒⺆ߩ⪺‛ߦ߅ߌ
ࠆࠃࠅ߽ᐢ▸ߥㆡ↪▸࿐ࠍ⏕ߔࠆߎߣߢࠆߩੱઁޕޠᢥ┨߇ Beleg ߩᯏ⢻ࠍᨐߚߒߡ

27

28
29

BGH, GRUR 1987, S. 362 [Filmzitat]. ߘߩઁߩᄙߊߩⵙ್ߦߟߡߪޔvgl. SCHRICKER Kommentar,
préc. (n. 11), § 51, Rdnr. 41 [G. SCHRICKER].
BVerfG, Beschl. v. 29. 6. 2000, GRUR 2001, S. 149.
GRUR 2001, S. 152.
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ߥߊߡ߽⥄ޟޔᏆߩ⧓ⴚ⊛ౝኈߩኻ⽎߮ㅧᒻᚻᲑߦߣߤ߹ߞߡࠆޠ႐วߦߪޔㆡᴺ
ᒁ↪ߣߒߡࠄࠇࠆ㧔ற✢╩⠪㧕
ޕ
⸥್ᣦߪޔᰴߩ⻉ὐࠍㅀߴࠆ߽ߩߢߞߡޔᔟߢࠆ⪺ޕᮭᴺߦ߅ߌࠆᒁ↪ߩ⥄
↱ߪޔၮᧄᴺߩߦޠ↱⥄ߩⴚ⧓ޟᩮࠍᜬߜ߁ࠆߎߣࠍ↱⥄ߩߎߡߒߘޔ㓚ߔࠆߚ
ߦ ߦ߈ߣޔBeleg ߩᯏ⢻ࠍ߃ߚᐢ▸ߥᒁ↪ࠍ⧓ⴚ⊛ᚻᲑߣߒߡᛚߔࠆᔅⷐ߇ࠆߎ
ߣ⪺ࠅߣ߭ޔߪߦ⊛⥸৻ࠅࠃޔ⠪ߩߺ߇ၮᧄᮭࠍߔࠆߩߢߪߥߊ⪺ޔ‛ߩ↪ߦ㑐
ਈߔࠆ⠪߽ߔߴ߆ࠄߊၮᧄᮭࠍ੨ߒߩࠇߙࠇߘޔၮᧄᮭ߇ⴣ⓭ߒ߁ࠆߎߣߩߘޔ㑆ߩဋ
ⴧࠍታߔࠆߦᒰߚߞߡߪޔ㒢ⷙቯߩᨵエߥ⸃㉼߽⸵ኈߐࠇ߁ࠆߎߣޕࠆߢޔ
c) ᤨߩઙᕈ
࠼ࠗ࠷⪺ᮭᴺ 50 ᧦ߪᤨޔߩઙߩㆊ⒟ߦ߅ߡࠇࠆ⪺‛ߦߟ߈ߩߘޔႎߦ
߁ⶄ╬ࠍ⥄↱ߣߒߡࠆᤨޟߡߞࠃޕߩઙ㧔Tagesereignis㧕ޠᕈߦଥࠆቯߩᐢ⁜ߪޔ
⪺ᮭ߇㒢ߐࠇࠆ▸࿐ߦᓇ㗀ࠍ߷ߔߎߣߦߥࠆޕᓥ೨ߩቇ⺑╬ߦ߅ߡߪޔ
ᤨޟߩ
ઙޠᕈߩᔨࠍ෩ᩰߦᝒ߃ޔᴦ⊛ߪᢥൻ⊛ߦ㊀ⷐߣ߃ࠆ᧪ࠍᜰߔߣ⸃ߔࠆߩ߇
ㅢߢߞߚޕ
ߎߩὐߦ㑐ߒߡ߽ᦨޔㄭ⥝ޔ್ᷓ߇ߡࠆޕ2002 ᐕ 7  11 ᣣߩㅪ㇌ㅢᏱⵙ್ᚲ
್㧔Verona Feldbusch ઙ㧕30ߢࠆޔߪߢࠬࠤߩߎޕᣣೀ⚕ޟBild߇ޠឝタߒߚ౮⌀㧔
ฬᅚఝ߇ᄦߩ↵ఝ߆ࠄᲐࠄࠇߚᒻ〔ࠍ␜ߔ౮⌀㧕ࠍޔㅳೀޟFocus߇ޠォタߒߡ⸥ࠍᦠ
ߊߎߣ߇ޔᒰ౮⌀ߦଥࠆ⪺ᮭࠍଚኂߔࠆ߆ุ߆߇㗴ߣߥߞߚޕㅪ㇌ㅢᏱⵙ್ᚲߪޔ
⪺ᮭᴺ 50 ᧦ߪᧄઙߦㆡ↪ߐࠇࠆߣ್ᢿߒޔᴦ⊛ߪᢥൻ⊛ߦ㊀ⷐߥ᧪ߣ߃ߥ
ઙߦߟߡ߽ᤨޟߩઙޠᕈߪࠄࠇࠆߎߣࠍࠄ߆ߦߒߡࠆ31ޕ
㔚ሶࡊࠬ

d)

࠼ࠗ࠷⪺ᮭᴺ 49 ᧦ߪޔᣂ⡞߿ᖱႎ╬ߦឝタߐࠇߚዋ㊂ߩ⸥ࠍߩઁޔᣂ⡞߿ᖱႎ
╬ߦォタߔࠆⴕὑࠍ৻ቯߩ▸࿐ߢ⥄↱ߣߒߡࠆޕVerona Feldbusch ઙ್ߣหᣣߦ⸒
ᷰߐࠇߚㅪ㇌ㅢᏱⵙ್ᚲ್㧔Elektronischer Pressespiegel ઙ32㧕ߪޔળ␠ౝㇱߦ߅ߡᣂ
⡞ߩ⺰⺑╬ࠍࠬࠠࡖ࠾ࡦࠣߒޔ㔚ሶࡔ࡞ߢᓥᬺຬተߦㅍାߔࠆⴕὑߦ߽ⷙߩߎޔቯߩㆡ
↪߇ࠆ߆߇㗴ߣߥߞߚࠤࠬߢࠆޕห᧦ 1 㗄ߩᢥ⸒ߪޟޔᣂ⡞߮ߘߩ⒳ߩᖱႎ
㧔Zeitungen und Informationsblätter dieser Art㧕ߩ߳ޠォタࠍ⸵ኈߔࠆ߽ߩߢࠆ߇ޔᨐߚߒߡޔ
ォタน⢻ߥᇦߣߒߡޔ㔚ሶࡊࠬ㧔elektronischer Pressespiegel㧕߽ߘߩᢥℂ߆ࠄዉߊߎߣ
߇ߢ߈ࠆ߆ߪ⋧ޔᒰߦᓸᅱߥ㗴ߢࠆߣߞߡࠃޕ
ߎࠇߦኻߒޔㅪ㇌ㅢᏱⵙ್ᚲߪޔ
⪺ޟᮭᴺ 45 ᧦એਅߩ㒢ⷙቯߩᨒ⚵ߦ߅ߡ↪ߐ

30
31

32

BGH, Urt. v. 11. 7. 2002, ZUM 2002, S. 818.
Raue ߪ್ߩߘޔᢥߦ߽߆߆ࠊࠄߕ್ᧄޔߪ㘃ផ⸃㉼ࠍⴕߞߚ߽ߩߣ⸃ߒߡࠆޕRAUE, op. cit. (n. 14),
S. 330.
BGH, Urt. v. 11. 7. 2002, GRUR 2002, S. 963.
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ࠇߡࠆᔨߪޔᛛⴚߩ⊒ዷߦࠃߞߡᤨઍㆃࠇߩ߽ߩߣߥࠅ߁ࠆޕ႐วߦࠃߞߡߪޔᒛ
⸃㉼㧔extensive Auslegung㧕ߦࠃߞߡߎࠇߦ㈩ᘦߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޠ
⪺ޟ⠪ߩ⋉ߩߺߥ
ࠄߕޔ㒢ⷙቯߦࠃߞߡ⼔ߐࠇࠆ⻉⋉ࠍ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠆߒޔᒰⷙቯߩ⸃㉼ࠍⴕ
߁ߢߪߩࠄࠇߘޔ㊀ⷐᕈࠍ⋧ᔕߦ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠆߚߒߣޠߢޔ㔚ሶࡊࠬߦ߽⪺
ᮭᴺ 49 ᧦ 1 㗄ߪㆡ↪ߐࠇࠆߎߣࠍࠄ߆ߦߒߚޕ
ᧄ್ߪޔᒰᤨߦ࡞࠽࡚ࠪࡦޔฃߌᱛࠄࠇߚࠄߒߊޔ߽࠼ࠗ࠷ߩቇ⇇ߦ߅
ߡ⾥ุਔ⺰ࠍ㓸ߡࠆ33

34

್ޕᢥߦࠃࠇ್߫ᧄޔߪ⪺ᮭᴺ 49 ᧦ߩޟᒛ⸃㉼ࠍޠ

ⴕߞߚ߽ߩߢࠆ߇ޔታ㓙ߦߪ㘃ផ⸃㉼ࠍⴕߞߚ߽ߩߣߩ⹏ଔ߽⡞߆ࠇࠆߣߎࠈߢࠆ35ޕ
ⶄ౮‛㈩ㅍࠨࡆࠬ

e)

࠼ࠗ࠷⪺ᮭᴺ 53 ᧦ 2 㗄ߦߪ⥄ޔᏆ↪ߩߚߩⶄࠍ⥄↱ߣߔࠆⷙቯ߇ࠆޕ1999 ᐕ
2  25 ᣣߩㅪ㇌ㅢᏱⵙ್ᚲ್㧔Kopienversanddienst ઙ36㧕ߪޔ࿑ᦠ㙚߇ߩᵈᢥ
ࠍฃߌߡ㔀㍳⺰ᢥߩⶄ౮‛ࠍㇷㅍߪ FAX ߔࠆⴕὑߦ߽ⷙߩߎޔቯߩㆡ↪߇ࠆ߆ุ
߆߇㗴ߣߥߞߚࠤࠬߢࠆޕ
ㅪ㇌ㅢᏱⵙ್ᚲߪޔᒰⶄ‛ߩᚑߪ⪺ᮭᴺ 53 ᧦ 2 㗄 4 ภ a ߦࠃࠅ⸵ߐࠇⷙߩߎޔ
ቯߦၮߠߡⶄࠍ⸵ߐࠇࠆ⠪ߪ╙ޔਃ⠪ߦ߽ⶄ‛ࠍᚑߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ್␜ߒ
ߚޔߚ߹ޕᒰ࿑ᦠ㙚ߪޔㆡᴺߥⶄ‛ࠍ㈩ㅍߒߡࠆએޔ㗏Ꮣᮭ߽ଚኂߒߥߣ್߽
ᢿߒߚޕ
⪺ᮭᴺ 53 ᧦ 2 㗄ߩᢥ⸒ߦࠃࠇ߫⸵ޔኈߐࠇࠆⶄ⋡⊛ߪ⥄ޟޔᏆߦ↪ߩޠଏߔࠆߎ
ߣߢࠆ್ᧄޕߪ್ߥ߁ࠃߩߘޔᢿᨒ⚵ߦ᜔ᵆߒߡߥߚޔᓥ᧪ߩ⠨߃ᣇ37ߣᲧߴࠆ
ߣޔᒛ⸃㉼ߩࠃ߁ߥ⚿⺰ߦߥߞߡࠆޔ߽ߣߞ߽ޕㅪ㇌ㅢᏱⵙ್ᚲߪࡃߪߢ߹߹ߩߎޔ
ࡦࠬࠍᰳߊ⚿⺰ߦߥࠆߣ߁ߎߣࠍ⼂ߒߡߚࠃ߁ߢࠅ⾉ޔᮭߦ㑐ߔࠆⷙቯ╬38ࠍ

33

34

35
36
37

38

ߎߩὐߦ㑐ߒߡ Melichar ߪޔᰴߩࠃ߁ߦㅀߴߡࠆޕ㔚ሶࡊࠬߣ߁ޔ
ޟᣂߒ⽎ᒻᘒࠍ 49 ᧦ߩ
ㆡ↪▸࿐ߦࠆߴ߈߆ߪߩ⺰⼏߅ߥޔ߇ࠆ̖̖ᖱႎ␠ળߦ߅ߌࠆ⪺ᮭᴺߩⷙᓞߦ㑐ߔࠆᴺ
ᓞߢߪޔᱷᔨߥ߇ࠄߘߩὐߦ㑐ߔࠆ⏕ൻ߇ߐࠇߥ߆ߞߚޕ
ޡ㔚ሶࡊࠬߦ㑐ߔࠆࠅ߁ߴ߈ᜰߩⷙ
ቯޔߪޢ
߇ࠇߘޡᔅⷐߥ႐วߦ߅ߡࠆߥࠄߐޔᴺ᩺ߩኻ⽎ߣߐࠇࠆߴ߈ߢࠆޢ
㧔Begr. z. RegE UFITA
2004 / Σ 186 /210㧕ޕ2006 ᐕ 1  3 ᣣߩෳቭ⨲᩺ߢߪޔ49 ᧦ߦ㔚ሶࡊࠬࠍ␜⊛ߦㅊടߔࠆߎߣ
ߪ࿁ㆱߐࠇߚߪࠇߘޕᰴߩℂ↱ߦࠃࠆޕㅪ㇌ㅢᏱⵙ್ᚲ̖̖ߪޔᴺߩᰳ➩ࠍⵙ್ቭߦࠃࠆᴺᒻᚑߦࠃ
ߞߡలႯߒߚࠊߌߢߪߥߊޔනߦ⸃㉼ߩᣇᴺߦࠃߞߡߩߺޔ㔚ሶࡊࠬߪⵙ್ᚲ߇․ቯߔࠆ⪺ᮭᴺ
49 ᧦ᚲቯߩⷐઙߦ߹ࠇࠆߣ್ᢿߒߚ߆ࠄߢࠆ߆ࠄߥ߁ࠃߩߘޔㅊടߩ┙ᴺࠍߔࠆേᯏߪߥ߆ߞߚ
ߩߢࠆޕޠSCHRICKER Kommentar préc. (n. 11), § 49, Rdnr. 32 [F. MELICHAR].
⪺ᮭᴺߦ߅ߌࠆ㔚ሶࡊࠬ㗴ߦ㑐ߔࠆㄭᤨߩࡕࡁࠣࡈߣߒߡޔᰴߩᢥ₂߇ࠆޕV. GLAS, Die
urheberrechtliche Zulässigkeit elektronischer Pressespiegel, Mohr Siebeck 2008.
RAUE, op. cit. (n.14), S. 330.
BGH, Urt. v. 25. 2. 1999, GRUR 1999, S. 707.
Vgl. zB. FROMM / NORDEMANN Kommentar, préc. (n. 11), § 53 Rdnr. 2 [W. NORDEMANN]. ߚߛߒ⺑ߩߎޔ
ߦ┙ߞߚ႐วߢ߽৻ޔቯߩ▸࿐ߢઁੱߦⶄߐߖࠆߎߣߪน⢻ߢࠅޔ53 ᧦ 2 㗄ߩᢥ⸒߽ߘߩߎߣࠍ
ߡࠆ㧔
⥄ޟᏆޠߪ╙ޟਃ⠪▸ߩޠ࿐߇㗴ߣߥࠆ㧕ޕNordemann ߪޔ
╙ޟਃ⠪▸ߩޠ࿐ߪ߹ᦸޔ
ߒ෩ᩰ⸃㉼ߦᓥߞߡߘߩㇺᐲߩ⋡⊛ߦᾖࠄߒߡ್ᢿߔߴ߈ߢࠆߣߒߡࠆ⥄ޕᏆߩቇⴚ⊛ߥ↪
ߪޔㅢᏱޔᄢቇߩ⻠ᐳ㧔Lehrstuhl㧕ߢⴕࠊࠇࠆߛࠈ߁ߒޔ႐วߦࠃߞߡߪ⥄ޔᏆߩ⎇ⓥᚲߪ⎇ⓥߩ
⚵❱㧔Forschungseinrichtung㧕ߢⴕࠊࠇࠆߛࠈ߁ߣㅀߴߡࠆޕ
࠼ࠗ࠷⪺ᮭᴺ 27 ᧦ 2 㗄3 㗄ޔ49 ᧦ 1 㗄ޔ54a ᧦ 2 㗄 ޔ54h ᧦ 1 㗄ޕ
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㘃ផߒޔዋߥߊߣ߽⪺ᮭ⠪ߦߪႎ㈽⺧᳞ᮭ߇ࠄࠇࠆߣ߁ࠢ࠶ࠖ࠹ࡃࡠࠢࠕ߿߿ޔ
ߥ⸃ࠍណ↪ߒߡࠆ39ޕ
ᧄ್ࠍฃߌޔ2007 ᐕߦⴕࠊࠇߚᴺᡷᱜߢߪޔ53a ᧦߇ᣂ⸳ߐࠇߚޕห᧦ߪޔ࿑ᦠ㙚
ߦࠃࠆⶄ౮‛㈩ㅍࠨࡆࠬࠍޔᢥߩⷙቯߦࠃࠅㆡᴺߣߒߡࠆޕ

㧔5㧕

3 step test ߦߟߡ

3 step test ߦ㑐ߔࠆ᰷Ꮊߩ⼏⺰⁁ᴫߦߟߡ⸅ࠇߡ߅ߊޕ3 step test ߪ ⚂᧦࡞ࡌޔ9 ᧦ 2
㗄ߦⶄᮭߩ㒢ߦ㑐ߔࠆේೣߣߒߡⷙቯߐࠇߚ߽ߩߢࠆ߇ߩߘޔᓟ⪺ߩઁޔᮭ㑐ଥ
᧦⚂ߦࠃߞߡ߽ⶄޔᮭߦ㒢ቯߐࠇߥᒻߢណ↪ߐࠇߡࠆ㧔TRIPs දቯ 13 ᧦ޔWIPO ⪺
ᮭ᧦⚂ 10 ᧦ޔWIPO ታṶࠦ࠼᧦⚂ 16 ᧦ 2 㗄㧕ޕᣢㅀߩࠃ߁ߦޔEC ᖱႎ␠ળᜰ 5
᧦ 5 㗄߽ޔ㒢ⷙቯߩㆡ↪ߦߚߞߡߪޔ3 step test ࠍㆩߔࠆࠃ߁ߦട⋖࿖ߦ⟵ോઃߌߡ
ࠆߩߘޕ㑐ଥߢޔᜰߩ 3 step test ࠍޔ࿖ౝߩ┙ᴺ⠪ߛߌߢߥߊⵙ್ᚲ߽⠨ᘦߒߥߌࠇ
߫ߥࠄߥߩ߆ߦߟߡޔޔ᰷Ꮊߢߪ᭽ࠆߡࠇࠊⴕ߇⺰⼏ߥޘ40ޕ

Ԙ

ᖱႎ␠ળᜰߩ 3 step test ߩ࿖ౝㆡ↪น⢻ᕈ

ᖱႎ␠ળᜰߦ߅ߌࠆ 3 step test ߩ࿖ౝㆡ↪น⢻ᕈߦߟߡߪ߇⸃ޔಽ߆ࠇߡࠆޕᜰ
 5 ᧦ 5 㗄߇ߘߩታᣇᴺߦߟߡട⋖࿖ߦቢోߥ⥄↱ࠍਈ߃ߡࠆ㧔ⵙ㊂ࠍઃਈߔࠆⷙ
ቯߢࠆ㧕એޔ࿖ౝߩⵙ್ᚲ߇┙ᴺ⠪ߦઍࠊߞߡߎࠇࠍౕൻߔࠆߎߣߪߢ߈ߥߣߔ
ࠆ⸃41߇ࠆⷙ⚂᧦ޔߪࠇߎޕቯߩ⥄േၫⴕᕈᰳᅤߦߟߡࠊࠇࠆߩߣ߷߶ޔหߓℂ↱
ઃߌߢࠆߣ߃ࠆޔߚ߹ޕห㗄ߪޔട⋖࿖߇ࡌ࡞᧦⚂╬ߩਅߢ⽶ߞߡࠆᣢሽߩ࿖㓙
⊛⟵ോࠍ⏕ߔࠆ߽ߩߦߔ߉ߕޔട⋖࿖߇ 3 step test ࠍ࿖ౝᴺߦ⸥ߔࠆ⟵ോ߿ޔ࿖ౝⵙ್
ᚲ߇ߎࠇࠍㆡ↪ߔࠆ⟵ോࠍቯߚ߽ߩߢߪߥߣ⸃ߔࠆ⸃߽ࠆ⺰ޕ⠪ߪޔᜰ೨ᢥ 44
㗄ࠍᩮߣߒߡߎߩࠃ߁ߥ⸃ࠍਥᒛߒߡࠆ42ޕ
ߒ߆ߒޔᜰ 5 ᧦ 5 㗄߇⸳ߌࠄࠇߚߎߣߦࠃߞߡޔ᰷Ꮊมᴺⵙ್ᚲߩߺߥࠄߕޔ࿖ౝⵙ
್ᚲ߽ 3 step test ߦၮߠߡ⸃㉼ࠍⴕ߁⟵ോࠍ⽶ߞߚߣ߁ߩ߇ޔ᰷Ꮊߦ߅ߌࠆᄙᢙ⺑ߩࠃ
߁ߢࠆ43ޕℂ↱ߣߒߡߪޔห㗄ߩᢥ⸒߇ޔ㒢ⷙቯߩޟㆡ↪ߡߟߦޠቯߚ߽ߩߢࠆ
ߎߣ㧔㒢ⷙቯࠍޟㆡ↪ޔߪߩࠆ߁ߒޠട⋖࿖ߩ┙ᴺ⠪ߢߪߥߊⵙ್ቭ㧕ޔᜰߩ⋡⊛߇

39
40

41
42
43

ߥ߅ᧄ್ߪ⚂᧦ޔߩ 3 step test ߦၮߠߊ࠴ࠚ࠶߽ࠢⴕߞߡࠆޕ
↱㉿ሶޟ᰷Ꮊߦ߅ߌࠆᮭ㒢ޠ㊁⼾ᒄઁ✬ޡઍ␠ળߣ⪺ᮭᴺޢ
㧔ᢧ⮮ඳవ↢ㅌ⡯⸥ᔨ⺰㓸ޔ
ᒄᢥၴޔ2008㧕13 14 㗁ෳᾖޕ
C. VILMART, ޝCopie privée : il faut raison garder et appliquer la Loi?ޞ, JCP E 2006, 148, p. 552.
SENFTLEBEN, op. cit. (n. 3), p. 280.
C. GEIGER, comment on TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 30 avr. 2004, IIC vol. 36, 2005, p. 156 ; LUCAS note préc.
(n. 22), p. 1066. V. aussi POLLAUD DULIAN, op. cit., (n. 9), no 754 ; BÉNABOU, note préc. (n. 22), p. 74 ; M.
BUYDENS, ޝLa nouvelle directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et
des droits voisins dans la société de l’information : le régime des exceptionsޞ, A&M 2002, p. 442.
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ߊ߹ߢ߽࿖ౝᴺࠍ⺞ߐߖࠆߎߣߦࠅޔ3 step test ߩ႐ว߽ᦨߩߘޔല₸⊛ߥᣇᴺ߇࿖ౝ
ⵙ್ᚲߦࠃࠆㆡ↪ߢࠆߎߣ߇ᜰ៰ߐࠇߡࠆޕ
ߦᜰ 5 ᧦ 5 㗄߇࿖ౝⵙ್ᚲࠍ᜔᧤ߔࠆᕈ⾰ߩ߽ߩߢࠆߣߔࠆߣޔട⋖࿖ߪޔ3 step
test ࠍ࿖ౝᴺߦ⸥ߔࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒߣ߃ࠆޕᣢㅀߩࠃ߁ߦࡈࡦࠬߪޔ2006 ᐕߩᴺᡷ
ᱜߦࠃߞߡታ㓙ߦߎࠇࠍⴕߞߡࠆߩઁޕട⋖࿖ߣߒߡߪ߇╬ࠕ࠲ࠗޔࠕࠪࠡޔ࿖ౝ
ᴺߦ⸥ߒߚࠃ߁ߢࠆ44ߥ⊛⥸৻ޔߪ࠷ࠗ࠼ޕᒻߢߪ 3 step test ࠍ࿖ౝᴺߦ⸥ߒߡߥ
ޔ߽ߣߞ߽ޕᖱႎ␠ળᜰએ೨ߦណᛯߐࠇߚ⪺ᮭᜰߩᓇ㗀ࠍฃߌߡ45ޔห࿖⪺ᮭᴺ
69e ᧦ 3 㗄ߪߩࡓࠣࡠࡊޔㅒࠦࡦࡄࠗ࡞ߦ㑐ߒߡ 3 step test ࠍቯߡࠆޔߚ߹ޕหᴺ 87b
᧦ 1 㗄߽ࠬࡌ࠲࠺ޔ⠪ߩ⼔ߦߟߡห࠹ࠬ࠻ࠍ↪ߡࠆޕ

ԙ

3 step test ߦၮߠߊ㒢ⷙቯߩ❗ዊ⸃㉼ߩᒰุ

3 step test ߇┙ޔᴺၮḰߣߒߡߛߌߢߪߥߊⴕޔᴺߩ⸃㉼ၮḰߣߒߡᯏ⢻ߔࠆߎߣߩᒰ
ุߦ㑐ߒߡߪޔޔ᭽ߥޘ⠨߃ᣇ߇ਥᒛߐࠇߡࠆޔߪߢࠬࡦࡈߦߊߣޕMulholland Drive
ઙࠍߋߞߡߩߎޔὐߦ㑐ߔࠆ⺰߇৻᳇ߦΆ߃߇ߞߚⷰ߇ࠆోޔߡߒߘޕ⊛ߦ
ᛕ್⊛ߥ࠻ࡦߩ⼏⺰߇ዋߥߊߥ46ߩߘޕਥߥℂ↱ߪޔ3 step ߩ߁ߜ╙ 2 ࠬ࠹࠶ࡊߦ⋧ᒰ
ߔࠆ⪺ޟ‛ߩㅢᏱߩ↪ߩޠᔨ߇߿߿⨚Ṽߣߒߡࠆߚߡࠊ߈ޔᴺ⊛ቯᕈߦᰳ
ߌࠆ㒢ⷙቯߩ❗ዊ⸃㉼߇ߥߐࠇ߁ࠆߣ߁ߣߎࠈߦࠆ47⟋ߦߊߣޕೃᴺቯਥ⟵ߩⷰὐ߆
ࠄ⇼߇๒ߐࠇߡ߅ࠅ48ޔታ㓙ߦ߽ 3㧔2㧕step test ࠍ⸥ߒߚ 2006 ᐕ 8 ߩᡷᱜᴺߪޔᙗᴺ
㒮ክᩏߩ⺧᳞ߦઃߐࠇߡࠆ㧔⚿⺰ߣߒߡߪޔ㗴ߩⷙቯ߇ᜰߩᢥ⸒ࠍᔘታߦౣㅀߒߚ
߽ߩߢࠆߎߣࠍℂ↱ߦ⺧ޔ᳞߇ᢺߌࠄࠇߡࠆ49㧕ޕ
࠼ࠗ࠷ߦ߅ߡߪߤ߁߆ޕᓥ᧪߆ࠄ࠼ࠗ࠷ߢߪߩߎޔὐߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ߪߐ߶ߤᵴ⊒ߢߥ
߆ߞߚශ⽎ࠍฃߌࠆ߇ޔㄭᐕ್ⵙޔᚲ߇ 3 step test ࠍỬ↪ߔࠆน⢻ᕈ߇ᒝ߹ߞߡ߈ߚߎߣ߆
ࠄࠢࡦࡊࠬࠢ࠶ࡑޔ⍮⊛⽷↥⎇ⓥᚲߩᔒ⎇ⓥຬ߇ޔห࠹ࠬ࠻ࠍ⻞ᛥ⊛ߦ↪ࠆߴ߈

44

45

46

47

48
49

߶߆ࡃࡠࠬޔ࡞ࠟ࠻࡞ࡐޔ࠼ࡦࡐޔ࠲࡞ࡑޔࠟࡦࡂޔࠦࠚ࠴ޔࡦࠗࡍࠬޔࠢ࡞ࡉࡦࠢ࡞ޔ
ࠠࠕ߇࿖ౝᴺߦ 3 step test ࠍ⸥ߒߡࠆࠃ߁ߢࠆޕCf. G. WESTKAMP, ޝPart Τ : The Implementation
of Directive 2001 / 29 / EC in the Member States, Report to the European Commission (2007) ޞ, pp. 92 94
㧔Table Φ㧕, available at http://www.ivir.nl/publications/guibault/InfoSoc Study 2007.pdf.
ࠦࡦࡇࡘ࠲ࡊࡠࠣࡓߩᴺ⊛⼔ߦ㑐ߔࠆ EEC ᜰ
㧔Council Directive 91 / 250 / EEC of 14 May 1991
on the legal protection of computer programs, OJL 122 , 17. 5. 1991, pp. 42 46㧕6 ᧦ 3 㗄ߩࠬࡌ࠲࠺ޔᴺ
⊛⼔ߦ㑐ߔࠆ EC ᜰ㧔Directive 96 / 9 / EC of the European Parliament and of the Council of 11 March
1996 on the legal protection of databases, OJL 77, 27. 3. 1996, pp. 20 28㧕6 ᧦ 3 㗄ޕ
Cf. C. GEIGER, ޝFrom Berne to National Law, via the Copyright Directive : The Dangerous Mutations of the
Three Step Testޞ, EIPR, 2007, pp. 486 et s.
ࠝࡦ࠳ߦ߅ߡ߽ޔ3 step test ࠍ㒢ⷙቯߩ❗ዊ⸃㉼࠷࡞ߣߒߡ↪ߚⵙ್߇ႎ๔ߐࠇߡࠆޕ
Senftleben ߪߘߩᴺ⊛ਇቯᕈࠍ ᔨߒޔ
ᦨߪ⁁ߩ࠳ࡦࠝޟᖡߩ႐วߩࠪ࠽ࠝߣ߃ࠆߒ⹏ߣޠ
ߡࠆޕM. SENFTLEBEN, ޝFair Use in the Netherlands
a Renaissance? ޞ, tijdschrift voor auteurs ,
media & informatierecht (AMI), p.4
A. LUCAS / H. J. LUCAS, op. cit. (n. 9), no 336.
Déc., DC n. 2006 540 du 27 juillet 2006. V. aussi C. CASTETS RENARD, ޝLa décision du 27 juillet 2006 du
Conseil constitutionnel sur la loi 1er août 2006ޞ, D. 2006, pp. 2157 et s.

94

ߎߣࠍᒝߊࠕࡇ࡞ߔࠆჿࠍޔ2008 ᐕ 9 ߦߘߩ࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻ߢߒߡࠆ50ߩߎޕ
ჿߦߪ⪺ޔฬߥ᰷Ꮊߩ⎇ⓥ⠪╬߇ᄙᢙ⟑ฬ⠪㧔signatories㧕ߣߒߡฬࠍㅪߨߡ߅ࠅޔห࿖
ߦ߅ߡ߽ߩߎޔ㗴߇߽ߟ✕ᕆᕈ߳ߩ㑐ᔃ߇ᐢ߹ࠅߟߟࠆߎߣࠍુࠊߖࠆޕ

㧔6㧕

࠼ࠗ࠷

ࡈࠚࠕ࡙

ࠬߦ㑐ߔࠆ⼏⺰

ࡈࡦࠬࠆߪ࠼ࠗ࠷߇⛽ᜬߒߡ߈ߚࠃ߁ߥޟ㒢ቯߩޠᮭ㒢ࠪࠬ࠹ࡓߪޔ
ᓟ߽⛽ᜬߐࠇ߁ࠆߩߛࠈ߁߆☨ߪࠆޕ࿖ᴺߦ߅ߌࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬ㧔fair use㧕ߩࠃ߁ߥ
ᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍߟ߆ዉߔࠆᣣ߇᧪ࠆߩߢࠈ߁߆ޕ
ࡈࠚࠕ࡙ࠬዉߦ㑐ߔࠆ⼏⺰ߪޔ߹ߢߩߣߎࠈਔ࿖ߦ߅ߡᵴ⊒ߢࠆߣߪ
߃ߥޔߒ߆ߒޕAchim Förster ߇ㄭᤨೀߒߚࡕࡁࠣࡈ
ࠆ߇

ඳ჻⺰ᢥ㧔Dissertation㧕ߢߪ

ߦߺࠄࠇࠆࠃ߁ߦߩߎޔὐࠍ⌀ߦ⠨ኤߩኻ⽎ߦߒࠃ߁ߣߔࠆᯏㆇߪߦ࠷ࠗ࠼ޔ

߅ߡ߽ᰴ╙ߦ㜞߹ࠅߟߟࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ
એਅߢߪޔࠆߡࠇߐࠊ߆ߡ߅ߦ࠷ࠗ࠼ޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍߋࠆ⼏⺰ࠍ◲නߦ
⚫ߒߡߺߚޕ

Ԙ

৻⥸ⷙቯߩᔅⷐᕈߦߟߡ
Förster ߩ⸃

a)

Förster ߪ࠷ࠗ࠼ޔᴺߦᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆᔅⷐᕈࠍᒝߊਥᒛߒߡࠆޕᒰ᧦
㗄ࠍᔅⷐߣߔࠆℂ↱ߦߟߡޔFörster ߪᰴߩࠃ߁ߦ⺑ߒߡࠆ51ޕ
ᓥ᧪ߩ㒢ⷙቯ߇ኻ⽎ߣߔࠆ↪ߣߪ৻⥌ߒߥ߇ޔ↪ߩ㑐ᔃ㧔 Verwertungsanliegen㧕ࠍหߓߊߔࠆ႐วޔߜࠊߥߔޔᣂᛛⴚ߇વ⛔⊛ߥ⪺‛ߩ↪ࠍනߦઍᦧߔࠆ߽
ߩߢߞߚࠅޔలߔࠆ߽ߩߢߞߚࠅߔࠆ႐วߦߪ┙ޔᴺ⠪ߩߘ߽ߘ߽ߩᗧ࿑߿⋡ᮡ⸳
ቯ߇㓚ߐࠇࠆࠃ߁ߦޔ㒢ⷙቯࠍᨵエߦ⸃㉼ߔࠇ߫⿷ࠅࠆࠍࠇߎޕታߒ߿ߔࠃ߁ߦޔ
ߩޘ㒢ⷙቯߦ⽎⊛ߥⷐ⚛㧔ⷐઙ㧕ࠍ⋓ࠅㄟࠃ߁ߥ┙ᴺ߽⠨ᘦߒ߁ࠆޔߒ߆ߒޕ
㒢ⷙቯߩࠞ࠲ࡠࠣࠍᨵエߦㆇ↪ߔࠆߎߣߢኻಣߒࠃ߁ߣߒߡ߽ߊోޔᣂߒ↪ᒻᘒ߇
ࠇߊోޔᣂߒ↪ߩ㑐ᔃ߇㗴ߣߥࠆ႐วߦߪኻᔕߒ߈ࠇߥޔߡߒߣߥ߁ࠃߩߘޕ
Google Book Search ࠍߍࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߎޕ⽎ߦ㑐ߒߡߪߩⴕޔ㒢ⷙቯߩᒛ
ߪ㘃ផ⸃㉼ߦࠃߞߡᢇᷣߔࠆᚻ߇߆ࠅߔࠄߥߢࠈ߁ޟޔߚ߹ޕᮭߩ㊀ⶄߩ߳ޠኻಣߩ
ᔅⷐᕈ߽ߍࠄࠇࠆޔ߫߃ߣߚޕ㚅᳓ߩ⽼ᄁߦ㑐ߒߡᮡᮭߢߪ㕖ଚኂߣߐࠇߡࠆ⽎
߇⪺ޔᮭᴺߢߪଚኂߣߥࠆߣ߁㗴߇ߦ↢ߓߡࠆޕ
ട߃ߡޔᣂᛛⴚߦኻᔕߔࠆㅊട⊛ߥᮭ㒢ߩߚߩ┙ᴺᚻ⛯ߦޔ㧔࠼ࠗ࠷ߢߪ㧕߹ࠅ
50
51

Declaration a Balanced Interpretation of the “Three Step Test” in Copyright Law, available at
http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/declaration three steps.pdf.
A. FÖRSTER, Fair Use : Ein Systemvergleich der Schrankengeneralklausel des US amerikanischen Copyright
Act mit dem Schrankenkatalog des deutschen Urheberrechtsgesetzes, Mohr Siebeck 2008, S. 211 213, 220 f.
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ߦ߽ᤨ㑆߇߆߆ࠆޔߦޕ2001 ᐕᖱႎ␠ળᜰ߇╙ 2 ࡃࠬࠤ࠶࠻ᴺߦࠃߞߡᦨ⚳⊛ߦታᣉ
ߐࠇߚߩߪ 2007 ᐕߩߎߣߢࠆޕ
Förster ߪએߩࠃ߁ߦᜰ៰ߒߡߥ⚦ޔᮭ㒢ⷙቯࠍᣂߚߦ⸳ߌߡߊ㧔opt-in㧕ߩߢ
ߪߥߊޔᣂߚߥ↪ᒻᘒࠍ൮៨ߒ߁ࠆᨵエߥᴺᢥࠍ੍⸳ߌߡ߅߈⊒ߩ್ޔዷߦࠃߞߡޔ
ᴺᢥࠍୃᱜ⏕ൻߔࠆᚻᴺ㧔opt-out㧕ࠍߣࠆߴ߈ߢࠆߣਥᒛߒߡࠆޕ
Schack ߮ Poeppel ߩ⸃

b)

ઁᣇߢⷙ⥸৻ޔቯߩዉߦᶖᭂ⊛ߥ⸃߽ࠆ ߫߃ߣߚޕSchack ߪޔ㒢ⷙቯߩ㒢ቯ
㧔ᮭ㒢ߩࠞ࠲ࡠࠣᣇᑼ㧕߇߽ߚࠄߔᴺ⊛ቯᕈߩ⋉ߪⷙ⥸৻ޔቯ߇߽ߚࠄߔᨵエ
ᕈߩ⋉ߦൎࠆߣਥᒛߒߡࠆޕSchack ߪ☨ޔ࿖⪺ᮭᴺ 107 ᧦ᚲቯߩ fair use ࠍขࠅߍ
ߡ߇ࠇߎޔᴺ⊛ߦਇቯߢࠆߚޔଐ㗬ੱߩ⾌↪ߦࠃࠅ࠲ࠗࡓ࠴ࡖࠫࠪࠬ࠹ࡓߩਅߢ
ߊᑯ⼔჻ߚߜߦߣߞߡߪߐ߃ߒ߅ޟ㧔ein gefundenes Fressen㧕ߣࠆߡߞߥߦޠᜰ៰ߒ
ߡࠆޕട߃ߡޔหᴺ 108 ᧦ߥߒ 122 ᧦ߦㅊട⊛ߦቯࠄࠇߚ㒢ⷙቯߦߟߡ߽ߎޔ
ࠇࠄޟ㕖Ᏹߦ․ߢ৻ㇱ⺒ߺߠࠄޔᜪ߇ߟ߆ߥߊߥࠆࠃ߁ߥ․᧦㗄ߪ߽ࠅࠃߦߥޔ
৻ቯߩ↪⠪ࡠࡆߩജ߇ሽߔࠆߎߣࠍ߶ߩ߆ߒߡⷙ⥸৻ޟޔࠅ߅ޠቯߣㅊട⊛․
㒢ⷙቯߣߩߎߩࠃ߁ߥ⚵ߺวࠊߖߪ⪺ޔ⠪ߦߩߺ៊ኂࠍ߽ߚࠄߒ߁ࠆ⹏ߣޠଔߒߡ
ࠆ52ޕ
Poeppel ߪߥ࡞࠲ࠫ࠺ޔ↪ⅣႺߦ߅ߡ߽․ޔᛒߔߴ߈↪ߪޔߩᴺᓞⷐઙࠍ
ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔḩ⿷ߩߊᒻߢⷙቯߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣਥᒛߒߡࠆޕPoeppel ߦࠃ
ࠇ߫ߥ࡞࠲ࠫ࠺ޔ↪ⅣႺߦ߅ߡߪࠆߥ߆ޔ႐วߢߞߡ߽ޔ2 ߟߩ․ᛒ߇᳞ࠄ
ࠇࠆ⋉ࠍ⼔ߔࠆߎߣߢ⿷ࠅࠆߣ߁⪺ߥ࡞࠲ࠫ࠺߇࡙ࠩ࠼ࡦࠛޔߜࠊߥߔޕ
‛ࠍ੨ฃߔࠆߎߣࠍ⪺ᮭߢߓߥߎߣߣ࠲࠺ߥ࡞࠲ࠫ࠺ޔォㅍࠪࠬ࠹ࡓ߇චಽᯏ⢻
ߔࠆߎߣࠍ㓚ߔࠆߣ߁ߎߣߢࠆߩࠄࠇߎޕ⋉ߦኻᔕߔߴߊ⪺ᮭᴺߦ⚦߆ߥⷙቯ
ࠍ⸳ߌߚߣߒߡ߽ޔⷰਇน⢻ߢਇㅘߥᴺᓞࠍࠆߎߣߦߪߥࠄߕࠈߒޔߩᴺᓞ
ⷐઙߦ߅ߌࠆᛛⴚਛ┙⊛ߥⷐ⚛ࠍᵴ↪ߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔᣂᛛⴚ㧔㔚ሶࡊࠬޔ㔚ሶ⸥
ߩࠕࠞࠗࡉޔ࿑ᦠ㙚ߦࠃࠆᢥᦠߩ FAX ㅍା↹ޔᬌ⚝╬㧕ߦචಽኻᔕߢ߈ࠆߣ߁ߩ߇
Poeppel ߩ⠨߃ᣇߢࠆޕᤃߦ৻⥸ⷙቯߦࠃߞߡⷙᓞߔࠆߎߣߪ┙ޔᴺ⠪߇ᔅⷐߥቯࠍ
ߖߕߦߘߩᮭ㒢ࠍⵙ್ᚲߦᆔ⼑ߔࠆᙤᕃⴕὑߢߞߡޔၮᧄᴺ⇼⟵߇ࠆߣ߹ߢ Poeppel
ߪਥᒛߒߡࠆ53ࠣࡠ࠲ࠞޔߪߢޔ߽ߣߞ߽ޕᣇᑼࠍ⛽ᜬߒߚߢⴕߩ㒢ⷙቯࠍߤߩࠃ
߁ߦౣ✬ᚑߔࠇ߫⋡ਅߩ⻉㗴ߦኻᔕߢ߈ࠆߩ߆ߦߟߡߪޔPoeppel ߩ⪺ᦠߢ߽චಽߦᬌ
⸛ߐࠇߡࠆߣߪ߇ߚޕ

52

53

H. SCHACK, ޝUrheberrechtliche Schranken, ubergesetzlicher Notstand und verfassungskonforme Auslegungޞ
in Perspektiven des Geistiges Eigentums und Wettbewerbsrechts : Festschrift für G. SCHRICKER, A. OHLY et al.
(Hrg.), C. H. Beck 2005, S. 511 f.
J. POEPPEL, Die Neuordnung der urheberrechtlichen Schranken im digitalen Umfeld, V&R unipress 2005, S.
499 503. Poeppel ߪࠍ࡙ࠬࠕࠚࡈ ࠷ࠗ࠼ޔዉߔࠆߎߣߪ࠷ࠗ࠼ޔၮᧄᴺߩⷐ⺧ߢࠆ․ቯ
ޕ
ਥ⟵㧔Bestimmtheitsgrundsatz㧕ߦᛶ⸅ߔࠆߣ߹ߢਥᒛߒߡࠆ㧔ኻޔFÖRSTER, op. cit. (n. 51), S. 177 179㧕
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ԙ

ౕ⊛ߥ┙ᴺ᩺
Ყේೣ߳ߩ㈩ᘦ

a)

ㅀߩࠃ߁ߦޔPoeppel ߪ৻⥸ⷙቯߩዉߦၮᧄ⊛ߦߪኻߩ┙႐ࠍߣࠆ߇ޔߦ࠼ࠗ࠷
ᴺߦ৻⥸ⷙቯࠍዉߔࠆߣߒߚ႐วⷙߥ߁ࠃߩߤޔቯ߱ࠅ߇น⢻߆ߦߟߡߩᕁ⠨ታ㛎ࠍ
ߒߡ߅ࠅ☨ޔ࿖ᴺ 107 ᧦ߩⷙቯࠍࡌࠬߦߩ࠷ࠗ࠼ޔᴺ⊛વ⛔ࠍ⠨ᘦߒߟߟ⧯ޔᐓୃᱜࠍ
ട߃ߚ߽ߩ㧔ᣂ 61 ᧦㧕ࠍឭ␜ߒߡࠆ54ޕ
߹ߚޔFörster ߪ࠷ࠗ࠼ޔၮᧄᴺⷐ᳞ߐࠇࠆᲧේೣ55㧔Verhältnismäßigkeitsgrundsatz㧕
߆ࠄߔࠆߣߦ࡞ࡈޔଚኂ⽿છࠍ⽶߁߆ోߊ⽶ࠊߥ߆ߣߞߚ㧔☨࿖ᵹߩ㧕ࠝ࡞ࠝࠕ࠽
࠶ࠪࡦࠣߩ࡞࡞ࠍណ↪ߔࠆߎߣߪᅢ߹ߒߊߥߣߒޔPoeppel ᩺ߦኻߒߡߐࠄߦୃᱜࠍട
߃ޔේೣߣߒߡ⪺⠪ߦႎ㈽⺧᳞ᮭࠍ㓚ߔࠆⷙቯࠍઃടߒߡࠆ56ౕޕ⊛ߥⷙቯߩᒻᑼ
ߪᰴߩߣ߅ࠅߢࠆޕ

ᣂ 61 ᧦

ࡈࠚࠕ࡙ࠬ㧔Redliche Verwertung㧕

1 ߐࠇߚ⪺‛ߩᱜߥ↪ߪ⸵ߐࠇࠆޕᱜߥ↪߆ุ߆ߩ್ᢿߦߐߒߡߪߣޔ
ߊߦᰴߦឝߍࠆၮḰ߇⠨ᘦߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
৻

↪ߩ⋡⊛߮ᕈᩰޕᒰ↪߇ᬺ⊛ߥᕈ⾰ߩ߽ߩ߆ุ߆ࠍߦߊߣޕᒰ
↪߇ᛕ⹏⊛ᵈ㉼⎇ޔⓥߪᢎ⢒ࠍ⋡⊛ߣߒߡⴕࠊࠇࠆߣ߈ߪޔᱜߥ߽ߩߣ⹏ଔߒ
߁ࠆޕ

ੑ

⪺ᮭߢ⼔ߐࠇࠆ⪺‛ߩᕈ⾰

ਃ

⪺ᮭߢ⼔ߐࠇࠆ⪺‛ోߣኻᲧߒߚ႐วߩ↪ߐࠇࠆㇱಽߩ▸࿐߮㊀ⷐᕈ

྾

⪺ᮭߢ⼔ߐࠇࠆ⪺‛ߩẜ⊛Ꮢ႐߮ଔ୯ߦኻߒߡᒰ↪߇߽ߚࠄߔᓇ㗀

2 ೨㗄ߦቯࠆᱜߥ↪ߩߚߦ⋧ޔᒰߥ㗵ߩႎ㈽߇ᡰᛄࠊࠇࠆ߽ߩߣߔࠆޕᒰႎ㈽
ߩᡰᛄߩ⺧᳞ߪࠄ߬ߞ߽ޔᮭ▤ℂ࿅߇ߎࠇࠍⴕ߁ޔߕࠄߥߺߩ↱⥄ߩࠬࠢࠕޕ

54

POEPPEL, ibid., S. 491 f. ߘߩ߶߆ޔਅ⸥ߩ⺰⠪߇☨ޔ࿖ᴺ 107 ᧦ࠍࡌࠬߦߒߚ৻⥸ⷙቯߩዉࠍᡰ
ᜬߒߡࠆޕP. WITTGENSTEIN, Die digitale Agenda der neuen WIPO Verträge : Umsetzung in den USA und
der EU unter besonderer Berücksichtigung der Musikindustrie, Stämpfli & Cie 2000, S. 82 f. ; B. TONNINGER,
Copyright und Urheberrecht im Internet, Graz 1998, S. 221 ; A. KUR, ޝFunktionswandel von Schutzrechten :
Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypenޞ, in G.
SCHRICKER / T. DREIER / A. KUR (Hrg.), Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, Baden Baden 2001, S.
49 f. ; A. WANDTKE, ޝCopyright und virtueller Markt in der Informationsgesellschaft oder das Verschwinden
des Urhebers im Nebel der Postmoderne? ޞ, GRUR 2002, S.7. ߽ߞߣౕ߽߽ࠇߕޔ⊛ߥ᧦ᢥ᩺ࠍឭ␜
ߒߡߪߥޕ
55
ޟဋⴧᕈߩේೣޟࠆࠁࠊޕ߽ߣޠᴺᓞߩ⇐ߩޠᒻߢ┙ᴺ⠪߇ၮᧄᮭߦߒࠃ߁ߣߔࠆߣ߈㧔┙
ᴺ⠪߇ၮᧄᮭⴕߦ㒢ࠍ⸳ቯߔࠆߐߦ㧕
┙ޔᴺ⠪ߦኻߒߡ⺖ߐࠇࠆ㒢ߦߟߡߩේೣޕ
ޟ㒢ߦኻ
ߔࠆ㒢ߡߒߣޠᯏ⢻ߔࠆ⪺ޕᮭ㧔ᚲᮭ㧕ߦ㑐ߒߡߪޔၮᧄᴺ 14 ᧦ 2 㗄ߦⷙቯߐࠇࠆ␠ޟળ⊛᜔
᧤㧔Sozialpflichtigikeit㧕ߩޠᨒౝߢᲧේೣ߇⽾ᔀߐࠇࠆޕ
56
FÖRSTER, op. cit. (n. 51), S. 215.
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↪ߩήఘᕈߦኻߒߡ㜞ᐲߩ⊛⋉߇ሽߔࠆߣ߈ߪ↪ޔ⠪ߪ⋧ޔᒰߥ㗵ߩႎ㈽ࠍᡰᛄ
߁⟵ോࠍ⽶ࠊߥޕ

ߥ߅ߩઁߩߘޔቇ⺑ߣߒߡޔ3 step test㧔ᱜ⏕ߦߪ╙ 1 ࠬ࠹࠶ࡊࠍ⋭⇛ߒߚ 2 step test㧕ࠍ
ㅒᣇะߦዷ㐿ߒߚਅ⸥ߩ৻⥸ⷙቯߩዉࠍឭ໒ߔࠆ߽ߩ߽ࠆޕHoeren ߪౕޔ⊛ߥⷙቯ
᩺ߣߒߡߢߪߥ߇ޔᰴߩࠃ߁ߥࠟࡔޟ㒢㧔Megaschranke㧕ߩޠዉࠍࠝࡊ࡚ࠪࡦߣߒߡ
⠨ᘦߒߡࠆ57ޕ
ᮭ⠪ߩᱜᒰߥ⋉ࠍਇᒰߦኂߔࠆߎߣ߽⪺ޔ‛ߩㅢᏱߩ↪ࠍᅹߍࠆߎߣ߽ߥޔ
ᒰ⪺‛ߩߤߩࠃ߁ߥ↪߽ޔᮭ⠪ߩ⸵⻌ߥߊޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍࠇߎޔ
ᮭ㒢ߩࠞ࠲ࡠࠣࡊࠬฃߌ⋁ⷙቯ

b)

Förster ߪޔߩ㒢ⷙቯࠍోߡᑄᱛߒߡ৻⥸ⷙቯߩߺࠍ⪺ᮭᴺਛߦ⟎ߊߣ߁⸃
ߦߟߡ߽⠨ኤߒߡࠆ߇58┙ߩߎޔᴺࠝࡊ࡚ࠪࡦߪޔ⠴߃㔍ᴺ⊛ਇቯᕈ੍᷹ਇน⢻
ᕈࠍ߽ߚࠄߔߩߢណ↪ߢ߈ߥߣߒ59ޔᮭ㒢ߩࠞ࠲ࡠࠣࠍሽ⟎ߒߚߢ60ߦࠇߎޔዊ৻
⥸ⷙቯࠍઃടߔࠆ┙ᴺࠍታ⊛ߥ߽ߩߣ⠨߃ߡࠆޕ
ߘߒߡޔ⠨߃߁ࠆዊ৻⥸ⷙቯߩ┙ᴺᒻᑼߣߒߡޔฃߌ⋁ⷙቯ㧔Auffangstatbestand㧕ߣ࡞
࡞ߩ␜㧔Regelbeispiele㧕ࠍᬌ⸛ߒߡࠆ61ޕฃߌ⋁ߪޔ㒢ⷙቯߩࠞ࠲ࡠࠣߦ㓞ធߒߡⷙ
ቯߐࠇޔᒰࠞ࠲ࡠࠣߢᜪ߈ࠇߥ߽ߩࠍฃߌᱛࠆ࠲ࠗࡊߩⷙቯߢࠆ߽ߢ߹ߊޕ
ߩᮭ㒢߇ߞߡࠍࠇߘޔዊ৻⥸ⷙቯߢ߁ߣ߁ᒻࠍߣࠆߎߣߦߥࠆઁޕᣇߢ࡞
࡞ߩ␜ߪߕ߹ޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯ߇ၮᧄේೣߣߒߡ⏕┙ߐࠇޔᒰ᧦㗄ߩਛߦࠨࡉ
࡞࡞ߣߒߡߩౖဳ⊛ߥ߇␜ߐࠇࠆߣ߁ᒻࠍߣࠆࠍࠇߎޕណ↪ߒߚ႐วⷙޔቯߩ
ᒻᑼߪޔหߓߊ৻⥸ⷙቯߢࠆ⪺ᮭߩౝኈߦ㑐ߔࠆⷙᓞ㧔15 ᧦㧕ߣ㘃ૃߒߚ߽ߩߦߥࠆޕ
Förster ߪޔᴺᛛⴚ⊛ߦߪ߽ࠅࠃ␜ߩ࡞࡞ޔฃߌ⋁ⷙቯ߇ᦸ߹ߒߣ⠨߃ߡࠆⷙޕ
ᓞߩⶄ㔀ᕈ߇ᛥ߃ࠄࠇޔଐὼߣߒߡᮭ㒢ߩࠞ࠲ࡠࠣ߇㊀ⷐߥ⟎ࠍභߢࠇ߹ޔᄖ
⊛ߥ႐วߩߚߦߩߺ৻⥸ⷙቯ߇ሽߒߡࠆߣߩታߩലᨐࠍㄟߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆

57

58
59
60

61

T. HOEREN, ޝRundfunk und Fernsehanstalten im Internet : urheberrechtliche Grundlagen und Einzelaspekteޞ,
WiVerw, 1999, S. 258. ߥ߅ޔSenftleben ߪޔ
㧔ࠝࡦ࠳࿖ౝᴺߩ㧕⸃㉼⺰ߣߒߡޔ3 step test ߦᛶ⸅ߒߥ
⪺‛ߩ↪ࠍ⥄↱ߣߔࠆห࠹ࠬ࠻ߩ productive use ߇ᔅⷐߛߣㅀߴߡࠆޕSENFTLEBEN, op. cit., (n.
47), p. 7. ߘߒߡㄭᤨࠬࠗࠬޔ㧔EU 㕖ട⋖࿖㧕ߩᦨ㜞ⵙ߇ޔห࠹ࠬ࠻ࠍ⸥ߩᗧߦ߅ߡᵴ↪ߒ⑳ޔ
⊛ⶄߦ㑐ߔࠆ㒢ⷙቯࠍᒛ⸃㉼ߒߚ್㧔2007 ᐕ 6  26 ᣣ್㧕ࠍ⸒ᷰߒߡ߅ࠅޔGeiger ߪޔ
หⵙ್ᚲ߇⪺ޟᮭߩ㒢ߦ㑐ߔࠆ߈ࠊߡ㕟ᣂ⊛ߥࠕࡊࡠ࠴ࠍណ↪ߒޔ3 step test ߩ࠺ࠖࠞ࡞ߦ
ᣂߒ⸃㉼ࠍߒㅴߚߣޠ㜞ߊ⹏ଔߒߡࠆޕCf. C. GEIGER, ޝRethinking Copyright Limitations in the
Information Society
The Swiss Supreme Court Leads the Wayޞ, IIC, vol. 39, 2008, pp. 943 et s.
Förster ߪߎࠇࠍޟᄢ⸃㧔Große Lösung㧕
ߣޠࠎߢࠆޕFÖRSTER, op. cit. (n. 51), S. 214.
Ibid., S. 220.
߽ߞߣ߽ޔFörster ߪߩⴕޔ㒢ⷙቯߦ߽ߞߣ⽎ᐲߩ㜞ᢥ⸒ⷐ⚛ࠍ߹ߖࠆߴ߈ߢࠆߣ⠨߃ߡ
ࠆޕFörster ߪߎࠇࠍޟዊ⸃㧔Kleine Lösung㧕
ߣޠࠎߢࠆޕIbid., S. 216, 221 f.
Ibid., S. 218 f.
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ࠄߢࠆޕFörster ߦࠃࠇ߫┙ߩߎޔᴺࠝࡊ࡚ࠪࡦߦࠃࠅޔᄢ৻⥸ⷙቯߦࠃࠆߩߦᲧ⢋ߒ߁
ࠆᨵエᕈࠍ₪ᓧߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߒޔหᤨߦᴺ⊛ቯᕈߩᰳᅤߣ߁㗴ࠍ߽シᷫߢ߈ࠆ62ޕ
ฃߌ⋁ߣߒߡߢࠇⷙ⥸৻ޔቯߩዉߦߪޔᮭ߇ㆊߦ㒢ߐࠇࠆߩߢߪߥ߆ߣߩ
 ᔨ߽ߟ߈߹ߣ߁ߣߎࠈߢࠆߩߎޕὐߦߟߡ Förster ߪޔ
㧔࠼ࠗ࠷㧕⪺ᮭߪ߽ߣࠃࠅ৻
ర⊛ߦ᭴ᚑߐࠇޔᙗᴺߣߩᷓ⚿߮ߟ߈ߩਛߦࠅޔ㒢ⷙቯࠍౣ✬ᚑߒߡ߽ߎߩὐߪ
ࠄᄌᦝߐࠇߥߩߢޔ⸥ߩឭ᩺ࠍណ↪ߒߡ߽⪺ޔ⠪ߩߪଐὼߣߒߡ㊀ⷐߢࠅޔ
ᮭ㒢ߪᄖߦߣߤ߹ࠅ⛯ߌࠆߢࠈ߁ߣਥᒛߒߡࠆ63ޕ

Ԛ

৻⥸ⷙቯߩዉߪ᰷Ꮊᴺน⢻߆

ᮭ㒢ߦ㑐ߔࠆ৻⥸ⷙቯߩዉ߇ℂ⺰ᦸ߹ߒߣߒߡ߽ࠍࠇߎޔ࿖ౝᴺߦዉߔࠆ
ߎߣ߇᰷Ꮊᴺน⢻߆ุ߆ߦߟߡ❞ޕࠆ߇⺰⼏ޘᖱႎ␠ળᜰߪട⋖࿖߇ዉߔߴ߈
ߪዉน⢻ߥᮭ㒢ߩࠬ࠻ࠍߒߡ߅ࠅ㧔5 ᧦㧕ޔߦߎࠇ߇㒢ቯ⊛ߥ߽ߩߛߣߔ
ࠆߣࠇߘޔએᄖߩ↪㘃ဳߦ߽ኻᔕน⢻ߥ৻⥸ⷙቯߩዉߪุޔቯߐࠇࠆߴ߈ߣ߁ߎߣ
ߦߥࠆ߆ࠄߢࠆޕ
ߚߣ߃߫ Schack ߪޔᖱႎ␠ળᜰ 5 ᧦ 2 㗄߮ 3 㗄߇ޟޔᰴߩ႐วߦޠ
 ╙ޔ2 ᧦㧛╙ 3 ᧦
ߦⷙቯߔࠆᮭߦߟߡޟᄖ߹ߚߪ㒢ࠍ⸳ߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆⷙߣޠቯߒߡࠆߎߣ߆
ࠄޟߡߞࠃߦࠇߎޔട⋖࿖߇ᣂߒᮭ㒢ࠍ⊒ߔࠆ⾗Ḯߦ㧔ᜰ߇㧕ᱤᱛࠍ߆ߌߡ
ࠆޠ64ߣ⹏ଔߒߡࠆޕ
߽ߞߣ߽᧦ߩࠄࠇߘޔ㗄ߪޟᰴߩ႐วⷙߦޠቯࠆ߈ߢޟ㧔may provide㧕ߺߩࠆߡߒߣޠ
ߢߩઁޟޔ႐วߦߪⷙቯߢ߈ߥߩߎޔࠄ߆ߥߡߒߪߣޠᴺᢥߩߺߢߪ⋥ߜߦ㒢ቯ
ߣ⸃㉼ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥߢࠈ߁ޕ
Poeppel ߪߒࠈᜰߩ೨ᢥ 32 㗄ߦ⌕⋡ߒޔห┙ᴺ⠪ߪޔᄙߊߩᮭ㒢ࠍછᗧⷙቯ
ߣߔࠆߎߣߢട⋖࿖ߩ᭽ߥޘᴺ⊛વ⛔ߦ㈩ᘦߒߚ߇ⷙߩࠄࠇߘޔߢ߹ߊޔቯߩ▸࿐ౝߢ
ട⋖࿖ߦⵙ㊂ᮭࠍਈ߃ߡࠆߣ⸃ߒߡࠆޕน⢻ߥᮭ㒢ߪޔᖱႎ␠ળᜰߦ߅ߡޟዧ
ߊߐࠇߡࠆޠ65ߣ߁ߩ߇ Poeppel ߩᣇߢࠆⷙ⥸৻ޔߣࠆߔߣߛ߁ߘޕቯߩዉߪޔ
᰷Ꮊᴺߪ߿ߪࠅ⸵ߐࠇߥߣ߁ߎߣߦߥࠈ߁66ޕ
ߒ߆ߒޔᜰ߇น⢻ߥᮭ㒢ߩ▸࿐ࠍᧄᒰߦࡈࠖ࠶ࠢࠬߒߡߒ߹ߞߡࠆߣߔࠆߣޔ
ട⋖࿖ߪ߽ߪ߿ޔ㧔ᜰߩᡷᱜࠍߒߥ㒢ࠅ㧕ᓟߩᛛⴚߩㅴዷ╬ߦኻᔕߒߚᣂߒⷙ
ቯߩ┙ᴺߔࠄⴕ߃ߥߊߥߞߡߒ߹߁ߦ⺰⚿ߥ߁ࠃߩߘޕኻߒߡߪ⇼ࠍⷡ߃ߑࠆࠍ߃ߥ
߇ޔᜰߩ᭴ㅧߪߘߩࠃ߁ߦ⸃ߔࠆᣇ߇ᅷᒰߥߩ߆߽ߒࠇߥޕ

62
63
64
65

66

Ibid., S. 221 f.
Ibid., S. 222.
SCHACK, op. cit. (n. 52), S. 512.
ᖱႎ␠ળᜰ೨ᢥ 32 㗄ߪᧄޟޔᜰߪⶄޔᮭ߮ⴐ߳ߩવ㆐ᮭߦኻߔࠆᄖ߮㒢ࠍ✂⟜⊛ߦ
ߒߡࠆ㧔exhasutive enumeration㧕ⷙߣޠቯߔࠆޕ
POEPPEL, op. cit. (n. 53), S. 504 f. Förster ߪޔዊ৻⥸ⷙቯࠍዉߔࠆ⥄りߩ┙ᴺ᩺߇ᖱႎ␠ળᜰߦ߽
ㆡว⊛ߢࠆߣ⺰ߓߡࠆ߇㧔FÖRSTER, op. cit. (n. 51), S. 219 f.㧕
ޔFörster ⥄り߽ޔPoeppel ߪ㆑߁⸃
ࠍណ↪ߒߡࠆߎߣࠍᜰ៰ߒߡࠆ㧔ibid., S. 220, note 28㧕
ޕ
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㧔7㧕

߅ࠊࠅߦ

એࠬࡦࡈߩⴕޔᴺ߮࠼ࠗ࠷ᴺߦ߅ߌࠆᮭ㒢ߩ᭴ㅧߣⷙ⥸৻ޔቯߦߟߡߩ
࠼ࠗ࠷ߦ߅ߌࠆ⧯ᐓߩ⼏⺰ࠍෳᾖߒߡߺߚޕਔ࿖ߣ߽㒢ⷙቯߩ෩ᩰ⸃㉼߇ቇ⺑ߦࠃࠅવ
⛔⊛ߦᡰᜬߐࠇߡ߈ߚ߇ޔㄭᤨߩ್ࠍߺߡ߽ࠅࠃޔ⋉ⴧ㊂ࠍᔒะߒߚᨵエߥ⸃㉼߇⢐
ቯߐࠇࠆะߦࠆߣߞߡࠃߢࠈ߁ޕ
ᓟߩ␠ળߩᄌൻ╬ࠍᝪ߃ߚߣ߈ߦޔ㒢ⷙቯߩᨵエ⸃㉼ߦߣߤ߹ࠄߕⷙ⥸৻ޔ
ቯࠍ⸳ߌࠆߴ߈߆߇ߐࠄߦ㗴ߣߥࠆⷙ⥸৻ޔߪߢ࠷ࠗ࠼ޕቯࠍ⸳ߌࠆߴ߈ߣߩ⸃߽৻
ㇱߢജߦਥᒛߐࠇߡࠆోޔ߽ߣߞ߽ޕߣߒߡߪߘߩࠃ߁ߥ⼏⺰ߪᵴ⊒ߢࠆߣߪ
߃ߥ৻ޔߪࠇߎޕ㕙ߢߪ⪺⠪⼔ࠍ㊀ࠎߕࠆห࿖ߩᴺᢥൻߦࠃࠆߣߎࠈ߇ᄢ߈ߛࠈ
߁ߒ৻ޔ㕙ߢߪᖱႎ␠ળᜰߩᓇ㗀ߦࠃࠆߣߎࠈ߇ᄢ߈ߣ⠨߃ࠄࠇࠆߦߊߣޕᜰߩ᭴
ㅧߦ㑐ߒߡߪਇಽߥߣߎࠈ߇ᄙߊޔ᰷Ꮊߦ߅ߌࠆᓟߩ⼏⺰ߩ⫾Ⓧߦࠃߞߡޔട⋖࿖ߩ
┙ᴺⵙ㊂ߩ▸࿐߇ᓢ⸃ߦޘߐࠇߡߊߎߣ߇ᦸ߹ࠇࠃ߁ޕ
ߦ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߣߒߡ߽ޔ࿖ౝᴺߩ♽ߦᾖࠄߒߚߣ߈ߦ┙ߥ߁ࠃߩߤޔᴺᒻᑼ
߇ᦸ߹ߒߩ߆߇ᒰὼ㗴ߦߥࠆޔߪࠄ߆⺰⼏ࠆߌ߅ߦ࠷ࠗ࠼ޕၮᧄᴺߣߩᢛวᕈߣ߁
ⷰὐ߆ࠄߎߩὐߦߟߡᬌ⸛ߒࠃ߁ߣ߁ᒝᆫࠍ߁߆߇߁ߎߣ߇ߢ߈␜ߡࠊ߈ޔໂ
⊛ߢࠆ߇ࠊޕ࿖ߦ߅ߡ߽⪺ޔᮭߪᙗᴺߩ⽷↥ᮭ㧔29 ᧦㧕ߢࠆߣ߁ߎߣ߇ߢ߈
ࠃ߁߆ࠄ67ޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍዉߒࠃ߁ߣߔࠆߐߦߪޔᙗᴺߩᲧේೣ╬ߦᾖࠄ
ߒߚ৻ᔕߩᬌ⸛߇ߥߐࠇߡߒ߆ࠆߴ߈ߢߪߥߛࠈ߁߆ޕ

㧔╙Τ┨ 7.ၫ╩⠪㧦

67

㚤↰ᵏ㧕

ࠊ߇࿖ߦ߅ߡߪ৻ޔㇱߩቇ⺑ߦࠃࠅ⪺ᮭߩ⥄ὼᮭᕈߦߟߡ⇼⟵߇๒ߐࠇߡࠆ߇ޔၮᧄᮭᕈߦ
ߣߞߡ⥄ὼᮭᕈߪᔅߕߒ߽೨ឭߣߥࠆ߽ߩߢߪߥޕᷦ⼱⑲᮸ޡᙗᴺޢ
㧔㑑ޔ2007㧕87 88 㗁ޕ
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╙Υ┨

৻⥸ⷙቯߩᗧ⟵߅ࠃ߮⺖㗴

ߪߓߦ

1.

ᧄ┨ߢߪޔߦᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌߚ႐วࠍᗐቯߒߡߣࠆߓ↢ߢߎߘޔ⠨߃ࠄࠇ
ࠆᗧ⟵ߣ⺖㗴ߦߟߡᬌ⸛ߔࠆޕ
ߥ߅╙߽┨ᧄޔΣ┨ߣห᭽ޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌߚ႐วߩᗧ⟵ߣ⺖㗴ࠍߋࠆ⺰
ὐࠍᐢߊߔࠆߚ⎇ᧄޔⓥળߦ߅ߡⴕࠊࠇߚ⼏⺰ࠍ㨇ᧄ⎇ⓥળߦ߅ߌࠆ⼏⺰㨉ߣߒ
ߡឝタߒߚޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕታ㓙ߦߪᤨ㑆ߩ⚂╬ߩߚචಽߦ⼏⺰ߢ߈ߥ߆ߞߚ⺰ὐ߽
߹ࠇࠆߎߣࠍߡోߩ⺰⼏ޔ㍳ߢ߈ߡߥߎߣ⎇ᧄߚ߹ޔⓥળߢߩ⼏⺰ߪ⺰ὐߒߩ
ߚߦⴕࠊࠇߚ߽ߩߢࠅ৻ޔቯߩᣇะᕈࠍ␜ߔߎߣ߿⎇ᧄޔⓥળߩ✚ᗧࠍ␜ߔߎߣࠍ⿰
ᣦߣߒߚ߽ߩߢߪߥߎߣ⇐ߏߪߡߟߦޔᗧߚߛ߈ߚޕ

⠨߃ࠄࠇࠆᗧ⟵

2.

߹ߕޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌߚ႐วߦ↢ߓࠆߣᦼᓙߐࠇࠆᗧ⟵ߣߒߡᰴߩࠃ߁ߥ߽
ߩ߇⠨߃ࠄࠇࠃ߁ޕ

㧔1㧕

ᒻᑼ⊛ᩮ᧦ᢥߩਇሽߦࠃߞߡ↢ߓࠆ㧔ㆊߥ㧕⪜❗ലᨐߩシᷫ

ᓥ᧪ޔᮭ㒢ⷙቯࠍ෩ᩰ⸃㉼ߔࠆߣᒻᑼ⊛ߦߪଚኂߣߥߞߡߒ߹߁႐วߦޔㆊߦ⪜
❗ലᨐ߇ߊ߅ߘࠇ߇ߞߚߦࠇߎޕኻߒߡޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠇ߫߇ࠇߘޔᮭ
ଚኂࠍุቯߔࠆน⢻ᕈߩࠆᒻᑼ⊛ߥᩮ᧦ᢥߣߥࠅޔㆊߥ⪜❗ലᨐߩシᷫߦࠆ⒟
ᐲߟߥ߇ࠆߩߢߪߥ߆ޕ

㧔2㧕

ⵙ್ቭߩ✭߿߆ߥࠦࡦ࠻ࡠ

࡞

ᓥ᧪ߩⵙ್ߦ߅ߡߪޔᔅߕߒ߽ᢥߩⷙቯ߇ߥ߹߹᭽ߥޘᴺᓞ᭴ᚑߦࠃߞߡᮭ
ଚኂࠍุቯߔࠆ߽ߩ߇ߺࠄࠇࠆ߇߇⚛ⷐߥ߁ࠃߩߤߪߢߎߘޔ⠨ᘦߐࠇࠆ߆ਇ⏕ߢߞ
ߚޔߢߎߘޕᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆ㓙ߦߓ߆ࠄޔ⠨ᘦⷐ⚛ࠍ␜ߒߡ߅ߌ߫ޔ
ⵙ್ቭߪᨵエߥ್ᢿ߇ߢ߈ࠆ㕙ޔ⠨ᘦⷐ⚛ߦߒߚ߇ߞߚ್ᢿࠍᒝࠄࠇࠆߚ⚿ޔᨐߣ
ߒߡޔᴺ⊛ቯᕈߣౕ⊛ᅷᒰᕈࠍߒߚ್ᢿၮḰࠍ₪ᓧߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ޕ
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㧔3㧕

್ߩ⢛ᓟߦࠆᱜᒰൻᩮߩนⷞൻ

ᓥ᧪ߩⵙ್ߦ߅ߡߪޔᔅߕߒ߽ᢥߩⷙቯ߇ߥ߹߹᭽ߥޘᴺᓞ᭴ᚑߦࠃߞߡᮭ
ଚኂࠍุቯߔࠆ߽ߩ߇ߺࠄࠇࠆ߇ߩ⌀ߚߞ⥋ߦ⺰⚿ߥ߁ࠃߩߘߪߢߎߘޔℂ↱߇ᔅߕߒ߽
␜ߐࠇߥ߹߹ߦ⚳ࠊߞߡߒ߹߁ࠤࠬ߇ᄙ߆ߞߚࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޔߢߎߘޕ⠨ᘦⷐ⚛
ࠍ␜ߒߚ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠇ್߫ⵙޔቭߪߘߩ⠨ᘦⷐ⚛ߦߒߚ߇ߞߡ್ᢿࠍ␜ߔߎߣࠍᒝ
ࠄࠇࠆߚ್ߩߘޔᢿߩ⢛᥊ߦࠆଔ୯್ᢿ߇นⷞൻߐࠇߩߘޔᱜᒰᕈࠍᓟ⊛ߦᬌ⸽
⼏⺰ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆߩߢߪߥ߆ޕ

৻⥸ⷙቯࠍዉߔࠆ㓙ߩ⺖㗴

3.

߽ߞߣ߽ޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆ㓙ߩ⺖㗴ߣߒߡએਅߩࠃ߁ߥ߽ߩ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧔1㧕

ⷙቯߩ࠲ࠗࡊ

ᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߣߒߡ߽ⷙߥ߁ࠃߩߤޔቯߦߔࠆ߆߇㗴ߣߥࠆޕ

Ԙ

☨࿖ဳ

߹ߕ☨ޔ࿖⪺ᮭᴺߦ߅ߌࠆࡈࠚࠕ࡙ࠬⷙቯߩࠃ߁ߦޔᮭ㒢ߩ౨㗡ߦ৻⥸ⷙቯ
ࠍ⸳ߌࠆᣇᴺ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
߽ߞߣ߽ޔᮭ㒢ⷙቯߩ౨㗡ߦ৻⥸ේೣࠍ⟎ߊߎߣ߇ᮭ㒢ࠍᒝ⺞ߒߡࠆߎߣࠍ
ᗧߔࠆߣߪ㒢ࠄߕޔታ⾰⊛ߦߪⷙቯߩฃߌ⋁ߣߒߡᯏ⢻ߔࠆߎߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ

ԙ

⧷࿖ဳ

⧷࿖⪺ᮭᴺߦ߅ߌࠆࡈࠚࠕ࠺ࠖࡦࠣⷙቯߩࠃ߁ߦ․ޔቯߩ⋡⊛ࠍ␜ߔߥߤߒߡ
৻ቯߩቯᕈࠍߜߟߟޔᨵエᕈߩࠆⷙቯࠍ⸳ߌࠆᣇᴺ߇⠨߃ࠄࠇࠆ⎇ޔ߫߃ޕ
ⓥߦ㑐ߔࠆ൮ᕈߩࠆⷙቯࠍ⸳ߌࠆߣ߆ޔᒁ↪ߩⷙቯࠍߐࠄߦ৻⥸ൻߔࠆߥߤ߇ࠅᓧ
ࠆޕ
߽ߞߣ߽߽ߘ߽ߘߪࠇߎޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯߣ߁ࠆߩ߆߇㗴ߣߥࠆ☨ޔߚ߹ޕ

1

߃߫ޔ㔐⧎ઙ㧔೨ឝᵈ㧔26㧕ෳᾖ㧕ߦ߅ߡߪޔ
⋥ࠍ⚛ⷐ⊛⟤ޟធᗵᓧߔࠆߎߣ߇࿎㔍ߢࠆޠ
ߣߒߡଚኂࠍุቯߒߚ߇ⵍޔ๔ߩਥⷰ⊛ᖱ߿⢛᥊⊛ߦ౮ࠅߎࠎߢࠆߦㆊ߉ߥߎߣ╬ߩᖱߪޔዋ
ߥߊߣ್߽ߦ߅ߌࠆ⠨ᘦⷐ⚛ߣߥߞߡߥޕ

102

࿖ဳࠃࠅ߽৻⥸ᕈ߇ૐߚߓ߆ࠄޔቯࠄࠇߚ․ቯߩ⋡⊛ߦᒰߒߥࠤࠬࠍࠞ
ࡃߢ߈ߥน⢻ᕈ߇ࠅᓧࠆޕ

Ԛ

ࠬ

ࠬ࠹࠶ࡊ࠹ࠬ࠻ဳ

᧦⚂ߩࠬࠬ࠹࠶ࡊ࠹ࠬ࠻ࠍᒁ߈౮ߒߡޔ߫߃ޔԘ⪺‛ߩㅢᏱߩ↪ࠍᅹ
ߍߕޔԙ⪺⠪ߩᱜᒰߥ⋉ࠍਇᒰߦኂߒߥޔԚ․ߩ႐วߦߪޔᒰ⪺‛ߩ↪ߪ
⪺ᮭࠍଚኂߒߥ߽ߩߣߔࠆࠃ߁ߥⷙቯࠍ⸳ߌࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ

ԛ

ฃߌ⋁ⷙቯဳ

߹ߚޔᮭ㒢ߩᦨᓟߦᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍฃߌ⋁ⷙቯߣߒߡ⸳ߌࠆᣇᴺ߇ࠆޕ
߃߫⪺ⴕޔᮭᴺ 49 ᧦ߩߣߦ 49 ᧦ߩ 2 ߣ߁ⷙቯࠍ⸳ߌߡ ╙ޟޔ30 ᧦߆ࠄ೨᧦߹ߢ
ߩⷙቯߦឝߍࠆⴕὑߩ߶߆̖߇ߣߎࠆߔߣޠ⠨߃ࠄࠇࠆⷙߩߎޔ߅ߥޕቯߪᮭ㒢ߩ
ⷙቯߩᧃየߦ⟎߆ࠇࠆߎߣߦߥࠆ߇ޔታ⾰⊛ߥⷙቯߩᯏ⢻ߣߒߡߪ⸥ߩԘ☨࿖ဳ߿Ԛ
ࠬࠬ࠹࠶ࡊ࠹ࠬ࠻ဳߣ⍦⋫ߔࠆ߽ߩߢߪߥⷙࠈߒޕቯߩᒻᑼ⊛ߥ⟎ߣ߁
߽ߩߪᔅߕߒ߽ታ⾰⊛ߥᗧࠍᜬߚߥߣ߁ߴ߈ߢࠈ߁ޕ

㧔2㧕

ⷙቯߩౝኈ

߹ߚޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆ႐วޔᰴߩࠃ߁ߥ⺖㗴߇↢ߓࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ

Ԙ

⠨ᘦⷐ⚛

߹ߕޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߣߒߡ߽ߥ߁ࠃߩߤޔ⠨ᘦⷐ⚛ࠍ␜ߔ߆ߣ߁㗴
߇ࠆޔߪߡߒߣ⺰⥸৻ޕ⠨ᘦⷐ⚛ࠍ␜ߔߎߣߦࠃߞߡⷙ⥸৻ޔቯߪߘߩᨵエᕈࠍ⛽ᜬߒ
ߚ߹߹⏕ᕈࠍ㜞ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߘޕߢౕޔ⊛ߦߤߩࠃ߁ߥⷐ⚛ࠍ⋓ࠅㄟ߆ߪޔ
ⴕ⪺ᮭᴺߩᣢሽߩⷙቯߩᢥ⸒㧔㧦⪺ޟ‛ߩᕈ⾰ਗ߮ߦߘߩ↪ߩ⋡⊛߮ᘒ᭽ߦᾖ
ࠄߒ……ޠ㧕߿☨࿖⪺ᮭᴺ 107 ᧦ߦឝߍࠄࠇߚ 4 ⷐ⚛4⚂᧦ߪߦࠄߐޔߩࠬࠬ࠹࠶

2

ࡌ࡞᧦⚂ 9 ᧦ 2 㗄⪺ޔᮭߦ㑐ߔࠆ⇇⍮⊛ᚲᮭᯏ㑐᧦⚂㧔WCT㧕10 ᧦ޔታṶ߮ࠦ࠼ߦ㑐
ߔࠆ⇇⍮⊛ᚲᮭᯏ㑐᧦⚂㧔WPPT㧕16 ᧦ޔ⍮⊛ᚲᮭߩ⾏ᤃ㑐ㅪߩ㕙ߦ㑐ߔࠆදቯ㧔TRIPS දቯ㧕
13 ᧦ෳᾖޕ
3
߃߫ޔᢧ⮮ඳ⪺ޟᮭߩ㒢ߪᄖߦ㑐ߔࠆ৻⠨ኤ㧔2 ቢ㧕
ޠ⍮⽷▤ℂ 55 Ꮞ 10 ภ 1360 㗁એਅ㧔2005
ᐕ㧕ෳᾖޕ
4
☨࿖⪺ᮭᴺ 107 ᧦⪺̖̖ޟ‛ߩ↪߇ࡈࠚࠕ࡙ࠬߣߥࠆ߆ุ߆ࠍ್ᢿߔࠆ႐วߦ⠨ᘦߔߴ߈
ⷐ⚛ߪޔએਅߩ߽ߩࠍޕ
(1) ↪ߩ⋡⊛߅ࠃ߮ᕈ⾰㧔↪߇ᬺᕈࠍߔࠆ߆߹ߚߪ㕖༡⊛ᢎ⢒⋡⊛߆ࠍ㧕
ޕ
(2) ⪺ᮭߩࠆ⪺‛ߩᕈ⾰ޕ
(3) ⪺ᮭߩࠆ⪺‛ోߣߩ㑐ㅪߦ߅ߌࠆ↪ߐࠇߚㇱಽߩ㊂߅ࠃ߮ታ⾰ᕈޕ
(4) ⪺ᮭߩࠆ⪺‛ߩẜ⊛Ꮢ႐߹ߚߪଔ୯ߦኻߔࠆ↪ߩᓇ㗀ޕ
⸥ߩోߡߩⷐ⚛ࠍ⠨ᘦߒߡࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ቯߐࠇߚ႐ว⪺ޔ‛߇ᧂ⊒ⴕߢࠆߣ߁ታ⥄
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ࡊ࠹ࠬ࠻ߦ߅ߌࠆ⠨ᘦⷐ⚛ߥߤ߇ෳ⠨ߦߥࠆޕ

ԙ

ਥߚࠆၮḰ

ߘߒߡޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆ႐วޔᚻߣߥࠆၮḰࠍߤ߁ߔࠆ߆߇㗴ߣߥ
ࠆޔ߫߃ޕ
ޟᱜޟޠᱜᒰࠍ߿ޟޠᓧߥߤߥޠ᭽ߦޘ⠨߃ࠄࠇࠆߩߘޔߡߞࠃߦࠇߎޕ
ㆡ↪▸࿐߇߆ࠊߞߡߊࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

Ԛ

⸵ኈߐࠇࠆⴕὑ

߹ߚޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯߦ߅ߡⴕߥ߁ࠃߩߤޔὑౝኈ߇⸵ኈߐࠇࠆ߆߽㗴ߣߥࠆޕ
৻⥸ⷙቯߢࠆએޟޔ↪ߚߞߣޠ൮⊛ߥᢥ⸒ࠍ↪ࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆ߇ߦ⊛⋡ޔ
ࠃࠆ㒢ቯࠍߔࠆ߆ߥߤⷙޔቯߩᣇߪࠈࠈࠅᓧࠃ߁ޕ

ԛ

ૉᦠߦࠃࠆ㒢⇇

ߐࠄߦޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߣߒߡ߽ޔૉᦠߦࠃߞߡㆡ↪▸࿐ࠍ㒢⇇ߠߌࠆᢥ
⸒ࠍઃടߔࠆᣇᴺ߽ࠆޔ߫߃ޕ
ޔߒߛߚޟᒰ⪺‛ߩᕈ⾰ਗ߮ߦߘߩ↪ߩᘒ᭽ߦᾖ
ࠄߒ⪺ᮭ⠪ߩ⋉ࠍਇᒰߦኂߔࠆߎߣߣߥࠆ႐วߪߩߎޔ㒢ࠅߢߥⷙߚߞߣޠቯࠍ
⸳ߌࠆߎߣߢࠆߩߣ࠻ࠬ࠹ࡊ࠶࠹ࠬࠬޔߪࠇߎޕ㑐ଥߢ߽㗴ߦߥࠅᓧࠃ߁ޕ

Ԝ

ఘ㊄ᡰᛄ╬ઃട⟵ോ

ᣢሽߩ㒢ⷙቯߦߪޔᮭࠍ㒢ߒߟߟޔఘ㊄⺧᳞ᮭࠍઃਈߒߡࠆ߽ߩ߇ࠆ㧔㧦
⪺ᮭᴺ 33 ᧦ 2 㗄ޔ33 ᧦ߩ 2 ╙ 2 㗄ޔ34 ᧦ 2 㗄ޔ36 ᧦ 2 㗄㧕ޔߢߎߘޕᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙ
ቯࠍ⸳ߌࠆߣߒߡ߽ߡߖࠊޔఘ㊄⺧᳞ᮭߦ㑐ߔࠆⷙቯࠍ⸳ߌࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
߃߫ޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯߩ╙ 2 㗄ߣߒߡޟޔ༡ࠍ⋡⊛ߣߒߡ೨㗄ߩ↪ࠍⴕ߁⠪ߪޔㅢ
Ᏹߩ↪ᢱߩ㗵ߦ⋧ᒰߔࠆ㗵ߩఘ㊄ࠍ⪺ᮭ⠪ߦᡰᛄࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥⷙߚߞߣޠ
ቯߢࠆޔߡߞࠃߦࠇߎޕᮭଚኂߢ߽ቢోߦࡈߢ߽ߥߊ߫ࠊޔਛ㑆⊛ߥ⸃ࠍଦ
ߔߎߣߦߥࠆߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧔3㧕

ᗐቯߔࠆㆡ↪▸࿐

ᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߣߒߡ߽ߥ߁ࠃߩߤޔㆡ↪▸࿐ࠍᗐቯߔࠆ߆߇㗴ߣߥࠆޕ
╙  ߦޔ߽ߡ߅ߦ⁁ޔᢥߩⷙቯߪߥ߇⸷⸩ߦߥࠇ߫ࠄ߆ߩℂ↱ߢଚኂ߇ุቯ
ߐࠇࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆࠤࠬ߇ࠅߦࠬࠤߥ߁ࠃߩߘޔᒻᑼ⊛ᩮࠍਈ߃ࠆߦㆊ߉ߥߣ
߁⠨߃߇ࠆޔߡߞࠃߦࠇߎޕㆊߥ⪜❗ലᨐࠍૐᷫߒޔᕁ߇ߌߕ⸷߃ࠄࠇࠆ߅ߘࠇ

ߪࠆ߆߆ޔቯࠍᅹߍߥޠޕ

104

ࠍߥߊߔߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧔ࠊ߫㒐ᓮ⊛㧕ޕ
╙ 2 ߦ߽ߡߞࠃߦ್ⵙޔߪߡ߅ߦ⁁ޔ㆑ᴺߣߐࠇࠆⴕὑߢߪࠆ߇␠ޔળ⊛ߦ⸵
ߐࠇࠆߴ߈ߣ⠨߃ࠄࠇࠆⴕὑࠍ৻⥸⊛ߦㆡᴺൻߔࠆⷙቯߣߺࠆ⠨߃ᣇ߇ࠆߞࠃߦࠇߎޕ
ߡޔᣂߚߥࡆࠫࡀࠬ࠴ࡖࡦࠬ߇㐿ߌࠆߣ߁⠨߃ᣇ߽ࠆ㧔ࠊ߫᠄⊛㧕ޕ

㧔4㧕

⪺⠪ੱᩰᮭߣߩ㑐ଥ

☨࿖ᴺߩࡈࠚࠕ࡙ࠬⷙቯߪ⪺⠪ੱᩰᮭߦ߽ㆡ↪ߐࠇࠆ߽ߩߢࠆ߇ޔᣣᧄᴺߪ
50 ᧦߇ࠆߚߦޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌߡ߽⪺⠪ੱᩰᮭߩ㗴߇ᱷࠆߣߩᜰ៰߇
ࠆ⪺ޔߛߚޕ⠪ੱᩰᮭߦߟߡߪ߫߃ޔห৻ᕈᜬᮭߩ৻⥸⊛ߥ㒢ⷙቯߣߒߡߔ
ߢߦ 20 ᧦ 2 㗄 4 ภ߇ࠆߎߣߥߤ߆ࠄޔታ㓙ߦߪᄢ߈ߥ㗴ߦߥࠄߥߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧔5㧕

ᒝⴕᴺⷙᕈ

ߚߣ߃ᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌߡ߽ޔᄾ⚂߿ᛛⴚߦࠃߞߡߎࠇ߇ࠝࡃࠗ࠼ߐࠇ
ߡߒ߹ߞߚࠄ⚿ޔዪޔ↪⠪ߩ⥄↱ߪታߐࠇߥߩߢߪߥ߆ߣ߁ᜰ៰߽ࠆߎߘޕ
ߢⷙ⥸৻ޔቯࠍᒝⴕᴺⷙൻߔߴ߈ߛߣߩ⠨߃ᣇ߽ࠅᓧࠆޕ

㧔6㧕

ೃ⟏ߣߩ㑐ଥ

ᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯ߇⸳ߌࠄࠇߡ߽ޔೃ⟏ࠍ⑼ߐࠇࠆ߅ߘࠇ߇ࠆએⷙ⥸৻ޔቯߩ
ㆡ↪ߦᦼᓙߒߡ࠴ࡖࡦࠫߔࠆ⠪ߪߡߎߥߩߢߪߥ߆ߣߩᜰ៰߽ࠆޔ߽ߣߞ߽ޕ
ߘߩߎߣ߇ታ㓙ߦ㗴ߦߥࠆ߆ߤ߁߆ߦߟߡߪᬌ⸛ߩ߇ࠆޕ

㧔7㧕

᧦⚂ㆡวᕈ

ᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߎߣ߇᧦⚂ߩࠬࠬ࠹࠶ࡊ࠹ࠬ࠻ߦߔࠆߎߣߦ
ߥࠄߥ߆߇㗴ߣߥࠆޔߪߡߟߦࠇߎޕߒߥߣ߁⠨߃ᣇ߿ߔࠆߣ߁⠨߃ᣇޔ

5

6

߃߫⪺ޔᮭߦ㑐ߔࠆ⇇⍮⊛ᚲᮭᯏ㑐᧦⚂㧔WCT㧕10 ᧦ 1 㗄ߪ⚂✦ޟ࿖ߪ⪺ޔ‛ߩㅢᏱߩ
↪ࠍᅹߍߕ⪺ޔߟ߆ޔ⠪ߩᱜᒰߥ⋉ࠍਇᒰߦኂߒߥ․ߥ႐วߦߪߦ⚂᧦ߩߎޔၮߠߡᢥቇ⊛
߮⟤ⴚ⊛⪺‛ߩ⪺⠪ߦਈ߃ࠄࠇࠆᮭߩ㒢ߪᄖࠍ࿖ౝᴺߦ߅ߡቯࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޠ
ߣߔࠆޕ
ߎߩ㗴ߦߟߡߪ⎇ࠢࡦࡊࠬࠢ࠶ࡑߩ࠷ࠗ࠼ޔⓥᚲ㧔ࡒࡘࡦࡋࡦ㧕ߩࠨࠗ࠻ߦឝタߐࠇߚ

105

ࠆߪߚߣ߃᧦⚂ㆡวᕈߦ⇼⟵߇ߞߡ߽࿖⋉ߩⷰὐ߆ࠄᄢዪ⊛ߦ⠨߃ࠆߴ߈ߛߣ߁
⠨߃߇␜ߐࠇߡࠆޕ

㧔8㧕

ታߩࡔ࠶࠻ߦ㑐ߔࠆ⇼

ߚߣ߃ᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌߡ߽ޔએਅߩࠃ߁ߦᦼޔᓙߐࠇߡࠆࠃ߁ߥᄢ߈ߥࡔ
࠶࠻ߪ↢ߓߥߩߢߪߥ߆ߣߩᜰ៰߽ࠆޕ
╙ 1 ߦޔᣣᧄੱߩ࿖᳃ᕈ߿ડᬺߩࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬ߆ࠄߒߡ߃ߣߚޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙ
ቯ߇ߢ߈ߚߣߒߡ߽ߩߘޔㆡ↪ࠍାߓߡ࠴ࡖࡦࠫߔࠆડᬺ߇ߡߎߥߩߢߪߥ߆ߣ
ߩ⠨߃ᣇ߇ࠆࡖ࠴ࡦࡌޔ߽ߣߞ߽ޕડᬺ߳ߩଦㅴലᨐߪήⷞߢ߈ߥߣߩ⠨߃ᣇ߽
ࠅᓧࠆޕ
╙ 2 ߦⷙ⥸৻߃ߣߚޔቯࠍ⸳ߌߡ߽ޔᴺ♽ߩ㆑߿ⵙ್ቭߩᗧ⼂߆ࠄ್ⵙޔᚲߪߘߩ
ࠃ߁ߥⷙቯࠍㆡ↪ߔࠆߎߣߦᶖᭂ⊛ߦߥࠆߩߢߪߥ߆ߣߩᜰ៰߽ࠆ⚿ޕᨐ߇⁁ߣ߆
ࠊࠄߥߩߢࠇ߫ޔනߦᒻᑼ⊛ߥᩮࠍਈ߃ࠆ߆ߤ߁߆ߛߌߩ㆑ߦߥࠆߩ߆ߣߞߚ
ὐ߇㗴ߣߥࠆޕ
╙ 3 ߦ⪺ޔᮭᐲ߇ࡆࠫࡀࠬߩ⿷߆ߖߦߥߞߡ߅ࠅ⪺ޔᮭᐲ߇ᄌࠊࠇ߫ᣣᧄߩ⚻
ᷣ߇ᵴᕈൻߔࠆߣߞߚᏗᦸ⊛᷹߽ⷰࠃߊ⡞߆ࠇࠆ߇⚻ޔᷣ␠ળߦ߅ߌࠆੱ㑆ߩⴕേߦᓇ
㗀ࠍਈ߃ߡࠆ߽ߩߩਛߢ⪺ޔᮭᐲߣ߁ߩ߇ᄢ߈ߥ⟎ࠍභߡࠆߣ߃ࠆߩ߆
ߪᬌ⸛ࠍⷐߔࠆߣߩᜰ៰߽ࠆޔ߫ࠇߔࠄ߆⺰⥸৻ޕᄢ߈ߥᐲᡷᱜࠍߒߚߦ߽߆߆ࠊࠄ
ߕߐߒߚࠆലᨐ߽ᓧࠄࠇߥߣ߁น⢻ᕈ߽ࠅᓧࠆߚᬌ⸛߇ᔅⷐߢࠆޕ

㧔9㧕

ታߩ࠺ࡔ࠶࠻ߦ㑐ߔࠆ ᔨ

ઁᣇޔ߽ߡߒߣࠆ߇࠻࠶ࡔ߃ߣߚޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߎߣߦࠃࠆ࠺ࡔ
࠶࠻ߦ㑐ߔࠆᜰ៰߽ࠆޕ
╙ 1 ߦ⪺ޔᮭᴺߪ⏕ߦ㆑ᴺߥⴕὑࠍⴕߞߡࠆ⠪ߢߞߡ߽࡙ࠕࠚࡈߪࠄ⥄ޔ
ࠬߢࠆߣਥᒛߒߡዬ⋥ࠆ⠪߇⬧ᑧߔࠆߩߢߪߥ߆ߣ߁ᜰ៰ߚߒ߁ߎޔߪࠆޔ
ᘒߦࠃࠅᷤ⊛⸃߇࿎㔍ߦߥࠆߩߢߪߥ߆ߣߞߚᜰ៰߇ࠆޕ
╙ 2 ߦޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯ߇⸳ߌࠄࠇߚߎߣߦࠃߞߡⵙ್ቭ߇ߎࠇࠍᐢߊㆡ↪ߔࠆࠃ
߁ߦߥࠆߣޔᮭ߇ㆊߦ⚂ߐࠇࠆ߅ߘࠇ߇ࠆߣ߁ᜰ៰߽ࠆޕ

7

ޟDeclaration on the Three Step Testޠ
㧔http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/declaration on the three step /declaration.cfm㧕߽ᵈ⋡ߐࠇࠆޕ
߃߫ޔદ⮮⌀ⷙ⥸৻ޟቯߩỬ↪߇ᮭ⠪ߩᵅ߈ኢࠅࠍ↢ᕟࠇ߽ ࡞࠽ࡖࠫࡠࠬࡀࠫࡆޠ2009
ᐕ 1 ภ 22 㗁㧔2008 ᐕ㧕ෳᾖޕ
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㧔10㧕 ߘߩઁߩㅊട⊛ភ⟎
ᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߣߒߡ߽ߩߘޔㆡ↪▸࿐ࠍߢ߈ࠆ㒢ࠅ⏕ൻߔࠆᚻᲑߣߒ
ߡޔࠄ߆ߩࠟࠗ࠼ࠗࡦࠍ⸳ߌࠆߎߣ߿್ⵙޔᚲᄖ⚗⸃ߩᢛߥߤޔࠄ߆ߩភ⟎
߇ᔅⷐߢߪߥ߆ߣߩᜰ៰߽ࠆޕ
㨇ᧄ⎇ⓥળߦ߅ߌࠆ⼏⺰㨉
ⶄޣᢙߩⷙቯࠗࡔࠫߩឭ␜ߦߟߡޤ
 ᗐቯߐࠇࠆ৻⥸ⷙቯߩࠗࡔࠫᢥ⸒ࠍߍߚᣇ߇⺖ߥ߁ࠃߩߤޔ㗴߇ࠆߩ߆ߣ߁
⼏⺰߇ㅴߺ߿ߔߩߢߪߥ߆ޕ
☨ޣ࿖ဳߩⷙቯߦߟߡޤ
 ߦ☨࿖ဳߩࡈࠚࠕ࡙ࠬⷙቯࠍዉߔࠆߩߢࠇ߫ⷙߩߘޔቯ߇ࠍ⋡⊛ߣߔࠆߩ
߆ࠍࠄ߆ߦߒߥߣߌߥߩߢߪߥ߆☨ޔ߽ߩ߁ߣޕ࿖ߢߪ߇ࡈࠚࠕ߆ߣ
߁ߎߣߦ㑐ߔࠆଔ୯ᔨ߇ߞߡߩߘޔߢޔ߫߃ޔ㕖ᬺ⊛↪߿࠻ࡦࠬࡈࠜ
ࡑ࠹ࠖࡉߥ↪߇ࡈࠚࠕߣ߃ࠆ߆ߤ߁߆ߣߚ⼏⺰߇ߥߐࠇߡࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆ
߆ࠄߢࠆޕ
⧷ޣ࿖ဳߩⷙቯߦߟߡޤ
 ᣢሽߩⷙቯࠍᨵエൻߔࠆ⎇ߪࠆޔⓥߥߤ․ቯ⋡⊛ߢߩᲧセ⊛✭߿߆ߥⷙቯ
ࠍ⸳ߌࠆߣ߁น⢻ᕈ߽ࠆߩߢߪߥ߆⧷ߪࠄ߆ࠇߎࠈߒޕ࿖ဳߩⷙቯߦᵈ⋡߇㓸
߹ࠆ߆߽ߒࠇߥޕ
 ߽ߞߣ߽⧷ޔ࿖ᴺߩⷙቯߪߘߩㆡ↪▸࿐߇ᐢߣߪᕁ߃ߥޕᣣᧄᴺߩⷙቯߦᦝߦࡈޟ
ࠚࠕ⹏ߥ߁ࠃ߁ߣޠଔᔨࠍട߃ߚߣߒߡ߽ߡߞࠃߦࠇߘޔㆡ↪▸࿐ߪ⁜ߊߥࠅߎߘ
ߔࠇޔᐢߊߥࠆߣߪᕁ߃ߥޕ
ޣฃߌ⋁ⷙቯߦߟߡޤ
 ߃߫ᢎ⢒ᯏ㑐ߦࠃࠆⶄߩⷙቯ㧔35 ᧦㧕߇ⴕᴺߢߪߦޠⶄޟ㒢ቯߐࠇߡࠆߚޔ
ߘࠇࠍᨵエൻߔࠆߚߦޔઁߩߘޟޔቇᩞᢎ⢒ߣ߁⋡⊛ࠍ㆐ᚑߔࠆߚߦᔅⷐߥⴕὑ
ߪ⸵ߐࠇࠆⷙߥ߁ࠃ߁ߣޠቯࠍᣂߚߦ⸳ߌࠆᣇᴺ߽ࠆ⧷ޔߪࠇߎޕ࿖ဳߩࠃ߁ߢ߽
ࠆ߇ޔฃߌ⋁ⷙቯߢ߽ࠅߪࠇߎޔᄢ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆࠃࠅ߽⦟ߩߢߪߥ߆ޕ
 ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆࠃࠅ߽ߩⴕޔⷙቯߩ᧦ᢥߩᦠ߈ᣇߩᎿᄦߢኻᔕߔߴ߈ߢߪߥ
߆ޕ
☨ޣ࿖ᴺ 107 ᧦ߩ 4 ⷐ⚛ߦߟߡޤ
 ࠊ߇࿖ߦᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯࠍ⸳ߌࠆߩߢࠇ߫☨ޔ࿖ᴺ 107 ᧦ߩ 4 ⷐ⚛ࠍߘߩ߹߹ᵴ
↪ߔࠇ߫ࠃߢߪߥ߆ߣ߁⼏⺰߽ࠆࠃ߁ߛޕ
 ☨࿖ᴺ 107 ᧦߇ 4 ⷐ⚛ࠍឝߍߡࠆߎߣߣ⪺ޟޔ‛ߩᕈ⾰ਗ߮ߦߘߩ↪ߩ⋡⊛߮
ᘒ᭽ߦᾖࠄߒ̖̖ߦ߁ࠃ߁ߣޠ⠨ᘦⷐ⚛ࠍឝߍࠆߎߣߪᧄ⾰⊛ߦ⇣ߥࠆߩߢߪߥ
߆☨ޕ࿖ᴺߢߪߢ߹ߊޔᩭᔃᔨߣߒߡ⸳߇⊛⋡߁ߣޠࠕࠚࡈޟቯߐࠇߡࠆޕ
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 ⪺ޟ‛ߩᕈ⾰ਗ߮ߦߘߩ↪ߩ⋡⊛߮ᘒ᭽ߦᾖࠄߒ̖̖ޔߪߩ߁ߣޠනߦ⠨ᘦⷐ
⚛ࠍ␜ߒߚ߽ߩߢޔᮭଚኂࠍุቯߔࠆ㓙ߦ⠨ᘦߔߴ߈ࡈࠔࠢ࠲ߦㆊ߉ߥޕ
ޣఘ㊄ᡰᛄ⟵ോߦߟߡޤ
 ࠼ࠗ࠷ߢߪⷙ⥸৻ޔቯࠍዉߔࠆߣߒߡ߽ఘ㊄ࠍᛄ߁ߴ߈ߢߪߥ߆߁ߣޔਥᒛ߽
ߺࠄࠇࠆઁޕᣇߢߪⷙ⥸৻߽ߘ߽ߘޔቯߢࠇޔᮭ㒢ߦᒰߔࠆߥࠄቢోߦࡈ
ߦߥࠆߩߢߞߡఘ㊄ߪ⺧᳞ߢ߈ࠆߴ߈ߢߥߣ߁⠨߃߽ࠆޔ߫߃ޕ୫୫ኅ
ᴺߢޔวℂ⊛ߥ⾓ᢱࠍ␜ߒߡౕ⊛ߥࠝࡈࠔࠍߒߡࠆߩߦᱜᒰߥℂ↱ߥߊߎࠇࠍᢿ
ߞߡࠆߩߢࠇ߫ࠆߡߒࠔࡈࠝޔ㗵߇ᅷᒰ߆ߤ߁߆ࠍߡᱜᒰߥℂ↱߇ࠆ߆
ߤ߁߆ࠍ್ᢿߔࠆߣ߁ߎߣ߇ߥߐࠇߡࠆ߇ࠍࠇߎޔෳ⠨ߣߔࠆߩߢࠇ߫ࠚࡈޔ
ࠕ࡙ࠬߦߟߡ߽ࠝࡈࠔߐࠇߚኻଔߩวℂᕈ╬߽ߡᅷᒰ߆ߤ߁߆ࠍ್ᢿߒߡ
߽⦟ߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
 ☨࿖ߩࡈࠚࠕ࡙ࠬⷙቯߩⵙ್ߢߪޔᒰ⠪ߩᓥ᧪ߩᷤㆊ⒟ߦ㐓ߺߡࠬࡦࠗޔ
ࠍᜎࠎߛߎߣ߇ࡈࠚࠕߢߥߣ್ᢿߐࠇࠆ᩺ߪࠆߣᕁ߁⸵ޔߣࠆߔ߁ߘޕนࠍ߽ࠄ
߃ߥ߆ߞߚߚߦࡈࠚࠕ࡙ࠬࠍਥᒛߒߡࠆߩߛ߆ࠄ⸵ޔนࠍ߽ࠄ߃ߥ߆ߞߚᖱ
ࠍ߽ߞߡࡈࠚࠕ࡙ࠬߩ್ᢿࠍߔࠆߣ࠻࠻ࡠࠫߦߥߞߡߒ߹߁ߩߢ㗴ߢࠆߣ
ߔࠆ್߽ࠆઁޕᣇߢৼߦࠅߥࠇߘޔካߦ⸵นࠍ᳞ߚੱߣߘ߁ߢߪߥੱߣߢߪࡈ
ࠚࠕߩ್ᢿߪ⇣ߥࠆߣߔࠆ್߽ࠆߡ߅ߦ್ⵙࠄࠇߘޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ㗵ߩ㗴
ߪ߇ߞߡߥ߆ߞߚߣᕁ߁ޕ೨ߦࠗࡦࠬࠍ↳ߒㄟࠎߛ߆ߤ߁߆ߪታᤋߐ
ࠇߡࠆߩߛߣᕁ߁߇ޔ⠨ᘦⷐ⚛ߣߒߡ⌀ᱜ㕙߆ࠄ⼏⺰ߐࠇߡߥޕ
 Campbell ઙߢߪᮭ⠪ߪ⸵⻌ࠍᜎุߒߚޔߪߢࠖ࠺ࡠࡄߦ⥸৻ޕᛕ್ߐࠇࠆߩߛ߆ࠄ
⸵⻌ߒߚ߇ࠄߥߚ⻌⸵߽ߘ߽ߘޔᏒ႐߇ሽߒߥߎߣߣߥࠅޔᮭ⠪ߦ⸵⻌ᮭࠍ
ਈ߃ߡ߅㊄ࠍⒿ߇ߖࠆᏒ႐ߢߪߥߊޔᮭ⠪ߦ⇐ߔߴ߈ࡑࠤ࠶࠻ߣߒߡቯߐࠇߥ
ߣ߁ߎߣߦߥࠆߪߡߟߦࠖ࠺ࡠࡄޔߡߞ߇ߚߒޕᮭ⠪ߦ⼔ߐࠇࠆߴ߈Ꮢ႐߇
ߥߩߛ߆ࠄ ╙ޔ4 ⷐ⚛ߦ߁ᓇ㗀߇ሽߒߥߣ߁ࡠࠫ࠶ࠢߢࡈࠚࠕ࡙ࠬߦߟ
ߥߍࠄࠇߡࠆޕㅒߦ⸒߃߫ߒ߽ޔ㊄㗵ߢ᛬ࠅว߁ߛߣ߁ߎߣߢࠇ߫ ╙ޔ4 ⷐ⚛
ߦ߁ẜ⊛Ꮢ႐߇ࠆߣ߁್ᢿߦߟߥ߇ࠆߩߛߣᕁ߁ޕ
 ఘ㊄ߣ߁ߩߪኂ⺞ᢛᚻᲑߢߪࠆޔߛߚޕᣢሽߩ㒢ⷙቯߦ߅ߡఘ㊄ᡰᛄߩ
ኻ⽎ߣߥߞߡࠆߩߪ߆ߥࠅ㒢ቯ⊛ߢࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕⷙ⥸৻ޔቯߦߟߡఘ㊄ᡰ
ᛄ⟵ോࠍ⺖ߔߣ߁ߩߪ߇ࠇߘޔታ㓙ߦᯏ⢻ߔࠆߩ߆⇼߽ࠆޔߚ߹ޕఘ㊄ࠍᛄ߁
ߎߣ߇ᮭଚኂุቯߩ᧦ઙߣߥࠆߩ߆߽ߣࠇߘޔ⁛┙ߩ⟵ോߣߒߡ⊒↢ߔࠆߦㆊ߉
ߥߩ߆ߣ߁ὐ߽⏕ൻߔࠆᔅⷐ߇ࠆߩߢߪߥ߆ޕ
 ࠬࠬ࠹࠶ࡊ࠹ࠬ࠻ဳߩ৻⥸ⷙቯߢߞߡ߽ޔఘ㊄ᡰᛄ⟵ോࠍ⸳ߌࠆߎߣߪน
⢻ߢࠈ߁ઁޕᣇ☨ޔ࿖ဳߩⷙቯߦߎߩ⟵ോࠍ⺖ߔߎߣߪ㔍ߒߩߢߪߥ߆߁ߣޕ
ߩ߽☨ޔ࿖ᴺߦ߅ߌࠆ╙ 4 ⷐ⚛ߢߪᏒ႐ߦⵍኂ߇ήߎߣࠍ᧦ઙߣߒߡࠆߩߛ߆ࠄޔ
ࡈࠚࠕ࡙ࠬ߇ᚑ┙ߔࠆߩߢࠇ߫ޔఘ㊄ߪⷐࠄߥߣ߁ߎߣߦߥࠆߪߕߢࠆޕ
ߘߩᗧߢߪ☨ޔ࿖ဳ߆ࠬࠬ࠹࠶ࡊ࠹ࠬ࠻ဳߣߢ⼏⺰߇ోߊ⇣ߥߞߡߊࠆߩߢ
ߪߥ߆ࠈ߁߆ޕ
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߽ߡߞޟޣήߊߡ߽ᄌࠊࠄߥⷙቯޤߡߟߦޠ
 ߞߡ߽ήߊߡ߽ᄌࠊࠄߥࠃ߁ߥⷙቯߢߞߚߣߒߡ߽ޔᒻᑼ⊛ߥᩮ߇ߢ߈ࠆߣ
߁ሽߦߪᗧ߇ࠆߣᕁࠊࠇࠆઁޕᣇⴕޔᴺߢߞߡ߽ⵙ್ߢᄢ⸃㉼߇ߢ߈ߡ
ࠆߩߢ߽ߡߞޔήߊߡ߽ᄌࠊࠄߥⷙቯߛߞߚࠄᔅⷐߥߣ߁⸃߽ࠈ߁ޕ
⪺ޣ⠪ੱᩰᮭߣߩ㑐ଥߦߟߡޤ
 ታ㓙ߦߪ⪺ޔ⠪ੱᩰᮭߦߟߡ㗴ߦߥࠆߎߣߪ߹ࠅߥߛࠈ߁ޕ
 50 ᧦ߪ⎬⋥⊛ߦㆊ߉ࠆ⚗ࠄࠊߒⷙቯߢࠆߩߢߩߎޔ㓙㒰ߒߡߒ߹߁ߣ߁ߎߣ߽
⠨߃ࠄࠇࠆ⪺ޕᮭߩ㒢ⷙቯߢߞߡ߽⪺ࠍࠇߘޔ⠪ੱᩰᮭߦ㑐ߒߡ߽ᔅⷐߦᔕߓ
ߡㆡ↪ߢ߈ߥߣ߅߆ߒߩߢߪߥ߆߫߃ޔࠎࠈߜ߽ޕห৻ᕈᜬᮭߦ㑐ߒߡߪ 20
᧦ 2 㗄 4 ภߢ⺒ߺㄟߣ߁ᣇᴺߪࠈ߁ޕ
 ⪺⠪ੱᩰᮭߣߩ㑐ㅪ߇㗴ߣߥࠆߩߪߤߥࠖ࠺ࡠࡄޔ↪ߩ㓙ߦࠄ߆ߩᚻࠍട߃ࠆ
႐วߢࠆⷙ⥸৻ޕቯߦࠃߞߡߘߩࠃ߁ߥ↪ࠍផㅴߒߡߊߩ߆ߤ߁߆ߪߩᄢ߈ߥ
⺰ὐߛߣ⠨߃ࠆ߇ޔߦផㅴߔࠆߩߛߣߔࠇ߫⪺ޔ⠪ੱᩰᮭߩ㗴ߪ߿ߪࠅᄢ߈ߛ
ࠈ߁ ߦ߆⏕ޕ20 ᧦ 2 㗄 4 ภߪࠆ߇߇ࠬࠤߥ⺒ߢߌߛࠇߘޔὶὐߦߥߞߡߊ
ߩߢߪߥ߆ޕ
 ߎߩ⺰ὐߪⷙ⥸৻ޔቯߛ߆ࠄߣߞߡߡߊࠆ㗴ߢߪߥߊޔⷙቯߦ߽ᒰߡߪ߹ࠆ
ߢࠆޕ
ޣᷤ⊛⸃ߩ࿎㔍ൻߦߟߡޤ
 ↪⠪ߩⷞὐߦ┙ߟߣޔᮭ㒢ߩ৻⥸ⷙቯ߇ዉߐࠇࠇ߫ޔᮭ⠪߆ࠄᒝߊ⸒ࠊࠇ
ߡ߽ޔᷤߩ߇ߡߊࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕㅒߦޔᮭ⠪߆ࠄߔࠆߣޔᮭ㒢ߩ৻
⥸ⷙቯ߇ዉߐࠇࠆߣᷤ⊛⸃߇࿎㔍ߦߥࠆߣߞߚᜰ៰߇ࠆޕਔ㕙߆ࠄߡߤߜ
ࠄߦࡔ࠶࠻߇ࠆߩߛࠈ߁߆ⷙ⥸৻ޕቯዉߦࠃࠅࠣ࠱ࡦ߇ᐢ߇ࠆߎߣߦࠃߞ
ߡޔᮭ⠪߇৻ᣇ⊛ߦᷤജࠍ⊒ើߔࠆߎߣߪ㔍ߒߊߥࠅޔᮭ⠪߆ࠄߺࠆߣޔᅷ
දߔࠆ᳇ᜬߜߩࠆડᬺߣߪ߇ߒ߿ߔߊߥࠆ߇ޔᒝ᳇ߩડᬺ⋧ᚻߛߣⵙ್߹ߢ߿ࠄߥ
ߣᮭ⠪ߪᮭⴕ߇ߢ߈ߥߣ߁ߎߣߦߥࠆߩߢߪߥ߆ޕ
ޣዬ⋥ࠅଚኂ⠪ߩ⬧ᑧߦߟߡޤ
 ࠊࠁࠆዬ⋥ࠅଚኂ⠪ߦኻߒߡߪޔᮭ⠪ߣߒߡぷふߔࠆߎߣߥߊ⸷⸩ࠍߔࠇ߫ߘޔ
ࠇߦࠃߞߡ⥄ಽߚߜߦߥᣇะߩ್ࠍⓍߺߍ⚿ޔᨐࠣߩㇱಽࠍᷫࠄߒߡߊ
ߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢߪߥ߆ޔࠈߒޕዬ⋥ࠅଚኂ⠪߇Ⴧ߃ࠆߎߣߦࠃߞߡⷙ⥸৻ޔቯ߇
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米国フェア・ユース関連判決の検討（個別判決の詳細）
（奥邨弘司委員作成資料）
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事件最判中の(α)記号付き下線部分と対応
また〔 ：Campbell (α)からの部分引用〕は、Campbell 事件最判中の
該当記号付き下線部分から、一部を引用の意味

＜ ：β＞ → Campbell 事件最判以外からの引用を示す
：
（ダブルコロン）以降のβ事件からの引用の意味
＜ ：β (α)＞と記号が付記されている場合は、β事件最高裁判
決中の(α)記号付き下線部分から引用の意味
＊参照（"See"）部分を示す場合は、関連する本文の直後に〔Campbell (α)〕や
＜Sony (α)＞等と表記。

パラグラフの字下げについて、実例を示して説明したい。このような形のパラグラ
フの次に、字下げしたパラグラフがある場合、本パラグラフ（字下げしていないパ
ラグラフ）はルールや基準等を述べ、
字下げしたパラグラフでは、前記ルールや基準を具体的に当てはめる等行う
こととしている。

-【参考資料 1】p.2-

【参考資料 1.】
内の頁番号
102
105
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110

最高裁判決

-【参考資料 1】p.3-

Sony Corporation of America et al. v. Universal City Studios, Inc., et al.,
(1984)

464 U.S. 417

【事案の概要】
被告・上告人 Y（Sony Corporation of America 等）は、家庭用 VTR のメーカーであ
る。
原告・被上告人 X（Universal City Studios 等）は、テレビ番組の著作権者である。
Y が販売する VTR のユーザーは、放送されるテレビ番組を録画しており、その中には、
X の番組も含まれている。
X は、Y による VTR の公衆への販売が、X の著作権を侵害するとして訴えた。
（なお、X・Y がそれぞれ実施した調査で、VTR の利用方法は主としてタイムシフト
録画であることが示されている。）
【最高裁判決】

フェア・ユースを認めた

本件のポイントは、Y による VTR の販売が、寄与侵害責任を生じるかどうかである。
この点、最高裁は、Y の販売する VTR に、商業的に意義のある非侵害的利用方法
（commercially significant noninfringing uses）が存在すれば、Y は、寄与侵害責任を負わ
ないと判断した。そこで、ユーザーによる VTR の利用形態が侵害的なものか否かが検
討されることになり、その一環として、タイムシフト録画が侵害に当たるのか否か――
著作物の複製である以上、侵害でないとするためにはフェア・ユースが成立するか否か
――が問題となったのである。
○総論
･･････（筆者注：107 条）は、裁判所が(A)「衡平法上の合理の原則（an equitable rule
of reason）」分析を特定の侵害主張に適用することを可能にする様々な要素を確認す
る。
○第 1 要素

→

フェア・ユースに有利

決定的ではないが、第 1 要素は、いかなるフェア・ユースの判断においても「行為の
商業的または非営利的な性格」が考慮されることを求める。(B)もし、ベータマックス
が商業的または利益を得る目的で複製するために利用されるなら、そのような利用は
不公正と推定される。しかしながら、本件では、逆の推定が適切だろう。なぜなら、
地裁の認定は個人の家庭内使用のためのタイムシフトは、非商業的、非営利的行為と
して性格付けられるだろうことを明らかにしているからだ。
○第 3 要素（および第２要素）

→

フェア・ユースに不利ではない

作品全体が複製されたという事実は、通常フェア・ユースを認定する上で不利に働く
効果を持つが、テレビ放送される視聴覚著作権物の特徴と、タイムシフトは、視聴者
が、完全に無料で見て良いとされている作品を見ることを可能とするに過ぎないこと、
の２点について考えるとき、本件では先述のような通常の効果は持たない。
○第 4 要素

→

フェア・ユースに有利

しかしながら、これは、審理の終点ではない。なぜなら、議会は我々に、
「著作物の潜
在的な市場または価値に対する利用の影響」を考慮することを求めているからである。

-【参考資料 1】p.4-

著作権の目的は、創造的な努力に対するインセンティヴを生み出すことである。非商
業目的の複製でさえ、報酬を得る著作権者の能力（著作権者が得るべきと議会が考え
たもの）を害し得る。しかし、創作のための著作者のインセンティブを保護するため
に、著作物の潜在的な市場や価値に明白な影響を与えないような利用を禁止する必要
はない。そのような非商業的な利用の禁止は、相対する利益なく、アイデアにアクセ
スすることを禁じてしまうだろう。(C)著作物の全ての商業的利用は、著作権者に対し
て帰属する独占的な特権（plivilege）の不公正な利用と推定されるが、非商業的利用
の場合問題は異なる。(D)著作物の非商業的な利用について争うとき、特定の利用が有
害であるか、それが広範囲に広がれば、著作物の潜在的な市場に悪影響を与えるのか、
の証明を必要とする。実際の現実の害は示される必要はない。なぜなら、そのような
ことを求めると、著作権者を、予測できる（筆者注：ものの、現実には発生していな
い）損害に対して無防備な状態に放置してしまうからだ。更なる害が生じることの確
実性を示すことも必要でもない。必要なことは、将来的な害に意味のある可能性が存
在することについての、証拠の優越（a preponderance of the evidence）によって証明す
ることである。(E)もし、意図された利用が商業的な利益目的なら、そのような可能性
は推定されるだろう。しかし、(F)もし非商業的な目的のためなら、可能性は証明され
なければならない。
・本件では、X は家庭内のタイムシフトに関する自身の立証責任を果たしていな
い。･･････地裁は過去の害について論じる必要はない。「原告は、彼らの著作権に対
する現実の害が現在までに生じていないことを認めてきた。」
・タイムシフトから生じる、潜在的な将来の害については、地裁は、より詳細な証拠の
検討を行っている。
・地裁の結論は、タイムシフトが無料のテレビ放送番組に対する公衆によるアクセスを
拡大させる限りで、それは社会的な利益を産み出すという事実によって強化され
る。･･････（筆者注：先例において）我々は、テレビ放送をより広く利用可能にする
ことの公的な利益を認めた。そのような利益は限度のないものではないことは明らか
である。しかしそれは、
「フェア・ユース」概念を解釈するに際して、著作権者が、
連邦法の違反としてタイムシフトを非難する前に、害の可能性を示すことを求めるの
を支持する。
○総合評価
これらの要素が、全て、
「衡平法上の合理の原則」の釣り合いの中で考慮されるとき、
家庭におけるタイムシフトがフェア・ユースであるという地裁の結論を、この記録は
十分に支持していると結論づけなければならない。･･････X は、タイムシフトが、彼
らの著作物の潜在的な市場や価値にとって、極小とはいえない害（nonminimal harm）
の可能性を生じることを証明できなかった。

-【参考資料 1】p.5-

Harper & Row, Publishers, Inc., et al. v. Nation Enterprises et al., 471 U.S. 539 (1985)
【事案の概要】
原告・上告人 X（Harper & Row 等）および被告・被上告人 Y（Nation Enterprises
等）は共に出版社である。
X はフォード元大統領と契約し、その自伝（本件自伝）の出版を準備していた。本件
自伝には、ウォーターゲート事件の内幕と、ニクソン元大統領への恩赦に関する、従来
知られていなかった記述が含まれていた。Time 誌は X と契約し、本件自伝の出版約 1
週間前に、恩赦に関する記述の部分 7500 語を同誌に掲載する権利を得た。契約金 25000
ドルの半額は同誌出版後に支払う契約であったが、独占掲載であることが契約のポイン
トであったため、もし同誌の出版前に本件自伝の内容が公になった場合、残金の支払い
を再交渉できる条件となっていた。
Time 誌の記事の 2～3 週間前に、Y の編集者は、正体不明の人物から、本件自伝の原
稿を受け取った。編集者は、その人物が無許諾で原稿を所有していることを知っていた。
Y は、入手した原稿を元に、そこから文章や事実を取り込んで、2250 語のスクープ記
事を作成し、自社の雑誌に掲載し出版した。結果、Time 誌は契約を解除して、残金を
X に支払わなかった。
X は Y を著作権侵害等で訴えた。
【最高裁判決】

フェア・ユースを認めなかった（控訴裁判決を覆し差し戻した）

Y による記事の掲載出版が、X が本件自伝について有する第一発行権（first
publication right）を奪うものであることを認めた上で、それがフェア・ユースになる
か否かが争われた。
○総論
著作権者の同意なく著作物を合理的な方法で利用する著作権者以外の者の特権
（privilege）として、フェア・ユースは伝統的に定義されてきた。
107 条は、特定の利用がフェアかどうかについてケースバイケースの判断を求める。
そして、法は、考慮されるべき 4 つの非排他的な要素に言及する。このようなアプロ
ーチは、＜既存のフェア・ユース法理を再確認することを意図するものであり、いか
なる意味でもそれを変更し、拡大し、縮小する意図はない：上院報告書＞
Story 裁判官の仮説が示すように、フェア・ユース法理は常に、原作品の利用を代替
するような利用を排除してきた。
著者はその作品を世に広めるために発表したとき、合理的かつ慣例的に作品が利用さ
れることを暗黙のうちに同意しているという点に、多分フェア・ユース法理は基づい
ている。したがって、フェア・ユースは伝統的に、著者が未だ発行していない作品を
複製したことに対する責任への抗弁としては認識されていなかった。
原告の作品が未発行（unpublished）であるという事実は、フェア・ユースの抗弁を否
定する傾向のある要素だということは、真剣には議論されてこなかった。著者がその
作品を世に出すことを許諾する前に著者の表現を発行することは、作品を公にするか
否か、また何時そうするかを決める著者の権利を大いに侵害する。これは、発行済の
作品のフェア・ユースには存在しない要素である。
第一発行の権利は、106 条に列挙された他の権利同様に、明示的に 107 条のフェア・
ユース規定の対象であるが、フェア・ユースの分析は、常に個々の事案に合致するよ
うに行われるべきである。問題の利益の性格は、一定の利用がフェアか否かに大いに
関係する。
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ただ１人の人のみが第一発行者であり得るという点で、第一発行（筆者注：権）は、
他の 106 条の権利とは本質的に異なる。･･････第一発行権を、著者の原稿を無許諾で
利用する者と共有するように司法的に強制することが著者に与える潜在的な損害は実
質的なものなので、フェア・ユースの主張を評価する上での衡平法上の均衡は当然に
移動する。
通常の環境では、未だ世の中に広まっていない表現の第一発行を管理する著者の権利
は、フェア・ユースの主張を凌駕する。
・表現の自由の価値は、本件の環境の下で異なるルールを求めると Y は主張してい
る。･･････しかし、Y の論理は、公人に関する作品に対する著作権保護の期待を事実
上破壊するものとしてフェア・ユースを拡大させる。そのような保護がなければ、そ
のような回顧録の創作やそのための投資として利益を得ることへのインセンティヴ
はほとんど存在しないだろう。結果、公衆は、重要な歴史的情報源を否定されるだろ
う。もし、侵害をフェア・ユース（書籍の「ニュース報道」）であると称するだけで、
著作権を回避できるのなら、著作権の約束は空っぽのものとなってしまう。
著作権自体が自由な表現のエンジンとなることを憲法の起草者達が意図していたこと
を忘れてはならない。表現を利用する市場価値のある権利を確立することで、著作権
は、アイデアを生み出し世に広めることに対する経済的なインセンティヴを提供して
いる。
著作権法に既に埋め込まれている表現の自由の保護の仕組み（著作物性のある表現と
著作物性のない事実やアイデアの区別、フェア・ユースによって伝統的に保護されて
きた学問や注釈の自由）に照らせば、著作権に対するいわば公人例外（public figure
exception）を作ってフェア・ユース法理を拡大する正当な理由を見いだせない。
○第 1 要素
排他的なものであることを意味しない。
（筆者注：フェア・
(A)同条に列挙された要素は、
ユース）＜法理は(B)衡平法上の合理の原則なので、一般的に適用可能な定義は存在し
ない。問題になった個々の事件で、それ自身の事実に照らして判断されなければなら
ない：House Report＞
・Y の利用の一般的目的はニュース報道であるが、ニュース報道は 107 条に列挙された
一例である。･･････この列挙は全てを網羅した（exhaustive）ものであることを意味
しない。また、特定の利用を推定的にフェア・ユースとして選抜するものでもな
い。･･････問題の記事が「ニュース」であり、故に生産的な利用（productive use）
であるという事実は、フェア・ユース分析の一項目（factor）に過ぎない。
出版が、(C)非営利の対象としての商業的であるという事実は、フェア・ユースに不利
になりがちな別の一項目である。＜著作物の全ての商業的利用は、著作権者に対して
帰属する独占的な特権の不公正な利用と推定される：Sony (C)＞ ニュース報道目的は
完全に商業的というわけではないと主張することで、Y はポイントを完全に外した。
(D)営利と非営利の区別のポイントは、利用の唯一の動機が金銭的収入かどうかではな
くて、利用者が、通常の価格を支払うことなく著作物を利用することから利益を得そ
うかどうかである。
・性格と目的を評価する上で、Y の述べた目的、すなわち近々出版される単行本と Time
誌の抜粋をスクープすること、を無視できない。Y の利用は、単なる付随的な効果を
持っているわけではなくて、著作権者の商業的に価値のある第一発行権に取って代わ
ろうとする意図的な目的を持っている。
・また、利用の「性格」にとって、被告の行為の適切さ（the propriety of the defendant’s
conduct）が関係してくる。地裁は、Y が盗まれた原稿をそれと知っていながら利用
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した事を認定した。
○第 2 要素

→

フェア・ユースに不利

・本件自伝は未発行の歴史的な口述文または自伝として性格付けられる。
創作的（fiction）または空想的（fantasy）な作品よりも、事実的な（factual）
(E)法は一般に、
作品について、世に広めるより強い必要性を認識している。
「性質」にとって極めて重要な項目である。
(J)作品が未発行であるという事実は作品の
我々の以前の判決は、未発行作品に関するフェア・ユースの範囲は、
（筆者注：そうで
はない場合と比べて）より狭くなるとした。
・回顧録からの短い引用の中には、事実を伝えるためにおそらく必要なものもあるだろ
う。･･････しかし、Y は独立した句で止まらずに、代わりに、著者の個性的な表現に
力が存在する、公的人物についての主観的な記述と描写を抜き出した。作品のもっと
も表現的な要素に焦点を当てたそのような利用は、事実を世に広めるために必要なも
のを超えている。
・フォード氏の原稿の場合、機密であることについての著作権者の利害は反駁できない
ものである。･･････機密性と創作的な管理の中に存在する著作権者の利害を、そのよ
うに明白に侵害する利用を、フェアと性格付けるのは難しい。
○第 3 要素

→

フェア・ユースに不利

・絶対数で言って、実際に引用された単語は、X 作品の実質ではない部分でしかない。
しかし、Y は本質的に当該書籍の核心（heart）であるものを取り込んだ。･･････（筆
者注：Y の編集者は）これらの件（くだり）が、フォード氏の明確な表現を質的に具
現化しているから引用したのである。
法律の文言が示すように、(F)侵害している作品に関して実質的でないからということ
だけで、取り込みは免責されない。･･････逆に、(G)侵害作品の実質的な部分が逐語的
に複製されたものだという事実は、原作者と剽窃者（他人の著作権のある表現を販売
することで利益を得ようとする者）の双方にとって、複製された素材が質的な価値を
有することの証拠である。
・逐語的な引用だけにすると、未発行の原稿からの直接的な取り込みは少なくとも侵害
記事の 13％（筆者注：字数にして約 300 語）を占める。･･････Y の記事は、劇的な
焦点として機能する引用された抜粋部分を取り囲むような形で構成されてい
る。･･････抜粋部分の表現的な価値と侵害作品中の鍵となる役割とを考慮すると、第
２巡回区控訴裁判所の「雑誌は十分には取り込んでいない、事実フォード大統領のオ
リジナルの言葉の微少な量でしかない」という認定に我々は同意できない。
○第 4 要素

→

フェア・ユースに不利

(H)この最後の要素は、疑いなく、ただ一つの最も重要なフェア・ユースの構成要素で
ある。

著作権侵害の事案で、直接損害に関する明確な証拠を提示できるものは滅多にない。
X は Time 誌に、1979 年 4 月 23 日（筆者注：約束の期限）前に未発行原稿の一部の
発行が許諾されることはないことを請け合った。また、（筆者注：問題の）第 1 章と
第 3 章から素材が発行された場合は、Time 誌は最終の支払について再交渉できるこ
とになっていた。Time 誌は、自らが約束を果たさない理由として、Y 誌の記事を引
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用した。そこには、未発行原稿からの逐語的抜粋が含まれていた。
著作権者が侵害と収入に関する損失との間の（筆者注：因果）関係の存在を、厳密で
はなくても、合理的な確かさで一度証明したなら、著作権のある表現の取り込みがな
くても、この損害が生じたことを証明する責任は当然侵害者に移転する。
X は実際の損害に関しての prima facie case を証明しており、Y はそれに反論できて
いない。
更に重要なのは、フェア・ユースを否定するためには、問題の利用が＜広範囲に広が
ったとき、それが著作物の潜在的な市場に悪影響を及ぼす：Sony (D)＞ことのみを証明
すれば十分であるという点である。(I)この検討では、原作品に対する害だけでなくて、
派生的作品の市場に対する害も考慮しなければならない。
抜粋された部分は、ニクソン元大統領の恩赦の話題の中で、呼び物のエピソードとし
て採用されたものであり、それはまさに Time 誌に許諾された利用方法であった。未
発行の原稿からのこのような逐語的な引用による借用は、Y 誌の記事に、信頼性があ
る外観を添えている――Y 誌の編集者は、読者は、それが Y 誌ではなくてフォード元
大統領の言葉だと知るだろうと表明した。故にそれは直接的に、発行前の抜粋のため
の市場のシェアで競合することになる。
上院報告書曰く「特別の例外を別として、著作物の通常の市場のいかなる部分でも代
替するような利用は、通常侵害とみなされる」
より広い視点で考えると、フェア・ユースが、著作権者の同意の無く未公表の原稿か
らの発行前に引用することを広範に認めるなら、発売前の書籍の抜粋を雑誌に掲載す
る権利（first serialization rights）の市場一般に実質的な潜在的な損害を与えるだろう。
上院報告書曰く「独立して発生する小さな侵害も、多数生じれば、累積して、阻止し
なければならない著作権の大きな侵害になる。
」
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Stewart et al. v. Abend,

495 U.S. 207 (1990)

【事案の概要】
被告・上告人 Y（Stewart 等）は、著名な映画「裏窓」
（本件映画）の原作となる作品
（本件小説）の作者から映画化の権利を購入して、映画を作成、公開した。権利の購入
に当たっては、原作者が、1909 年著作権法の定める「更新（renewal）」を行い、更新
期間についての映画化権も譲渡することを約束していた。
しかしながら、更新の前に、原作者は亡くなり、本件小説の著作権は遺言執行人に移
った。遺言執行人は、更新を行った後、その権利を原告・被上告人 X（Abend）に譲渡
した。
その後、Ｙが本件映画の再公開等を行ったため、Ｘが著作権侵害で訴えた。
【最高裁判決】 フェア・ユースを認めなかった （地裁は Summary Judgement であっ
た）
本件では、更新前に著作権者が死亡した場合に、著作権者が行っていた更新期間に関
する契約が有効であるか否かが問題となった。
その有効性が否定されたため、それでも、本件映画を再公開等することがフェア・ユ
ースに当たるか否かが問題となった。
○総論
フェア・ユース法理は、＜衡平法上の合理の原則：Sony (A)＞であり、(A)著作権法が、
創作性――著作権法がまさに育てようとしているもの――を窒息させる（stifle）よう
な時、裁判所が著作権法の厳格な適用を避けることを認める。
・映画（筆者注：化）は 107 条に列挙された類型のいずれにも合致せず、また 107 条
の 4 要素も満たさない。
○第 1 要素

→

フェア・ユースに不利

＜著作物の全ての商業的利用は、著作権者に対して帰属する独占的な特権の不公正な
利用と推定される：Sony (C)＞
・上告人は、著作権の更新期間中に、本件映画の配給によって 1200 万ドルを受け取っ
た。
○第 2 要素

→

フェア・ユースに不利

第 2 要素の適用に関しては･･････(B)著作物が創造的な作品（creative product）である
とき、利用がフェアとみなされる可能性は少なくなる。一般的に、フェア・ユースは
創作的（fictional）な作品よりも事実的な作品の場合に、より認められやすくな
る。･･････＜法は一般に、創作的または空想的な作品よりも、事実的な作品を広める
ことに、より大きな必要性を認識している：Harper & Row (E)＞
○第 3 要素

→

フェア・ユースに不利

・第 3 要素について検討すると、控訴裁は、本件映画が本件小説の実質的な部分である
と判断した。参照：Harper & Row は、書籍からの引用が＜当該書籍の本質的な核心
部分であるとき＞不公正な利用と認定した。
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・利用された部分は、本件映画のストーリー中の 20％にしかならないという主張は受
け入れられない。＜侵害している作品に関して実質的でないからということだけで、
取り込みは免責されない：Harper & Row (F)＞
○第 4 要素

→

フェア・ユースに不利

第 4 要素は最も重要で、事実フェア・ユースの要素中で中心になるものである。
・記録は、本件映画の配給が本件映画の新版を販売する能力に影響を与えたとする控訴
裁の結論を支持する。
○総合評価
・本件は不公正利用の古典的な例である。すなわち、創作的な作品の商業的な使用であ
り、本件小説の権利者の脚色権に有害な影響を与えるものである。
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Luther R. Campbell et al. v. Acuff-Rose Music, Inc.,

510 U.S. 569 (1994)

【事案の概要】
被告・上告人 Y（Luther R. Campbell 等）は、人気ラップ・ミュージック・グループ、
2 Live Crew のメンバーとそのレコード会社である。
原告・被上告人 X
（Acuff-Rose Music）
は、映画の主題歌としても有名な楽曲 Oh! Pretty
Woman（X 作品）の著作権を所有している。
2 Live Crew は、X 作品のラップ調のパロディ曲（Y 作品）を作成した。2 Live Crew
は、X の許諾を得ようと X に連絡を取ったが許可は得られなかった。しかし、2 Live Crew
は、自分たちの CD アルバムの収録曲の一つとして、Y 作品をリリースした。
約 1 年後、Y のアルバムが 25 万枚程度販売された時点で、X は Y を著作権侵害で訴
えた。
【最高裁判決】

フェア・ユースを認めなかった控訴裁判決を覆し差し戻した（地裁は
Summary Judgement であった）

本件では、Y 作品が X 作品の著作権を侵害していることを前提として、フェア・ユー
スが成立するか否かが問題となった。
○総論
「科学および有用な技芸の発展を促進するため」著作物を
(A)著作権保護の揺籃期から、
フェア・ユースする機会が必要であると考えられてきた。
フェア・ユース法理は＜著作権法が、創作性――著作権法がまさに育てようとしてい
るもの――を窒息させるような時、裁判所が著作権法の厳格な適用を避けることを（許
しかつ）求めている：Stewart (A)＞
(B)すべての要件が探求されるべきであり、結果は、著作権の目的に照らして、まとめ

て考慮されるべきである。
○第 1 要素

→

フェア・ユースに有利

(C)この要素の検討の中心は、Story

判事の言葉のように、新しい作品が、単に原作品
の「目的にとってかわる（supersede the objects）」か否かであり、または、(D)最初の
作品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させることで、さらなる目的や
異なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否かであり、それは別の言葉
で言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」か、それはどの程度かを
問うことである。
(E)変容力があることは、フェア・ユースの認定のために絶対的に必須のものではない
が、著作権法の目的である、科学および有用な技芸の促進は、一般に変容力のある作
品の創作によって促進される。

そのような（筆者注：変容力のある）作品は、著作権の領域（confines）内に存在す
るフェア・ユース法理によって保証される余裕（breathing space）の核心部分（heart）
に存在する。そして、(F)新しい作品が変容力を持てば持つほど、フェア・ユースを認
定する上で不利になるであろう要素、たとえば商業性のような他の要素の重要性は小
さくなる。
パロディは、変容力のある価値に値する明らかな資格を有している。
著作権法の関係では、（筆者注：パロディの）定義の要点、そして現存する資料から
引用することについてのパロディストの主張の核心は、(G)先行する著者の作品に、少
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なくとも部分的に、コメントするような新しい作品を創作するために、先行する著者
の作品の要素をいくらか使用していることである。
逆に、(H)もし批評が原作品の中身やスタイルに批判的な関係を持たず、侵害者と主張
されている者が、(I)何か新しいものを作るに当たって、単に注意を引きまたは骨折り
を避けるために、原作品を利用するのなら、それに応じて他人の作品から拝借するこ
とを公正とする主張は弱くなり――それが消えてなくならないとしても――商業性
の程度のような他の要素（筆者注：の重要性）は次第に大きくなる。
(J)パロディは、その主張を行うために、原作品をまねする必要があり、そのためその
犠牲者（または犠牲者集団）の創造力の産物（the creation of its victims' imagination）
を利用する何かしらの資格があるが、一方で風刺（satire）はそれ自身で自立するの
で、借用行為に関して正当化を必要とする。

（脚注 14）ここで示されているパロディよりも、もっとゆるやかに原作品をターゲッ
トにしているパロディも、パロディに関する我々の分析に収まる程度十分に原作品を
標的にすることができる。
パロディも、他の利用方法同様に、(K)著作権法の目的に照らして、関係する要素をク
リアしなければならない。そしてケースバイケースで判断されなければならない。
・我々は、2 Live Crew の歌に批判的な要素を見出すことに、控訴裁が感じたほどは困
難を感じなかった。しかし、そうすることで、我々は、その質を評価する段階には進
まない。パロディの防御としてフェア・ユースが持ち出されるとき、閾値となるのは、
パロディ的な性質が合理的に感得できるか否かである。(L)それを超えて、パロディが
趣味の良いものか悪いものかというのは、フェア・ユースの問題ではないし、問題で
あるべきではない。
・本件で我々は、パロディ的な要素に高い地位を与えないが、2 Live Crew の歌が、一
定程度は、原作品に対するコメントまたはそれへの批判となっていることを合理的に
認識できる、というのは公平だろう。･･････（筆者注：2 Live Crew の歌の）言葉は、
先行する原作品の単純さを批評するものとして、そして、路上での生活のひどさ、そ
れが表す底辺性を無視した感傷を拒絶するものとして受け取ることができる。
著者がパロディを選択したことで生じる、他の種類の注釈や批評――これらは伝統的
に変容力のある作品としてフェア・ユースで保護される資格を持ってきた――から区
別できる差は、この(M)参照とあざ笑いの混合物であると言える。
・（筆者注：控訴）裁判所は、この（筆者注：商業性に関する）要素の重要性を、Sony
最判から表面的に抜き出した推定――＜著作物の全ての商業的利用は、著作権者に対
して帰属する独占的な特権の不公正な利用と推定される：Sony (C)＞――を適用するこ
とによって膨張させた。パロディの商業的な性格に事実上決定的な重みを与えたこと
で、控訴裁は間違った。
著作権法の文言は、(N)作品が、商業的目的または非営利教育目的であることは、作品
の目的と性格について問う第 1 要素の検討において、１つの検討項目に過ぎないこと
を明らかにしている。
もし本当に、(O)商業性がフェアさの認定を否定する上で推定力を持つならば、そのよ
うな推定は、ニュース報道、解説、批評、教育、学術、研究のような、107 条の前文
に説明的に列挙された利用方法のほとんどすべてを飲み込んでしまう。なぜなら、こ
れらの行為は、我が国においては一般に利益を求めて行われるからである。
Sony 最判自体は、強力な証拠上の推定にふさわしいものではない。そこでは、我々
は＜利害の繊細なバランス＞の必要性を強調したし、議会が＜フェア・ユースに対す
る厳格なそして明確な線引きをするようなアプローチを慎んだ＞こと、および作品の
商業的または非営利教育目的は＜決定的なものではなく＞むしろ要素は＜フェア・ユ
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ースの判断において、他の要素と共に考慮されるべき＞と述べたことに注目している。
Harper & Row 最判で述べたように、Sony 最判は＜出版が、非営利の反対としての商
業的であるという事実は、フェア・ユースの認定に不利に働きがちな別の一要素であ
る＞という主張を支持している。
(P)商品を宣伝するための著作物の利用は、パロディであってさえ、新しい作品自体の

販売の場合に比して、この要素のもとであまり寛大には扱われないだろう。
○第 2 要素

→

フェア・ユースに不利であるが、ほとんど重要性はない

(Q)一定の作品は、他の作品に比べて、意図された著作権保護の核心（core）により近

くなるため、前者が複製された場合、フェア・ユースの立証はより難しくなる、とい
う結論を、この要素においては認識する必要がある。
・しかしながら、この要素は本件ではあまり助けにならない、すなわちパロディの事件
において、フェア・ユースという羊を、侵害という山羊から区別する上で助けになる
ことはほとんどない。なぜなら、パロディはほとんどいつも、よく知られた表現に富
む作品を複製するものだからだ。
ここでは、行われた特定の複製に対するパロディストの正当化の説得力に注目する。
そして、検討は法定の第 1 要素に戻ることになる。というのも･･････(R)許されるべき
複製の程度は、利用の目的と性格によって変化するからだ。
この要素に関連する事実は、パロディが、原作品またはライセンスを受けた潜在的な
派生物の市場における代替物となる程度を明らかにすることにより、第 4 要素につい
ても扱うことになろう。
○第 3 要素

→

歌詞についてはフェア・ユースに有利、曲については差し戻し

(S)パロディが特定の原作品を標的に定めるとき、少なくとも、その批評の対象となっ
ている原作品を認識するに十分な程度、想起させることができなければならない
(T)特定を保証するために十分なものが、ひとたび取り込まれたならば、それ以上どれ

だけが合理的かは、作品の主たる価値が原作品をパロディすることである程度と、パ
ロディが原作品の市場における代替物として機能する可能性による。
単に、取り込まれた部分が原作品の核心部分（heart）だったということだけで、パロ
ディの目的との関連で、複製のし過ぎとなることはない。
・もし 2 Live Crew が複製したのが、原作品の記憶に残る部分中の極めて少ない部分で
あったならどのようにしてパロディ的な性格がにじみ出てくるのか分からない。
(U)パロディの場合、ニュース報道の場合と同様に、文脈が全てであり、公正性につい
ての検討では、パロディストが原作品の核心に迫る以外に他に何をしたかを問うので
ある。

・ここでは次のように言えば十分だろう。すなわち、詩については、「必要な部分より
多くのものは取り込まれていない」ことを控訴裁は正しく指摘した。･･････音楽につ
いては、バス・リフの繰り返しが過度の複製となるか否かについて、我々は意見を表
明しない。そして、その音楽のパロディ的な目的と性格、変容力のある部分、潜在的
な市場代替性――以下でより詳しく論じられる――の考慮の観点から、取り込まれた
分量を評価するために、差し戻す。
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○第 4 要素

→

ラップバージョンの市場について証拠がないので差戻し

この要素の検討は、裁判所に、(V)侵害者と主張されている者の特定の行為によって生
じた市場の害の程度だけではなくて、(W)被告によって行われた類の行為が、限定され
ずそして広範囲に行われた場合に、原作品の潜在的な市場に実質的に悪影響を与える
ことになるか否かである。
この検討では、＜原作品に対する害だけでなく、派生的作品の市場に対する害につい
ても考慮する必要がある：Harper & Row (I)＞
・フェア・ユースは、積極的抗弁なので、それを主張する者は、関連市場についての有
利な証拠なく、フェア・ユースを証明する責任を果たすのは困難である。Summary
Judgement を申し立てた場合、その傾向が強くなる。
・明確な市場の害の可能性を評価するにあたって、控訴裁は Sony 判決の一節を引用し
て、もし意図された利用が商業的利益のためであるなら、その可能性は推測されるが、
非商業的目的のためなら、可能性は証明されなければならない、とした。そして、商
業的利用であることを理由に将来の市場の害について推定した。
Sony 最判中に支持を見出し得る市場の害の推定や推測は、商業目的の単なる複製を
超えたものを含む事案には適用されない。Sony 最判の推定の議論は、商業目的で原
作品の全体を逐語的に複製する状況と、Sony 最判自身の状況（テレビ番組の家庭内
複製）とを比較するものである。前記の状況について Sony 最判が言ったことは常識
に適っている。すなわち、商業的利用が、原作品全体の単なる複製であるとき、それ
は明らかに原作品の＜目的を代替：Folsom2＞し、原作品にとって市場における代替物
となる。結果、原作品に対する認識可能な市場の害が生じる可能性を生む。しかし、
逆に、(X)後続の利用が変容力のあるものである場合、市場代替性は、少なくとも、は
っきりとはせず、市場の害も容易には推定されない。
純粋かつ単純なパロディに関しては、この要素のもとで認識される方法、すなわち、
原作品の代替物として機能して、新しい作品が原作品の市場に影響を与える可能性は
小さくなる。
(Y)痛烈な劇場評のような、致命的なパロディが原作品に対する需要を葬り去ってしま
うとしても、それは著作権法の下で認識可能な害ではない。

、活
(Z)潜在的な派生的利用の市場には、原作品の創作者が一般的に活用し（develop）
用のために他者にライセンスする（license others to develop）ものみが含まれる。し
かしそれでも、創作的な作品の創作者が、彼ら自身の作品についての批判的な批評や
風刺にライセンスする可能性の低さは、潜在的なライセンス市場の概念から、そのよ
うな利用を取り除くことになる。
・X 作品のパロディの市場に対する害があると考えている限度で、控訴裁判決は間違っ
ている。
・後続作品は、批評の分野のみでなくて、派生的作品の保護される市場にも影響する複
雑な性格をもつかもしれない。
・2 Live Crew の歌は、パロディの側面だけでなく、ラップミュージックとしての側面
も含んでおり、ラップミュージックについての派生的な市場は、検討の適切な焦点と
なる。現時点では、2 Live Crew のパロディ的なラップバージョンが、パロディ的で
ないラップバージョンの市場に影響を与える可能性についての証拠は提出されてい
ないので、差戻し審で吟味されるべきである。

2

Folsom v. Mesh, 9 F. CAS. 342 (No. 4901)(CCD Mass. 1841)
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○総合評価
・控訴裁が商業性故に、推定的に不公正と判断したことは誤りである。パロディのよう
な変容力のある利用が公正なものであるかどうかを判断する上で、第 1 要素･･････と
第 4 要素･･････を扱うに際して、そのような証拠上の推定は適用可能ではない。また、
利用のパロディ的な性格を考慮すると、2 Live Crew が原作品から必然的に複製しす
ぎたとした点でも、控訴裁は誤った。
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第 2 巡回区控訴裁判所
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No.1

American Geophysical Union v. Texaco Inc., 60 F.3d 913 (2nd Cir. 1994)

【事案の概要】
本件は、民間企業 Texaco の研究科学者が、研究所内の図書館で購読されていた雑誌の論
文を複写した行為について、フェア・ユースに当たるか否かが問題となった事例である。
原告・被控訴人 X（American Geophysical Union 等）は、科学・技術雑誌の出版社で
ある。
被告・控訴人 Y（Texaco Inc.）は、石油産業関連企業であり、石油産業における商業的
功績を向上させる目的で、400 から 500 人の研究者を雇い、新しい製品や技術のための科
学的研究を実施している。
本件は、Texaco が雇っている研究科学者による雑誌論文の複写が著作権侵害になると
して、集団訴訟が提起されたという事案である。当事者の複写実施状況を調査する莫大な
費用を省くため、当事者らは、審理対象として無作為に一人の科学者による複製行為をと
りあげた。選ばれたのは、ニューヨーク Beacon リサーチ・センターの科学者、Chickering
博士による、雑誌 Catalysis の八つの論文の複製であった。Beacon 施設での研究活動を
支援するため、Texaco は多数の科学・技術雑誌を予約購読し、それらの資料を相当な大
きさの図書館に保持しており、そのなかに、原告の Academic Press により毎月発行され
る Journal of Catalysis が含まれていた。
Beacon 研究施設の化学技術者である Chickering は、彼の研究分野である触媒作用の研
究にかかわる様々な科学・技術雑誌に掲載される論文を閲覧していた。Texaco の図書館
は、Chickering がリストに載せた関連雑誌を蔵書していた。
Chickering は Catalysis の記事をコピーしてすぐに利用したわけではないが、後に必要
になったときに利用できるように、コピーをファイルした。問題とされた八つのコピーの
うち、六つの論文については、Catalysis の原本が彼のところに回覧されてきたときに知
り、また、他の二つの論文については、別の論文の参照をみたときに知った。結局、
Chickering はコピーされた五つの論文を利用する機会はなかった。
【地裁判決】フェア・ユースを否定
地裁は、Chickering の八つの論文の複製に代表されるような Texaco の複製は、フェア・
ユースに該当しないと判断した。
被告はフェア・ユース以外の抗弁も主張していたが、フェア・ユースの判断により訴訟
は解決され得るとして、事実審理を Texaco の複製がフェア・ユースに該当するか否かに
限定するという当事者らの合意が成立し、地裁は中間上訴を認めた。
【控訴審判決】地裁判決を維持
＜前提としての著作権侵害＞
当事者らの合意により、Texaco による複製行為がフェア・ユースに該当するか否かに
争点が限定された。
＜フェア・ユース＞
○総論
・科学論文の複製がフェア・ユースにあたるかという広範な問題、あるいは研究者によ
る論文の複製がフェア・ユースにあたるかという問題ではなく、企業の利益のために
研究に従事する多数の科学者によって組織的に行われる複製が、フェア・ユースにあ
たるかを検討する。
○第 1 要素

→ X に有利
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・参照するために図書館へ行く手間を省くという個人的な利便を理由とした「記録保管
（archival）」目的の複製である。記録保管的な複製について全てフェア・ユースが否
定されるわけではないが、この事案においては、対価の支払いを避けて研究者に複製
を促す組織的な複製プロセスの一部であるので、Texaco に不利に傾く。
・商業的利用について：Y は本件で問題とされる複製行為から直接に利益を得ていたわ
けではなく、
「媒介的（intermediate）利用」に分類することができ、研究により広く
公益に資するかもしれない目的である。しかし Y の事業の営利的性質を無視する必要
はなく、複製行為により Y が少なくとも間接的な利益を得ていると結論することがで
きる。
・変容的利用について：Campbell（D）を引用。Y の複製が変容的でないことを適切に
強調したとして地裁を支持。非変容的な複写は、二次的利用者により生み出される価
値がわずかであり、原著作物と同様な目的に用いられることが多いため、フェア・ユ
ースの認定について限定的な正当性しか与えられない。また、Y は複写により実験室
でより扱いやすい形式に変形させたと主張するが、有形の対象物を変形させたに過ぎ
ない。このことから生じる価値を見落とすべきではないが、顕著な記録保存目的によ
り、第１要素は Y に不利になる。
・合理的・慣習的行為について：歴史的に合理的で慣習的な利用であると Y は主張する
が、第４要素で論じる複製許諾契約の出現後は、この合理性は失われる。さらに、複
製が個々人により行われていても、Y の図書館が雑誌の回覧により、追加的雑誌購読
あるいは複製の許諾を得るのと同じ目的を果たそうとしたという組織的制度的方針
から、第１要素は X に有利となる。
○第 2 要素

→ Y に有利

・八つの論文は、支配的に事実的な性質を有しており、著作権保護の目的の中心に位置
すると考えることはできない。よって、第 2 要素は Y に有利である。
○第 3 要素

→ X に有利

・Y は、雑誌の巻・号のわずかな部分を複製したに過ぎないと主張するが、八つの論文
はそれぞれ別々に著述され、別個の著作物を構成する。したがって、Y は著作物全体
を複製している。この認定自体はフェア・ユースを妨げるものではないが、第３要素
を出版者に有利に評価する。
○第 4 要素

→ X に有利

・Campbell 判決により、第４要素の最重要性が相対化されたことを指摘。雑誌刊行物
と異なる八つの論文の特性と、それら論文の「潜在的市場あるいは価値」の性質と変
遷（history）を認識することが重要である。
・追加的雑誌予約購読、バック・ナンバーについて：雑誌の市場と個別論文の市場の関
係の結びつきは明らかではない。Y のような複製行為が、広く行われれば雑誌の市場
を損なうということも、たとえ広く行われたとしても雑誌の市場に実質的な影響を与
えないということも、どちらの当事者からも証明されてはいない。よって、第４要素
がどちらかの当事者を強力に支持することはなく、雑誌予約購読のわずかな損害によ
り、若干出版者に有利に傾けられるに過ぎない。
許諾収入・料金について：Y の主張するように、一般的に、潜在的な許諾収入により第
４要素を判断することは必ずしも適切ではなく、伝統的、合理的、発展しうる市場におけ
る潜在的許諾料収入への影響のみが審理されるべきである。
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X らは、個別論文の直接販売・配布の市場は証明していないが、主に CCC
（Copyright Clearance Center）を通して、利用者が自分用のコピーを作成する
許諾を得るための実効的な市場を生み出している。・・・・・・特定の許諾を得
ていない利用が、実効的市場あるいは利用に対する支払いの方法が存在しない場
合に「より公正」であり、実効的市場あるいは利用に対する支払いの方法が存在
する場合に「より公正ではない」と考えられることは道理にかなって（sensible）
いる。
・主に許諾収入の損失のため、そしてわずかに予約購読収入の損失により、第４要素は
X に有利である。
○総合評価
・重要な第１・第２の要素を含む、制定法上の４つの要素のうち、三つが X に有利であ
り、Y の行為はフェア・ユースに該当しない。 ただしこの判示は、個人による私的複
製に関するものではなく、制度的・組織的・記録保管的複製の増加に対するものに限
定される。
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No.2

Faith Ringgold, v. Black Entertainment Television, Inc.,et al., 126 F.3d 70 (2d Cir.
1997)

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（Faith Ringgold）は、現代美術家であり、Church Picnic Story Quilt
と名付けられたキルト（本件キルト）の作者である。本件キルトには、教会の日曜学校
に参加しているアフリカ系アメリカ人達の様子が描かれている。本件キルトは現在、ア
トランタの美術館に所蔵されているが、著作権は X が保有している。同美術館は、Ｘか
ら非独占の利用許諾を得て、本件キルトを複製したポスターを作成し、１枚２０ドルで
販売していた。数千枚が販売されたものと思われる。
被告・被控訴人 HBO は、
「ROC」というタイトルの Sitcom を制作していた。同番組
のあるエピソードに、前記ポスターが写っていた。そのエピソードは、教会での演奏会
に関するものであり、教会のホールの壁掛けとしてポスターは使われていた。登場人物
の立ち位置が、ポスターの左右であったことから、ポスターは全部で 9 回写った。特に
視聴者の目をポスターに向けるような台詞や、演技、カメラワークはなかったが、ポス
ターが画面の中心に写ることもあった。写ったのは、時間で言えば、1 回あたり 1.86
秒から 4.16 秒の間で、合計して 26.75 秒であった。問題のエピソードは、被告・被控
訴人 Black Entertainment Television を通じて（再放送も含めて）放送された。
（以 降、
HBO と BET をあわせて、Ｙとする。）
Ｘは著作権侵害その他の理由でＹを訴えた。Ｙは、自らの利用は de minimis の法理
またはフェア・ユースによって許されるとして、Summary Judgement を求め、Ｘは、
番組の放映を通じたさらなる展示（display）の仮差止めを求めた。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めた（Summary Judgement）

地裁は、侵害的利用であることは認めながら、フェア・ユースが成立するとして、Ｘ
の仮差止めの申し立てを退ける一方、Ｙ勝訴の Summary Judgement の判断を示した。
なお、フェア・ユースに関する判断部分に簡単に触れると次のようになる。地裁は、
第 1 要素について、Ｙの利用は商業的であるが、番組を見るよう視聴者に働きかけるた
めに使ったのでもなければ、Ｘの作品を「利用しよう」と試みたわけでもなかったので、
商業性は大いに減じられるとした。また、第 2 要素については、芸術作品なのでＸ有利
とした。第 3 要素については、ポスターが見えたのは短時間である上に、部分的であり、
ほぼ全部が写った場合もピントが合っていなかったとしてＹ有利とした。第 4 要素につ
いては、テレビ番組はポスターの代わりにならず、販売に影響を及ぼす可能性はまずな
いこと、またＸがポスターをライセンスする機会が大いに減じられたと主張しているわ
けでもないとことを理由に、Ｙ有利とした。
Ｘが控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を破棄し、差し戻した

＜前提としての著作権侵害＞
Ｙによる利用が侵害的な利用であることを前提とした上で、de minimis になることを
否定した。まず、一般論として、法的格言である de minimis non curat lex（法は、些事
に関わらない）は、他人の権利のとるに足りない侵害を引き起こした者を責任から免れ
させる。著作権法の世界では、de minimis の法理は３つの面で重要性を持つ。それぞれ
は関係しているが、独立に考慮されるべきである。
第１に、著作権法の文脈での de minimis は、大抵の法の文脈で意味するところと同一の
意味を持つ。すなわち、厳密には、権利の違反ではあるが、あまりにもつまらないので
法が法的責任を課さないような場合である。例として、漫画のコピーを冷蔵庫に貼り付
けるような場合をあげる。
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第２に、de minimis は、実質的類似性――実質的類似性は、訴え可能な複製の要素とし
て常に要求される――における量的な閾値を超えない程度のつまらない複製が生じた
場合を意味する。･･････実質的類似性は、複製が、侵害（訴え可能な複製）によって生
じる法的帰結を支持する上で、量的にも質的にも十分であることを要求する。「質的」
は、アイデアではなくて表現が複製されたかを問うものであり、「量的」は複製された
程度を問うものである。ただし、視覚著作物の場合は、その見え具合も考慮される必要
がある。
第３に、de minimis 法理はフェア・ユースの第３要素と同一視して論じられることが
ある。しかし、de minimis はそもそも侵害が論じられる複製があったか否かを問うも
のであるのに対して、フェア・ユースは侵害に対する積極的抗弁であることを考えると、
この考え方は適切ではない。
・本件におけるポスターの見え具合3と、著作権法 118 条に基づく強制許諾に関する
議会図書館長規則中の、公共放送事業者が発行済の視覚著作物等を利用する場合の
ルール4とを踏まえるなら、ポスターのほとんど全てが明確に見える（もっとも、
完全にはピントは合っていないが）4 から 5 秒のシーンが、より小さい部分が見え
るシーンによって補完されているという状況を量的な観点から評価すると、合計
26 から 27 秒になるシーンは全体として、de minimis な複製とは言えない、
とした。
・なお、Y は、X の表現の保護される要素が認識可能ではないので、ポスターが見えるシ
ーンは訴訟可能な複製ではない旨も主張した。これに対して、控訴裁は、視覚作品は、
テーマとの関係で、または少なくともその装飾的な価値で、スタッフによって選ばれた
ものの、距離も遠くピントも合っていないため、典型的な視聴者が、芸術的な作品がセ
ットに与える装飾的な効果を見出すことができない程度にしか結局写らないという状
況も存在する。本件はそのような場合ではない、とした。
＜フェア・ユース＞
○総論
107 条にリストされている類型――批評、コメント、ニュース報道、教育、学問、研
究――は〔例示的かつ非制限的な〕機能を持っており、問題の利用方法がこれらの類
型に当てはまらない場合でさえ、4 要素の検討は行われる。しかし、類型の例示的な
性格は無視されるべきでない。最高裁は･･････Campbell 事件において、
〔［フェア・ユ
ースの第１要素に関する］審理は、107 条の前文にあげられた例によって先導される。
すなわち、利用が批評、コメント、またはニュース報道に関するか、そしてそれらに
3

控訴裁によれば、ポスターの見え具合は次のようであったとされる。
最も、長いシーンで４から 5 秒程度の間、ポスターのほとんど全部、少なくとも 80％以上を見ること
ができた。カメラは教会ホールの中央通路左側に座っている聴衆の右側に位置しており、ポスターは聴
衆のすぐ左の壁に掛かっていた。ポスターの右側には神父が立っていて、そのためポスターの右下の部
分は隠れていた。ポスターの左には聴衆が立っていて、彼らによってポスターの左下の部分は隠されて
いた。ポスターの上の端はカメラのフレームから外れていた。ピントは聴衆にあわされており、ポスタ
ーにはピントはあっていなかった。しかし、聴衆のすぐ近くだったので、よく見えた。ポスター中の背
景の池と共に、黒人の大人と子供達が描かれている芸術作品であることは十分に見て取れた。短いシー
ンでピントも完全ではなかったので作品の詳細は分からないが、形や力強い色使いの二次元的な側面は
十分に見て取れ、Grandma Moses と呼ばれた作家のスタイルに似た作品であることは分かった。
4
同規則では、「特に取り上げられている場合」と「背景の場合」とに分けて、それぞれの場合のライセ
ンス料を定めている。なお前者には後者よりも高いロイヤリティが定められているが、後者の場合でさ
えロイヤリティの支払いが必要とされている。なお、「特に取り上げられている場合」とは、3 秒を超え
て、画面一杯または実質的に画面一杯に表示される場合で、
「背景の場合」とは、画面一杯（実質的に画
面一杯な場合も含む）に写ることがないか、画面一杯に写っても 3 秒以下であるか、のどちらかを意味
する。
なお、控訴裁は、仮に Y が公共放送事業者であったとしても、前記「背景の場合」のロイヤリティを
支払わなければならないだろうとする。
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類するものか、を見ていくことになる。〕とされた。
○第 1 要素

→

フェア・ユースに不利

・前文の例示を〔先導〕としてフェア・ユースの第 1 要素を考慮するとき、Y のテレビ
番組のセットを飾るために、Y が X の作品を利用したことは、リストされた類型のい
ずれにも、およそ類似していない。
〔この要素の検討の中心は、Story 判事の言葉のように、新しい作品が、単に原作品
の「目的にとってかわる（supersede the objects）」か否か：Campbell (C)〕〔最初の作
品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させることで、さらなる目的や異
なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否かであり、それは別の言葉で
言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」か、それはどの程度かを
問うことである：Campbell (D)〕を引用した上で、いかなる意味でも、Ｙによる利用は
「変容力のある（transformative）」ものではない、とする。理由として次のように述
べる。
・Y は X の作品を、その作品が創作された、まさに中心的な目的――装飾するこ
と――のために利用した。たとえポスターの主題の意味と ROC のエピソード
との関係が認められなくても、装飾的効果は明白に明らかである。事実、ポス
ターは教会ホールのシーンで装飾的な芸術作品として見ることができ
た。･･････Y は、自らのセットをテレビ視聴者にとってより魅力的なものにす
るため、装飾目的でポスターを利用した。それは、ポスターの購入者が自分の
家を装飾するためにポスターを利用するのとちょうど同じことである。
・視覚的著作物についてのフェア・ユースを考える場合、文字的著作物から類推
しすぎてはいけない。文字的著作物は一般に一度だけ読む読者を対象としてい
るが、視覚著作物は通常、反復的な視聴のために創作され、販売またはライセ
ンスされる。故に、ROC の個々のエピソードによって、視聴者がポスター（ま
たは原作品）を繰り返し見、鑑賞する必要性や欲求を代替されないという事実
は、被告による利用がフェア・ユースに有利な「目的および性格」であること
を意味しない。実際には、視覚著作物を無許諾で展示することが、当該作品を
再び見たいという視聴者の欲求を増加させることがしばしばあり得よう。しか
しながら、本件のように、問題となっている利用の目的が、最低限でも、ポス
ターが販売されたのと同一の装飾目的であるとき、被告の利用は実際に原作品
の＜目的を代替する：Folsom＞と言え、フェア・ユースに有利とならない。も
ちろん、ポスターの代替物として、ROC のビデオテープを購入する者はいな
いが、問題となっている利用は原作品そのものの代替物である必要はなく、
Story 判事が言うように、その「目的（objects）
」の代替物であればよい。
また、次のようにも指摘する。
・視覚著作物は、かなりの部分、装飾的目的のために創作される。公衆は絵画や
ポスターを自らの家を飾るために手に入れる場合お金を払うことを当然と思
っている。演劇や映画や、テレビ番組のプロデューサーは、一般に、特定の著
作物が、セットを飾るための要素として適当と考えるとき、ライセンス料を払
うことを当然と考えている。これらのことを、認識しなければならない。
一方、写り込みに関してフェア・ユースが成立する事例について
・たとえば、X を特集したテレビニュースにＸのストーリーキルトの写った場面
が含まれていた場合、フェア・ユースの抗弁は非常に強力なものだろう。美術
館を特集したニュースに、ストーリーキルトが写った場面が含まれている場合
も同様だろう。
○第 2 要素

→

X に有利
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・X 作品の創作性故に第 2 要素は X に有利。
○第 3 要素

→

Y に有利

フェア・ユースの第 3 要素は、裁判所に、利用された部分が、訴訟可能な複製となる
ための閾値を超えた場合（de minimis ではない場合）はいつも、利用された部分の量
と実質性を考慮することを義務づける、とした上で、
・地裁が言うほど、第 3 要素は Y に有利ではないと控訴裁は考えるが、事実認定
は地裁の仕事であり、地裁はポスターが視聴可能な時間の短さや、ある場面で
はポスターの一部分のみであり、ほぼ全体が眺められるときはピントが合って
いないという事実を正確に検討している。
他の視覚著作物中に複製または展示される視覚著作物の文脈でフェア・ユースの抗弁
を考慮する裁判所は、たとえ第 3 の要素が被告有利であっても、この要素があまりに
も容易に、他の 3 つの要素が有利とならなかった者の総合評価を有利にすることがな
いように、注意しなければならない。
○第 4 要素

→

Ｘに有利

〔パロディの場合、ニュース報道の場合と同様に、文脈が全てであ（る）
：Campbell (U)〕
〔侵害者と主張されている者の特定の行為によって生じた市場の害の程度（を考慮す
る）：Campbell (V)〕を引用した上で、
・潜在的なライセンス収入の損失が、第 4 要素を原告に有利に判断すべきとの結
論になるか否かを考慮する上で、我々は循環性（circularity）の危険について認
識してきた。問題は、複製が補償を受ける資格があるかどうかなので、ライセ
ンス収入を受け取れなくなったことは原告有利に判断する上で決定的なもの
ではない。我々は、問題の利用の潜在的市場への影響を考慮するとき、＜伝統
的、合理的、または開発される可能性の高い市場のみ：Texaco＞を考慮するこ
とによって、循環性の悪弊を避けるべく努力してきた。
・X は、自身の作品を、番組のセットの装飾としてライセンスする市場が存在す
ることについて公判にかけるべき論点をあげている。X は、補償された複製か
ら得られるはずであった収入を失ったことを単に主張しているのではない。X
は、＜通常の価格を払わずに著作物が利用された：Harper & Row (D)から部分引用＞
と主張しているのである。
・ROC のエピソードがポスターの販売に不利に働く可能性が低いという事実、
およびポスターをライセンスする能力が「悪影響を受けた」と X が主張しなか
った事実に、地裁は主として依拠した。しかし、第一の事実の考慮によって、
原告が、通常のライセンス料を支払うことなく、問題となっている盗用を行っ
ていることは（筆者注：被告の）不利にならないと解するべきではない。また
第二の点は、特定の損害の一項目の欠如と、潜在的な市場への悪影響の欠如と
を混同している。X は ROC のエピソードが放送されて以来、「Church Picnic」
のポスターに対するライセンスを求める数が下落したことを証明することは
求められない。もし、番組セットの装飾として X の作品をライセンスする＜伝
統的、合理的、または開発される可能性の高い：Campbell (Z)からの部分引用＞市場
を X が証明できるなら、第 4 要素は X に有利となる。確かに、
〔被告によって
行われた類の行為が、限定されずそして広範囲に行われた場合･･････原作品の
潜在的な市場に実質的に悪影響を与えることになる：Campbell (W)〕特に、X が
証言したことの観点から、そして証明が準備されたことの観点からは、第 4 要
素の記録は、Y 勝訴の Summary Judgement を不適切に認めているといえる。
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No.3

Annie Leibovitz, v. Paramount Pictures Corporation, 137 F.3d. 109 (2d Cir. 1998)

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（Annie Leibovitz）は、有名な写真家である。彼女の代表作の一つに、
有名なファッション誌の表紙を飾った、女優デミ・ムーアのヌード写真がある。当時妊
婦だったデミ・ムーアはボッチチェリの「ビーナスの誕生」と同じポーズで写真に収ま
っていた。
被告・被控訴人 Y（Paramount Pictures Corporation）は、近々リリース予定の「裸
の銃を持つ男 33 1/3：最後の侮辱」の宣伝アイデアを外部の広告代理店に求めた。代理
店は、有名な女優の写真の顔の部分に、主演男優の顔を合成することを考え、４人の女
優でサンプルを作った。そのうちの一つは、先のデミ・ムーアの写真を基に合成したも
のであり、「この３月が期限」というコピーが付けられていた。
Y は、デミ・ムーアの写真を利用することに決めたが、X の写真をそのまま利用する
のではなくて、妊婦のモデルを雇い、同じポーズをとらせて、写真に撮り、デジタル処
理で肌の色やボディラインまでＸの写真に良く似せた上で主演男優の顔を合成した。
Ｘは広告に対して抗議し、最終的に地裁に提訴した。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めた（Summary Judgement）

双方が Summary Judgement を申し立てたところ、地裁は、Ｙにはフェア・ユース
が認められるとして、Y 勝訴の Summary Judgement を下した。
Ｘが控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持した

＜前提としての著作権侵害＞
争われず、フェア・ユースの適用について判断されている。
＜フェア・ユース＞
○総論
フェア・ユースの法理は、他人に、著作権者の許諾なく、著作物を特定の目的のため
に合理的な手法で利用することを認める。
制定法は、潜在的に「フェア」な利用の類型の中に、
「パロディ」を特に列挙していな
いが、我々は長らくそのような作品にこの法理の下で一定の保護を与えてきたし、
Campbell 事件において最高裁は、権威を持って、パロディに対してフェア・ユース法
理が適用されることを確認した。
フェア・ユースはケースバイケースの判断であり、明確な線引きはできず、〔すべて
の要件が探求されるべきであり、結果は、著作権の目的に照らして、まとめて考慮さ
れるべきである：Campbell (B)〕を踏まえると、４要素は全て検討されるべきで結果は
まとめて考慮されるべきである。
最高裁は、第 1 要素は変容力の有無（transformative）を問うことに焦点があること
を明らかにすることで、Sony 事件最判における＜著作物の全ての商業的な利用は不公
正と推定される：Sony (C)＞という判示を明確に放棄した。代わりに最高裁は、Harper &
Row 事件における、商業的な利用は＜フェア・ユースの認定に当たって不利に働く傾
向がある一つの要素：Harper & Row (C)から部分引用＞にすぎないという判示を思い起こし
た。また最高裁は、＜その傾向の強さは、状況によって変わってくる＞こと、そして
商品を宣伝するために著作物を利用する場合は、
（筆者注：他人の著作物を）複製する
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作品自体を売り出す場合に比べて、作品に与えられる免責は、
「より少ない」ものとな
る＜Harper & Row＞ことを認めた。
最高裁が、4 要素全てを考慮することを強調したのは、第 4 要素･･････が＜唯一の最
も重要なフェア・ユースの要素：Harper & Row (H)＞――Campbell 事件最判からは全く
導き出せない性格付け――という最高裁の以前の考え方を修正するものである。最高
裁は、第 4 要素に優先性を与えるよりもむしろ、〔この要素の重要性は、損害の量だ
けでなく、他の要素の示す強さとの関連によっても変化する〕ということを明示的に
示した。
この後、Campbell 事件最判についてまとめる。
○第 1 要素

→

フェア・ユースに大いに有利

・Y の宣伝は、X の写真を〔少なくとも、部分的には批判する：Campbell (G)からの部分引用〕
新しい作品として〔合理的に受け取ることができる〕。明らかに、その宣伝は何か新
しいものを付け加え、「変容力のある」作品としての資格を有している。･･････主演
男優のにやにや笑いの顔は、ムーアの顔の真剣な表現と明らかにコントラストをなし
ているので、問題の宣伝は、原作の真剣さへの、たとえ偽りのものであっても、批判
として合理的に受け取ることができる。そのコントラストは、冷やかしの効果を実現
している。冷やかしは、パロディを行う者にとって第 1 要素を有利にする「コメント」
として十分に機能すると、最高裁は Campbell 事件において認めている。
・もっとも、なんらかのコントラストを示せば第 1 要素が有利になるわけではない。問
題の宣伝は、冷やかしではあっても、見る者が X の写真の主題から伝わってくると合
理的に感じる過度の自尊心に対するコメントとして、合理的に受け止められる形で
（筆者注：原作品と）異なっているのである。
・冷やかし的なもったいぶりを別にしても、X の写真を妊婦の身体の美しさを賞賛する
ものとして捉えた上で、そのメッセージへの不同意を、どちらかと言えば礼儀正しく
なく表現しているものとして、問題の宣伝を合理的に受け止めることもできる。
・問題の宣伝が、原作品に対するパロディ的なコメントを行っているという事実によっ
て、第 1 要素についての分析が終わるわけではない。なぜなら、問題の宣伝は商業的
な商品、すなわち映画を宣伝するために作られ、展示されているからである。このよ
うな宣伝的な利用は、パロディに与えられる「免責」を弱めてしまう。〔Campbell (P)〕
しかし、宣伝自体を映画の延長としてみるべきと言う Y の主張は多少の力を持ってい
る。
映画を見た人にとって、妊娠と親性に関係する映画をからかったコメントによって補
強されるものとして、問題の宣伝の有するパロディ調のコメントは合理的に受け止め
ることができる。
・結局、問題の宣伝の強力なパロディ的な性格は、それが商業的な商品を売り込んでい
るという事実によって多少割り引かれるとしても、第 1 要素を大いにフェア・ユース
に傾ける。〔免責を減じる〕ということは、免責が全くなくなると言うことを意味し
ない。
○第２要素

→

X にわずかに有利

・X の写真は創作的であるが、Campbell 事件最判は、原作品の創作的な性格は、通常
原作のパロディがフェア・ユースになるかどうかを決定する上で、十分な助けにはな
らないことを教えてくれる。
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○第３要素

→

X にわずかに有利

・利用された部分の量と実質性を評価する上では、原作品の保護される要素のみに焦点
を当てる必要がある。･･････裸の妊婦の身体の基本的なポーズと、手の位置は、仮に
保護されるものだとしても、ボッチチェリ以前の数多くの画家や彫刻家によって公有
とされている。したがって、X は特定のライティングや、その結果としての被写体の
肌の色の調子、そして彼女が選んだカメラアングル等の要素について保護を与えられ
る。
・パロディの文脈では、〔核となる部分はパロディのための（原作品として）最も容易
に思い起こされる部分であり、パロディが狙うのはその核の部分である。〕
・デジタルコンピュータによる強調の技術によって大いに実現されたこれらの要素の複
製は、X の写真を、それを思い起こすために最小限必要な部分以上に取り込んだこと
になる。しかし、Campbell 事件最判は、パロディストが、原作品を思い起こすため
に最小限必要な部分以上を複製したことは、必ずしも、第 3 要素をフェア・ユースに
反対の方向には傾けない、旨を示唆する。逆に、〔特定を保証するために十分なもの
が一度取り込まれた場合：Campbell (T)からの部分引用〕――本件では明らかにその状態と
なっているが――原作品の追加的側面を取り込むことの合理性は、複製の〔主要な目
〔パロディが
的と性格〕が〔原作品をパロディする：Campbell (T)からの部分引用〕程度と、
原作品の市場における代替物として機能する：Campbell (T)からの部分引用〕程度による。
このようなアプローチは、第 1 要素および第 4 要素がパロディストに有利である限り、
第 3 要素が、フェア・ユースに不利になる余地をほとんど残さない。本件では、第 1
要素と第 4 要素がフェア・ユースに有利なので、たとえ保護される要素の複製の程度
が大なものであっても、第 3 要素は X の助けにならない。
○第４要素

→

Y に有利

・Y の写真によって、X の写真およびそれを元にした派生作品に関する潜在的な市場が
影響を受けなかったことを、X はほとんど認めている。･･････実際の市場の被害に関
する X の唯一の主張は、宣伝として作品を利用することによる料金を X から奪った
というものであったが、パロディとしてフェア・ユースの抗弁の適用を受ける作品に
ついて、著作権者はライセンス料を受け取る権利を与えられない。
○総合的な評価
・Campbell 事件最判に照らして、原作品を批評するパロディに関する限り、第 2 要素
についてその意義をかなり減じるなら、本件におけるバランスは、明らかに Y に有利
である。
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No.4 Jorge Antonio Sandoval, v. New Line Cinema Corp.,et al., 147 F.3d 215 (2d Cir.
1998)
【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（Jorge Antonio Sandoval）は、写真家である。X は 1991 年から 1994
年にかけて、白黒のセルフ・ポートレート 52 枚（本件写真）を創作したが、それらは
顔に針金を巻き付けたり、とげのあるベッドに横になったりと、一風変わったものであ
った。いずれも、出版も公の展示もされていなかった。本件写真の著作権は X が保有し
ている。
被告・被控訴人 Y（New Line Cinema 社等）は、「Seven」という猟奇的犯罪をテー
マにした映画を製作し配給した。その映画の、開始 1 時間 16 分過ぎのところで、刑事
２人が容疑者である写真家のアパートを捜索するシーンが登場する。アパートには大型
のライトボックスがあり、そこには写真のスライドが何枚も貼り付けられていたが、そ
の内の 10 枚は本件写真の複製物であった。本件写真が映画中どのように写っていたか
をまとめると次のようになる。映画開始 1 時間 17 分後、ライトボックスのスイッチが
入れられ、スライドに光が透された。その後、1 分 30 秒の間に、本件写真は、11 回カ
メラに写った。ライトボックスが遮られることなく最も長く写っていたのは 6 秒間であ
った。その他は、ライトボックスは見えても部分的であり、全部あわせても 35.6 秒間
であった。なお、基本的には本件写真にはピントは合っておらず、また例外的な場合 2
回を除けば、遠くから撮影され、俳優の陰に隠れることもしばしばだった。例外の 2 回
（4 秒間と 2 秒間）の場合も、写真中の人物像はほとんど識別できない状況であった。
X が訴えた。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めた（Summary Judgement）

地裁は、Riggold 事件地裁判決に依拠して、Y の利用をフェア・ユースと判断し、Y
勝訴の Summary Judgement を下し、X の訴えを退けた。
Ｘが控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決の結論を維持した

＜前提としての著作権侵害＞
著作物の無許諾の利用が de minimis である場合、著作権侵害に関する訴えの理由が存
在せず、フェア・ユースの主張を判断する必要はない、として、地裁が de minimis
を論じることなくフェア・ユースを論じたことを誤りとした。
著作権の侵害が de minimis であり、故に訴え不可能なことを証明するためには、侵害
者と主張されている者は、保護される素材の複製が非常につまらないものなので＜実
質的類似性――実質的類似性は訴え可能な複製の要素として常に必要とされる――
―の量的な閾値を超えない：Ringgold＞ことを示す必要がある。
侵害と主張されている作品が著作物に対する実質的類似性の量的な閾値を超えたか
どうかを判断する上で、裁判所はしばしば、複製された著作物の量を考慮する、そし
て（視覚著作物の場合には）同時に、侵害と主張されている作品中での当該著作物の
見え方も考慮する。見え方は、侵害と主張されている作品中に当該著作物が現れる時
間の長さ、そして、当該著作物の光源や位置によって明らかにされる注目度によって
判断される。
・原告の作品を明確に見ることができて、色とりどりの 2 次元の造形の中のアフリ
カ系アメリカ人の様子を認めることができた Ringgold 事件の場合と異なり、本
件の写真は乏しいライトのもとで、遠くから写されており、ピントも合っておら
ず、11 の異なるシーンでは簡単にのみ表示されているに過ぎない。Ringgold 事
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件の場合は、シーンの積み重なりが強調効果を有していたが、本件では、写真中
のイメージが区別できないため、11 のシーンに集積効果はない。つまり、本件
は、Ringgold 事件の裁判所が予告した、＜視覚作品は、テーマとの関係で、また
は少なくともその装飾的な価値で、スタッフによって選ばれたものの、距離も遠
くピントも合っていないため、典型的な視聴者が、芸術的な作品がセットに与え
る装飾的な効果を見出すことができない程度にしか結局は写らないという状
況：Ringgold＞である。X の写真はつかの間現れ、そしてぼんやりしており、ピン
トも全くあっておらず、全く特定不可能な状況なので、これらの写真の利用は de
minimis であると考える。
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No.5

Infinity Broadcast Corp., v. Wayne Kirkwood,

150 F.3d 104 (2d Cir. 1998)

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（Infinity Broadcast Corp.）は、CBS ラジオネットワークを運営し
ており、そこで放送されるラジオ番組の著作権者である。
被告・被控訴人Ｙ（Wayne Kirkwood）は、Media Dial-Up の名前でビジネスを行っ
ている。Y は、全米各都市（訴訟当時で、10 大都市）のラジオを電話回線を通じて聞く
ことができる Dial-UP サービス（本件サービス）を提供している。本件サービスのユー
ザーは、料金を支払うことで、電話回線に接続されたラジオ受信機にアクセスする電話
番号を教えられる。プッシュホン電話でその番号に電話をしてコマンドを送ることで、
聞きたいラジオ局（X の保有するラジオ局も含まれる）にチャンネルをあわせることが
できる。チャンネル選択はユーザーに任され、Y は一切関与していない。長距離電話の
料金を別とすれば、24 時間聞き続けることもできる。Y は、ラジオ局、広告主、タレン
トスカウト事務所、実演権管理団体などに、本件サービスを売り込んでいる。
X のネットワークで放送される番組の中には、ネットワーク中のある局のみで放送さ
れるものもあれば、他の局でも放送されるものもある。また、X 自身、本件サービスに
似たサービスを特定の顧客に提供している。
X は著作権侵害で Y を訴えた。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めた

地裁は、本件サービスはフェア・ユースによって保護されると判断した。4 要素を当
てはめた上で、Y による行為は、放送局が新しい番組を作るインセンティブを減じるこ
ともないし、その努力から公正な報酬を得る能力を害することもない、としてフェア・
ユースの成立を認めた。
X が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を覆した

＜前提としての著作権侵害＞
地裁判決によれば、フェア・ユース等によって保護されない限り、Y による再送信が
著作権を侵害することは、実質的には争われていない。
＜フェア・ユース＞
○総論
まず、フェア・ユースは＜衡平法上の合理の原則：Sony (A)＞であるとした上で、107
条の前文に関連して次のように述べる。
・＜（筆者注：107 条にリストされている）これらの類型は「例示的かつ非制限
的な」機能を持つが･･････類型の例示的な性格は無視されるべきでない：
Ringgold＞ Y の再送信がこれらの例示的な類型のいずれにもあてはまらないこ
とに注目する。
4 要素については、＜排他的なものではない：Harper & Row (A)から部分引用＞とした上で、
〔すべての要件が探求されるべきであり、結果は、著作権の目的に照らして、まとめ
て考慮されるべきである：Campbell (B)〕を引用し、更に事実関係に基づいて判断され
るべきとする Texaco 事件を引用する。
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○第 1 要素

→

X に有利

まず、〔最初の作品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させることで、
さらなる目的や異なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否かであり、
それは別の言葉で言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」か、そ
〔変容力があることは、フェア・ユー
れはどの程度かを問うことである：Campbell (D)〕
スの認定のために絶対的に必須のものではない：Campbell (E)〕〔新しい作品が変容
力を持てば持つほど、フェア・ユースを認定する上で不利になるであろう要素、たと
えば商業性のような他の要素の重要性は小さくなる：Campbell (F)〕を引用した上で、
次のように述べた。
・Y の再送信は元の放送の性格を変更しない。そこには、新しい表現も、新しい意
味も、新しい主張もない。つまり、変容は存在しない。Leval 判事が言うように
＜原作品を単に包装し直したり（repackage）、出版し直したりすること5＞では、
まずフェア・ユースとはみなされないのである。
・本件サービスを利用してユーザーは、放送を、娯楽から情報に変容させていると
Y は主張したが本件で問題となっているのはユーザーではなくて Y の行為、すな
わち何も変更なくラジオ放送を再送信することだと控訴裁は指摘した。
・また、フォーマットを変更しているので変容力があるという Y の主張に対しては
Texaco 事件で述べたように、フォーマットの変更は、有意義ではあるが、法的
には変容ではない、と脚注で指摘している。
・本件サービスは社会的に利益がある（例：広告主が広告の放送状況を確認できる）と
した主張に対しては、本件サービスで再送信されている番組の広告主の 75～80％は、
本来の放送圏内にいるため、本件サービスを利用する必要がないなどの理由を挙げて
退けた。
商業性に関しては、
〔作品が、商業的目的または非営利教育目的であることは、作品
の目的と性格について問う第 1 要素の検討において、１つの検討項目に過ぎないこと
〔商業性がフェアさの認定を否定する上で推定力を
を明らかにしている：Campbell (N)〕
持つならば、そのような推定は、ニュース報道、解説、批評、教育、学術、研究のよ
うな、107 条の前文に説明的に列挙された利用方法のほとんどすべてを飲み込んでし
まう。なぜなら、これらの行為は、我が国においては一般に利益を求めて行われるか
らである：Campbell (O)〕と同様の認識を示した。
・まとめとして、つまり、Y のユーザーが有する異なったそして有意義かもしれない目
的は、Y による再送信行為に変容性が完全に欠如することによって優先されてしまう。
第 1 要素は、Y ではなくて、X 有利になる、と述べた。
○第 2 要素

→

X に有利

〔一定の作品は、他の作品に比べて、意図された著作権保護の核心により近くなるた
め、前者が複製された場合、フェア・ユースの立証はより難しくなる、という結論を、
この要素においては認識する必要がある：Campbell (Q)〕を引用した上で、X 有利とし
た。
○第 3 要素

→

X に有利

取り込まれる著作物が多くなればなるほど、公正になる可能性は低くなり、また、著
作物の核心部分を取り込むと、それ程本質的でない取り込みでさえ不公正となる。
5

Pierre N. Leval, Toward a Fair Use Standard, 103 Harv. L. Rev. 1105 (1990)
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ユーザーについて考えれば、部分的にしか番組は再送信されないし、同じ局をずっと
再送信することもない、という Y の主張に対しては、その点を証明する責任は Y に
あることを指摘した上で、地裁判決の以下の部分を引用した。
Y が本件サービスを関心のある当事者に売り込むのに成功すればする程、特定の
放送が再送信され、そして、ユーザーまたは多数のユーザーの集合的行為によっ
て、特定の放送の全部またはほとんど全部を、Y が再送信することになる。
・この要素にもっとも関連するのは、〔必要以上のものが取り込まれていない〕かに答
えることである。したがって、本件サービスは社会的に利益があるので、全体を利用
しているとしても問題はないという Y の主張に関しては、それが正しいとしても、Y
は、自分がサービスを提供している市で、全てのラジオを、1 日 24 時間、1 週間に 7
日間、ユーザーにアクセス可能としていることを正当化しなければならない、とした。
○第４要素

→

X に有利

Harper & Row 最判は、この要素をフェア・ユース分析の核とした＜Harper & Row (H)
＞が、最高裁はこの立場から後退したようである、と指摘した。
一般論として〔侵害者と主張されている者の特定の行為によって生じた市場の害の程
度（を考慮する）：Campbell (V)〕〔被告によって行われた類の行為が、限定されずそし
て広範囲に行われた場合に、原作品の潜在的な市場に実質的に悪影響を与えることに
なるか否かである：Campbell (W)〕を引用した上で、フェア・ユースは、原作品の代替
物を提供することによって、本来は著作権者に帰属する市場を奪うような後続の利用
に関係してくる、と述べる。
事実として、
・X は Y のような商業的な電話再送信サービスを提供していないが、X の放送局
の中には、電話再送信サービスを有しているものもあり、X によれば、それら
のサービスは、特定の広告主に提供される「パッケージ」の中に含まれている。
ことを指摘した上で次のように判断した。
・X は、そのビジネス判断の結果として、電話再送信サービスの現時点での最善
の利用方法を、追加の費用なく、特定の「大切な顧客」に提供することだと考
えた。Y は、X が著作権者として利用権を排他的に与えられている市場に対し
て、X の著作物を販売している。Y は、（筆者注：酷評する）批評家のような
形では（筆者注：著作物に対する）需要を抑制しないが、かわりに、それらの
放送の提供者として顧客の需要を満たしてしまうため、X を置き換えてしまう。
これは、まさに第 4 要素が防止しようと狙う類の害である。
まとめとして、
・第 4 要素の評価は大変近接している。X は、営利目的で電話再送信サービスを
運営することに関して、現時点で利害はないことを認めている。しかし、X は
その宣伝パッケージの一部に電話再送信サービスを取り入れることへの潜在
的な影響を、少なくとも証明した。この要素は Y に大いに有利とした地裁の結
論には同意できない。Y が X に対する略奪的な害の不存在を証明する責任を負
っていることを考慮すれば、この要素は X に傾くと考える。
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No.6 Castle Rock Entertainment, Inc., v. Carol Publishing Group, Inc.,et al., 150 F.3d 132
(2d Cir. 1998)
【事案の概要】
原告・被控訴人Ｘ（Castle Rock Entertainment）は、Seinfeld というタイトルで有
名な Sitcom（シチュエーション・コメディー）テレビ番組シリーズのプロデューサー
であり著作権者である。
被告・控訴人Ｙ（著者および出版社（Carol Publishing）を総称してＹとする）は
Seinfeld シリーズに関してのトリビア・クイズ本（本件書籍）を作成し販売している。
本件書籍は 132 ページからなり、当時放送済みの全 88 話中 86 話に関する合計 643 問
のクイズを掲載している。
1994 年、ＸはＹを、著作権侵害等を理由に訴えた。
【地裁判決】 フェア・ユースを認めず （Summary Judgement）
地裁は、本件書籍は著作権を侵害しフェア・ユースに当たらないとして、Ｘ勝訴の
Summary Judgement 判決を下した。
Ｙが控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
各話中の様々な出来事や登場人物のキャラクターなどの「事実」は、著作権法によっ
て保護されない事実ではなくて、著作者のイマジネーションから生み出されたものであ
り、本件書籍は保護される表現を量の面でも質の面でも複製している。
＜フェア・ユース＞
○総論
〔著作権保護の揺籃期から、
「科学および有用な技芸の発展を促進するため」著作物を
フェア・ユースする機会が必要であると考えられてきた：Campbell (A)〕を引用した上
で、同事件で指摘されたように、〔真実、文学、科学、そして芸術の分野においては、
抽象的な意味において、厳密に新しいオリジナルな考えというものは、あったとして
もほとんど存在せず、そして存在できない。文学、科学、芸術の分野の全ての書籍は、
以前によく知られ、利用されたものから多くを借り、いや、必然的に借りて利用しな
ければならない。〕旨を述べる。また、〔著作権法が、創作性――著作権法がまさに育
てようとしているもの――を窒息させるような時、裁判所が著作権法の厳格な適用を
避けることを認める：Stewart (A)〕も引用する。
107 条は、
〔裁判所が、フェア・ユース判断に関するコモンローの伝統を継続すること
を意図している〕とした上で、フェア・ユース判断は常に〔ケースバイケースの判断
を必要とする。〕ことを指摘すると共に、107 条に定められているフェア・ユースの例
は〔例示的かつ非制限的であり〕
〔裁判所や議会が、もっとも一般的にフェア・ユース
と認めてきた複製の種類についての一般的な案内を提供するに過ぎない。〕こと、また、
4 要素はガイドに過ぎず、
〔すべての要件が探求されるべきであり、結果は、著作権の
目的に照らして、まとめて考慮されるべきである：Campbell (B)〕を踏まえて検討され
るべきことを述べる。
○第 1 要素

→

フェア・ユースに不利

・Ｙの利用は商業的であり、〔フェア・ユースを見いだすに不利に働きがちである〕し
かし、〔商業性がフェアさの認定を否定する上で推定力を持つならば、そのような推
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定は、ニュース報道、解説、批評、教育、学術、研究のような、107 条の前文に説明
的に列挙された利用方法のほとんどすべてを飲み込んでしまう。なぜなら、これらの
行為は、我が国においては一般に利益を求めて行われるからである：Campbell (O)〕を
踏まえて、この点には重きを置かない、とする。
その上で、第 1 要素についての一般論として、
〔この要素の検討の中心は、Story 判
事の言葉のように、新しい作品が、単に原作品の「目的にとってかわる（supersede the
objects）」か否か：Campbell (C)〕〔最初の作品を新しい表現や、意味、または主張を伴
って変化させることで、さらなる目的や異なる性格を伴い、何か新しいものを付け加
えているか否かであり、それは別の言葉で言えば、新しい作品が「変容力がある
（transformative）」か、それはどの程度かを問うことである：Campbell (D)〕と同様の
認識を示した上で、次のように続ける。
もし、＜後続の利用が新しい価値を原作品に付け加えるなら――［原作品の著作物性
のある表現が］素材として利用され、新しい情報、新しい芸術、新しい識見や理解の
創造に変容されるなら――それこそまさに、社会が豊かになるために、フェア・ユー
ス法理が守ろうと意図したものである＞
つまり、〔著作権の目的である、科学および技芸の発展は、一般に、変容力のある作
品の創作によって促進されていく。
〕
本件への当てはめとして、
・裁判所は、Y による利用は、Seinfeld の視聴者を教育し、Seinfeld について批評
し、暴露し、コメントするためのものだとするＹの主張を退ける。本件書籍の
目的は･･････Seinfeld の視聴者を楽しませるために、Seinfeld を包装し直すこと
である。･･････ 本件書籍は Seinfeld についてのコメントも分析も含んでいな
い、しかも Seinfeld を研究するために本件書籍を如何に利用すべきかも提案さ
れていない。
・後続の利用が変容力のある目的を持つために、必ずしも、原作品の表現を変容し
なければならないというわけではない。しかし、本件書籍が本件において Seinfeld
のオリジナルの表現を最小限度しか変更していないという事実は、本件書籍が変
容力のある目的を欠くことのさらなる証拠である。
・クイズ形式にする点で多少の創作性があったことは認めるが、作品は全体として、
実質的な変更無く Seinfeld のエピソードから直接抜き取られたものであり、当裁
判所がフェア・ユースでないと判断した他の作品と比べても、もっと変容力がな
い。
最後に、注記的に、変容力がある作品と、派生的著作物との区別に触れ、派生的著作
物の定義中に、原作品が「変容される」ような形式、という言及があるため、混乱し
やすいが、著作者の著作権の対象となる派生的著作物は、原作品を新しい体裁のもの
に変容させるが、そのような作品は、フェア・ユースの認められる作品とは異なり、
「変容力」のない目的のために表現を利用するものであるとする。
○第 2 要素

→

フェア・ユースに不利

〔一定の作品は、他の作品に比べて、意図された著作権保護の核心（core）により近
くなるため、前者が複製された場合、フェア・ユースの立証はより難しくなる、とい
う結論を、この要素においては認識する必要がある：Campbell (Q)〕を引用した上で、
・特定の変容力のある利用の文脈で評価されるとき、この要素の重要性は低い （ゼ
ロでさえある）が、欲目に見ても、後続の利用の変容力が極めて少ない本件の場
合、著作権のある著作物の創造的な性質は依然として重要である。
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○第 3 要素

→

フェア・ユースに不利

原告の作品と被告の作品が実質的に類似していることは、第 3 要素を原告に有利に判
断するに十分であるという地裁の判示は、フェア・ユースが積極的抗弁であることを
考えれば失当である、とする。
検討の焦点は、
〔複製の程度が〕
〔使用の目的および性質〕に合致しているか、または
それを促進するために必要なものよりも多いかという点に絞られる、とした上で
・Seinfeld のユーモアを脱構築する繰り返しかつ実に徹底的な例なくして、それに
よって Seinfeld の無意味さを本件書籍の読者に強調することなくして、Seinfeld
の「無意味さ」を暴露できないと主張することはできよう。しかしながら、この
むしろ簡単なことを分かってもらうために、被告書籍が 643 ものトリビア・クイ
ズを用意している事実は、被告書籍の目的が、批評ではなくて、娯楽であること
を示唆する。
○第 4 要素

→

Ｘに有利

最高裁は、第 4 要素がフェア・ユースにおける最も重要な要素であるとする Harper &
Row 事件での判示＜Harper & Row (H)＞を見直し、代わりに〔すべての要件が探求され
るべきであり、結果は、著作権の目的に照らして、まとめて考慮されるべきである：
Campbell (B)〕とした。
〔侵害者と主張されている者の特定の行為によって生じた市場の害の程度（を考慮す
る）：Campbell (V)〕 〔被告によって行われた類の行為が、限定されずそして広範囲に
行われた場合に、原作品の潜在的な市場に実質的に悪影響を与えることになるか否か
である：Campbell (W)〕を引用した上で、第 4 要素では、〔派生的著作物の市場に対す
る損害も考慮しなければならない。
〕なお、派生的著作物の市場は、
〔オリジナル作品
の創作者が一般的に活用し、活用のために他者にライセンスする：Campbell (Z)からの部
分引用〕ような市場として定義される、とする。
第 4 要素を考慮する上で重要なのは、後続の利用が、原作品やその潜在的な派生物の
市場を抑圧したり、破壊したりするかではなくて、後続の利用が原作品の市場を奪い
または代替するかである、とした上で〔後続の利用が変容力のあるものである場合、
市場代替性は、少なくとも、はっきりとはせず、市場の害も容易には推定されない：
Campbell (X)〕引用。
以上の議論を本件に当てはめて、
・パロディや、批評、学問、ニュース報道、その他の変容力のある利用とは異なり
本件書籍は X のようなテレビ番組の著作権者が〔一般的に活用し、活用のために
他者にライセンスする：Campbell (Z)からの部分引用〕ような派生的な市場を代替して
しまう。
○他の要素
・〔利用がその他の点でフェアなら、そのとき許諾を求めたり与えたられたりすること
は必要とされない。･･････作品を利用するための許諾を否定されたことは、フェア・
ユースの認定に不利にはならない〕
ので、X が著作権侵害の主張を Y らに伝えた後も、
Y らが本件書籍の配布を続けたことは、フェア・ユース判断には関係ない。
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○総合的な評価
・上記全ての要素を考慮すると、本件書籍が Seinfeld を複製することを認めることは
「科学および有用な技芸の進歩を促進するという」著作権法の目的を害するだろう。
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No.7

Nihon Keizai Shimbun, Inc., v. Comline Business Data, Inc., et al.,
(2d Cir. 1999)

166 F.3d. 1999

【事案の概要】
原告・被控訴人 X（Nihon Keizai Shimbun）は、日本の新聞社である。
被告・控訴人 Y（Comline Business Data 等）は、ニュースを集めて、その要約を作
り翻訳して顧客に販売している。1997 年中に Y が販売した要約は 17000 本にのぼり、
その 3 分の 1 が日経の記事に基づくものであった。
X は、Y を著作権侵害等で訴えた。
【地裁判決】

フェア・ユースを否定。著作権侵害である

地裁は、2 日間の非陪審審理の後、Y のフェア・ユースの主張を退け、
（一部の記事に
ついて）X の著作権を侵害すると認め、Y は法定賠償として 22 万ドルを X に支払うこ
とと、今後 X の記事に実質的に類似する要約の発行を恒久的に行わないことを命じた。
Y が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持した

＜前提としての著作権侵害＞
地裁が実質的類似性を認めた Y の要約の内、２つを別として、地裁の結論を維持した。
すなわち、Y の要約は、言葉が 1 対 1 に対応していないとしても、X の記事の直接の翻
訳であり、明確にするためにだけに編集されているに過ぎない。平均的な Y の要約は、
その情報を、X 記事中に、センテンス毎に順に見出すことができる。X の 2 つの文章を
組み合わせたり、１つの文章を分割したり、異なる文章中の事実を再配置したり、とい
うのは極たまにしかない。全体的に見て、Y は、X によって報じられた事実につき、全
く同一の構造および構成を採用している。
＜フェア・ユース＞
○第 1 要素

→

フェア・ユースに大いに不利

X の要約がニュース報道目的であるのは事実である。しかし、利用の目的および性格
に関するフェア・ユースの要素は、あるかないかではない。もっと微妙な分析を求め
る。すなわち、新しい作品が、〔最初の作品を新しい･･････意味、または主張を伴っ
て変化させることで、さらなる目的や異なる性格を伴い、何か新しいものを付け加
え：Campbell (D)からの部分引用〕たかどうか、またその程度を問うのである。もし、後続
の作品が、十分に変容力を持てば、この要素はフェア・ユースの認定に大きく傾く。
さらに、商業目的の利用は、この要素をフェア・ユースと反対方向に向けがちである
＜Le bovitz＞
・Y の侵害的要約は「少しも変容力を持たない。」･･････要約はほとんどの部分が X の
記事の直訳であり、Y は何も新しいものを付け加えていない。
○第２要素

→

最大限でも中立

〔一定の作品は、他の作品に比べて、意図された著作権保護の核心（core）により近
くなるため、前者が複製された場合、フェア・ユースの立証はより難しくなる、とい
う結論を、この要素においては認識する必要がある：Campbell (Q)〕を引用した上で、
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・主として事実的なニュース記事と同様に、X の記事は、より創作的な（fictional）もの
と比べて、前記核心には近くなく、その表現的な要素は、保護されるとしても、作品
の主要な機能ではない。＜一般論として、フェア・ユースは創作的な作品の場合より
も事実作品の場合に見出しやすい：Stewart (C)＞＜ニュース放送の複製は、映画の複製
に比べてより強力にフェア・ユースを主張できるだろう：Sony＞
○第 3 要素

→

フェア・ユースに不利

第 3 要素は、実質的類似性の判断と同様に、〔利用された素材の分量だけでなく、そ
の質と重要性についても考慮することを求める。〕
第３要素を当てはめる上で、関係するのは、著作物の素材中の事実的な内容ではなく
て、利用された著作権で保護される表現の量と実質性である。
・本件において、複製の量が、問題となっている要約の大部分に関して、実質的な類似
性を認定することを支持するのに十分であるのと同様に、保護される表現の複製の量
は、この要素をフェア・ユースに不利に傾ける。
○第４要素

→

フェア・ユースに大いに不利

〔侵害者と主張されている者の特定の行為によって生じた市場の害の程度（を考慮す
る）：Campbell (V)〕〔被告によって行われた類の行為が、限定されずそして広範囲に行
われた場合に、原作品の潜在的な市場に実質的に悪影響を与えることになるか否かで
ある：Campbell (W)〕を引用した上で、
・地裁は、Y の要約が X の記事と競争し代替するので、この要素はフェア・ユース
に大いに不利に働くと判断したが、これに完全に同意する。

○総合的な評価
・これらの要素の全体的なバランスの結果、４要素中３要素がフェア・ユースを認める
のに不利である。侵害的要約が X の記事のフェア・ユースにならないとする地裁の判
断を肯定する。
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No.8

On Davis, v. The Gap, Inc., 246 F.3d 152 (2d Cir. 2001)

【事案の概要】
原告・控訴人 X（On Davis）は、デザイナーであり、眼鏡のような非実用品の装身具
Eye Jewelry を少なくとも 15 種創作した。Eye Jewelry は、眼鏡のような外観をして
いるが、全体に金色や銀色の装飾が施され、また眼鏡であればレンズが占める部分には、
レンズの代わりに小さな穴が多数あけられた丸か四角のプレートがはめられていた。Ｘ
の Eye Jewelry は有名人も身につけ、ファッション誌を飾り、ファッションショーなど
でもモデルに利用された。ブティック等を通じて、一般にも販売された。本件で問題と
なっているのは、これらの Eye Jewelry の内の一つである（本件装身具）。
被告・被控訴人 Y（The Gap, Inc.）は、世界的に展開している服飾販売業者である。
Ｙは、様々なライフスタイルの人々が、自社の商品を身につけているところをアピール
するキャンペーンを始めた。キャンペーンの一環である fast と名付けられた写真には、
20 代のアジア人風の男性 7 人が、Ｖの字に並んで立っているところがおさめられてい
た。写真の真ん中、Ｖ字の頂点のところに位置する男性は、本件装身具を身につけてい
た。（なお、Ｙ商品以外でモデルが身につけているものは、本件装身具も含め、全てモ
デル自身が用意したものであるとＹは主張している。）この写真は、少なくとも 4 週間
以上、全米主要都市の街角を飾り、ファッション雑誌にも掲載された。
広告を目にしたＸがＹを訴え、Ｙが反訴した。
【地裁判決】

X の訴えを退ける（Summary Judgement）

地裁は、著作権侵害の有無を論じることなく、Ｘが求める法定賠償は要件を満たさず、
填補賠償も先例に照らして許されない種類のものであるとして、X の訴えを退け、Ｙ勝
訴の Summary Judgement を下した。
X が控訴した。
【控訴裁判決】

フェア・ユースを否定し、著作権侵害を認めて、差し戻した

＜前提としての著作権侵害＞
控訴裁で Y は、de minimis 法理とフェア・ユースの法理に基づく防御を行ったため、
控訴裁は de minimis 法理に関して次のように一般論を述べた。
de minimis の法理は、無許諾の複製が十分につまらないものであるとき、法的結論
を課さないというものである。･･････de minimis 法理は著作権に関する判決では滅多
に論じられない。なぜなら、複製がつまらないものであるとき滅多に裁判にならない
からだ。にもかかわらず、それは著作権法の重要な側面である。つまらない複製とい
うのは、現代生活の重要な部分であり得る。現代世界における誠実な市民の大半は、
de minimis 法理がなければ、建前では法律違反になるような、つまらない複製を躊躇
することなく行っている。我々は、友達から来た手紙を別の友達に見せるために、ま
たお気に入りの漫画を冷蔵庫に貼り付けるために、躊躇することなく、複製している。
セントラルパークで、Jose de Creeft 作の不思議の国アリスの像に腰掛ける子供を、
親たちは写真に撮る。外出時に放送されているテレビ番組を、もっと便利な時間に見
るために、録画する6。レストランのウェイターたちは、客のテーブルで『ハッピーバ
ースデイ』を歌う。それらを行ったとき、我々は法を破っているが、訴訟コストの高
さを考えて、まず訴えられないだろうという話ではない。De minimis 法理故に、つま
らない複製に関して、我々は、事実、法を破っていないのである。仮に著作権者がつ
まらない複製を行った者を訴えたなら、判決は被告勝利となるだろう。つまらない複
製は侵害ではないので、却下されるのである。
6

なお控訴裁は、同様の複製を Sony 事件最判は、「フェア・ユースによっても保護されると判断した」
と紹介する。
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その上で、本件に関しては同法理の適用を次のように否定する。
Fast 広告においては、侵害要素は大いに目を引く。それは、X のデザインが非常に
奇抜だからというのもある。また、本件装身具を通してこちらを凝視する人を見るこ
とがぎょっとするからというのもある。さらに、目は通常注目点であり、（筆者中：
本件装身具を）身につけた者がグループの真ん中――V 字隊形の頂点――にいるため、
見る者は X の作品に強力に引きつけられ、凝視してしまう。さらに、その広告中でポ
ーズをとっているモデルは、本件装身具も含めて、頭の先からつま先まで、Y の商品
を身につけているかのような印象が生み出されている。これらすべてを考慮すると、
Y による本件装身具の利用は、法的結論を課さない de minimis な複製行為とは考えら
れないとの結論に至る。
＜フェア・ユース＞
○総論
〔すべての要件が探求されるべきであり、結果は、著作権の目的に照らして、まとめ
て考慮されるべきである：Campbell (B)〕に照らして、４要素を判断することを述べる。
○第 1 要素

→

X に有利

〔この要素の検討の中心は、Story 判事の言葉のように、新しい作品が、単に原作品
の「目的にとってかわる（supersede the objects）」か否か：Campbell (C)〕〔最初の作
品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させることで、さらなる目的や異
なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否かであり、それは別の言葉で
言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」か、それはどの程度かを
〔変容力があることは、フェア・ユースの認定のために
問うことである：Campbell (D)〕
〔そのような変容力のあ
絶対的に必須のものではない：Campbell (E)〕を引用した上で、
る作品は、フェア・ユース法理によって保証される余裕の核心部分に存在する〕とし
た後に、
・我々は、Y による X の著作物の提示（presentation）に、いかなる意味でも変容
力を見いだせない。問題の広告は、本件装身具が、身につけられるべく作成され
た形で、eye jewelry として身につけられていることを示している――ちょうど、
X が自分の著作物のためにスポンサーになった宣伝と同様である。
Sony 最判の傍論において、商業目的であることは不公正を推定させるとされたこと
＜Sony (C)＞を受けて、商業目的であることに決定的な役割を与えた判決があったこと
を紹介した上で、そのような考え方は Campbell 事件最判で否定され、商業目的であ
ることは（筆者注：第１要素検討上の）１項目に過ぎないこと〔Campbell (N)〕、変容力
を持てば持つほど、他の要素の重要性が薄くなること〔Campbell (F)〕を述べる。以上
を本件に当てはめて、
・本件では、Sony 最判と同様に、後続の利用は変容力を持たない。故に、新しい
利用が商業的であるか否かの検討は、それが変容力を持つ場合には持たないよう
な重要性を持ってくる。しかも、Sony 事件の場合、複製された作品は私的かつ
非商業的な性格で、しかも保管されていた。本件では、作品は広告であり、商業
性の限界の外延（outer limit）にある。〔商品を宣伝するための著作物の利用は、
パロディであってさえ、新しい作品自体の販売の場合に比して、この要素のもと
であまり寛大には扱われないだろう：Campbell (P)〕 を引用。
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○第２要素

→

X に有利

この要素が決定的な影響力を持つことは滅多にないとした上で、〔一定の作品は、他
〔前
の作品に比べて、意図された著作権保護の核心により近くなる：Campbell (Q)〕ため、
者が複製された場合、フェア・ユースの立証はより難しくなる、という結論を、この
要素においては認識する必要がある〕を引用し、
・本件では、Campbell 事件と同様に、X の著作物は芸術的創作物の性質を持ってお
り、
〔著作権が保護しようとする目的の核心部分：Campbell (Q)からの部分引用〕に近い
存在である。
○第３要素

→

Y に不利

第３要素では･･････全部の複製よりも、部分的な複製の方が、より変容力のある目的
を持つことになると考えられる。
・Y の広告は、X の作品を真正面からすべて見せており、真ん中にあって、顕著に取り
上げられている。
○第４要素

→

Y に不利

Harper & Row 事件最判の傍論には、この要素が最も重要とした件があった＜Harper &
事件最判が、その部分は誤解を招きやすいとして、批評やパ
ロディによって原作品の市場が害されても、それは著作権法が問題にする害ではない
〔裁判所の役割は、単に需要を抑える
と指摘したこと（Campbell (Y)）を踏まえた上で、
ことになる手厳しい批評と、原作品の市場を奪う著作権侵害とを見分けることであ
る〕という部分を引用する。
Row (H)＞が、Campbell

故に、第２の使用が、原作品の市場や価値を害するとき、裁判所はその害の源を検討
しなければならない。もし、害が、原作品の公的な評価を下げるような、変容力のあ
る後続の利用から生じるものであるとき･･････このような変容力のある利用はフェ
ア・ユースであると判断されるだろう。一方で、後続の利用が先行のものを複製する
ことによって、自身を市場的な代替物として売り出し、そしてそのような方法で原作
品の市場価値を害すとき、この要素はフェア・ユースに大いに不利となる。
さらに、〔後続の利用が変容力のあるものである場合、市場代替性は、少なくとも、
はっきりとはせず、市場の害も容易には推定されない：Campbell (X)〕を引用した上で、
ここまでの議論を本件に当てはめて、
・本件では、Y の利用は変容力がない。それは（筆者注：原作品の目的を）代替す
る。Y は X のデザインを宣伝のためにただで使うことによって、X が自身のデザ
インの利用に課金するために与えられた「通常の価格」を支払うことを免れた。
○総合的な評価
・すべての要素が X に有利。
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No.9

NXIVM Croporation, et al., v. The Ross Institute, et al., 364 F.3d 471 (2d Cir. 2004)

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（NXIVM Corporation 等）は、会員限定の有料セミナーを実施して
いる。セミナーのマニュアル（本件マニュアル）は 265 頁からなり、入手するには秘密
保持契約にサインする必要がある。一般公衆が入手できないという意味では、本件マニ
ュアルは未発行である。
被告・被控訴人Ｙ（Rick Ross）は、脱カルトプログラムを仕事としている。Y は非
営利の Web サイトを運営しており、そこではマインドコントロールが問題となってい
る団体についての情報を提供している。
Y 以外に本件の被告となっている A・B は、Y の求めに応じて、本件マニュアルの分
析と批評を行った。Y は、A・B による報告書を自身の Web サイトに掲載した。報告書
には、本件マニュアルの何節かが引用されている。なお、本件マニュアルは、本件の被
告であり、一時 X の会員であった C から間接的に入手したものである。
X は Y 等を、著作権侵害等で訴え、Y の Web サイトから X の作品を削除するよう求
める仮差止め命令を求めた。
【地裁判決】

フェア・ユースが認められる可能性が高い（仮差止め認めず）

地裁はフェア・ユースが認められる可能性が高く、Ｘ勝訴の可能性は低いとして、仮
差止命令を認めなかった。
Ｙが控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
Y 等が本件マニュアルの一部分を取り込んで利用したことについて争いはない。
＜フェア・ユース＞
○総論
・本件の一つのポイントは、Harper & Row 事件最判の判示したところを踏まえて、第
１要素の「性格」に関連して、「被告の行為の適切さ」をどのように評価するかであ
る。
〔すべての要件が探求されるべきであり、結果は、著作権の目的に照らして、まとめ
て考慮されるべきである：Campbell (B)〕を参照した上で、ただし、Ｙ等は全ての要素
が自身に有利であることを証明する必要はない。
○第１要素

→

Y 等に有利

〔この要素の検討の中心は、Story 判事の言葉のように、新しい作品が、単に原作品
の「目的にとってかわる（supersede the objects）」か否か：Campbell (C)〕〔最初の作
品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させることで、さらなる目的や異
なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否かであり、それは別の言葉で
言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」か、それはどの程度かを
問うことである：Campbell (D)〕を引用した上で、
・Ｘのセミナーに批判的な分析を裏付けるために、本件マニュアルから引用して
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Web サイトで利用することは、変容力がある。
107 条に列挙される使い方に合致するなら、第 1 要素は被告に有利という強力な推定
が存在する。･･････さらに、この推定は、被告側に商業目的が同時に存在することよ
って、必ずしも反駁されるわけではない。その根拠として、〔作品が、商業的目的ま
たは非営利教育目的であることは、作品の目的と性格について問う第 1 要素の検討に
〔新しい作
おいて、１つの検討項目に過ぎないことを明らかにしている：Campbell (N)〕
品が変容力を持てば持つほど、フェア・ユースを認定する上で不利になるであろう要
素、たとえば商業性のような他の要素の重要性は小さくなる：Campbell (F)〕を引用す
る。
当裁判所は、
（筆者注：被告の行為の適切さ（propriety））は第 1 要素の分析に必須の
一部であると認識してきた。･･････反対する見解もあるが、Harper & Row 事件最判
は、裁判所に、第 1 要素を当てはめる際に、被告の悪意（bad faith）を考慮するよう
求める、とした上で、
・Ｙ等が、本件マニュアルへのアクセスが許可されたものではなく、また法や義務
に違反したものであることを知っていた限りで、この要素についての考慮はＸ有
利となる。さらに、被告が当該著作物を適法に入手できたかも、この項目
（subfactor）の考慮に関係してくるが、Y 等は契約を破って入手した。
裁判所は、第 1 要素の中で、悪意というこの項目に、どれほどの重きを置けばよいの
だろうか。この点、Atari 事件控訴審判決7のように、＜フェア・ユースの例外を主張
するためには、（筆者注：それを主張する）人は、文字的作品の許可された複製を有
さなければならない＞とするものもある。
しかし、Harper & Row 事件最判の判示は、Atari 事件の示すところよりは狭いもので
あると考える。Harper & Row 事件では、盗まれた原稿であることについての被告の
悪意のみではなくて、被告の利用に変容力がなかったこともあわせて、フェア・ユー
スが否定された。被告の悪意が同事件において決定的要素だったわけではない。
Campbell 事件以降、悪意の認定に限らず、４要素のいずれの認定も、決定的とは、
考えられない。
・本件では、Ｙ等による利用は明らかに批評であり、変容力がある。
・たとえ悪意という項目がＸに有利であっても、後続の利用が、批評として、変容
力のある性格を持つことを考慮すれば、第１要素はＹ等に有利である。
○第２要素

→

Ｘに有利

・本件マニュアルは未発行（unpublished）なので、第２要素は X に有利。
○第３要素

→

X に有利ではない

一般論として、侵害者と主張されている者によって利用された部分が著作物のかなり
の割合であった場合、または、利用された部分が、著作物の本質的に核心の部分であ
った場合、この要素は著作権者に有利となる。
裁判所は、＜利用された素材の量が、当該複製の目的との関連で合理的かどうか：
Texaco＞も考慮してきた。
本件に関しては
・地裁は、500 頁中の 17 頁が引用されたと認定したが、この認定には、全頁数を
7

Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc., 975 F.2d 832 (Fed. Cir. 1992)
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多めに数えてしまっている間違いと、引用されているのが 1 行でも 1 頁と数えて
しまっている間違いがある。この点の調整を考慮しても、複製された著作物の量
はＸに有利とはならない。
（なお、引用された部分が、引用した側に占める割合を考慮するかについては、
第 3 要素についての法の規定は、侵害した作品ではなくて、「利用された著作
物との関係で」の分析を求めているのみである、として、考慮しなかった。）
・第 3 要素の質的側面は原告に有利ではないと結論する。Harper & Row 事件では
書籍全体からのわずか 300 語の複製が、当該書籍の「核心（heart）」を取り込ん
だと判断したが、同事件の事実関係は、他とは大いに異なる。･･････対照的に、
本件では、本件マニュアル中に、
（筆者注：Harper & Row 事件と）同様に特定さ
れ得る表現の客観的な核心部分が存在しない。
・まとめとして批判的な注釈の裏付けとして必要な研究および分析を行うために、Ｙ等
が本件マニュアルを大量に引用することは必要であったという、地裁の結論に同意す
る。
○第 4 要素

→

Ｙ等に大いに有利

この第４要素を検討する上での、我々の関心は、後続の利用が、原作品またはその潜
在的派生物の市場を減じたり破壊したりするかではなくて、後続の利用が原作品の市
場を奪うかどうかを検討することにある。〔Campbell〕
変容力のあるフェア・ユースは、原作品の市場を害し、破壊することさえあるかもし
れないが、その害が、行われた批評の力から発生するものである限り、我々にとって
関係のない話である。〔痛烈な劇場評のような、致命的なパロディが原作品に対する
需要を葬り去ってしまうとしても、それは著作権法の下で認識可能な害ではない：
Campbell (Y)〕を引用。
本件への当てはめとして
・この要素は、大いにＹ等に有利である。一般論として、セミナーや組織に対する
批評が、セミナーや組織自体の代替物になったり、その市場を乗っ取ったりでき
ないことは、明らかである。
・もし、Ｙのサイトでの批評がＸのサービスに対する需要を減じるとするなら、そ
れは、第 1 修正条項の下で、思想の公開市場において（筆者注：我々が）支払わ
なければならない対価である。
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No 10.

Andrea Blanch v. Jeff Koons, et al., 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006)

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（Andrea Blanch）は、ファッション写真および肖像写真を専門とす
るプロの写真家である。本件において、被告・被控訴人Ｙ（Jeff Koons）によって利用
された写真（X 写真）は、あるブランドのシルク・サンダルを履いた女性の両足のふく
らはぎから下を撮影したものであり、ファッション誌に特集記事の一部として掲載され
たものである。X 写真中の女性の両足は組み合わされ、航空機のファーストクラスの座
席らしきものに腰掛けた男性の膝の上に乗せられている。
Y は、neo-Pop art と呼ばれる種類の作品を創作している。Y は、有名人や、おもち
ゃ、漫画のキャラクターなど、メディアや宣伝でよく目にするものを取り込んで作品を
作ることを常としており、そのため以前も何度か著作権侵害訴訟の被告となっていた。
本件で問題となった Y の作品（Y 作品）は、ナイアガラの滝の写真の上に、大きなチ
ョコレートアイスクリームと、トレーに載ったドーナッツやアップルデニッシュの写真
が重ねられ、その上に、女性のふくらはぎから下の脚 4 組の写真が重ねられている。X
写真から取り込んだ脚は、左から 2 番目に配されている。Y は、X 写真から脚のみを取
り込み色の変更を行ったが、X 写真中の男性の膝や座席らしきものは取り込んでいない。
Y 作品は、Deutsche Bank の展示ホールで展示された後、複数の美術館等で展示され
た。X は、ニューヨークの美術館で Y 作品を見、X 写真の脚の部分が取り込まれている
ことに気づき、著作権侵害で Y を訴えた。なお、後に X は、制作費を支払った銀行と、
そのキュレーター等を勤めた財団も被告に加えた。
【地裁判決】フェア・ユースが成立するとして X の訴えを退けた
地裁はフェア・ユースが成立すると判断した。すなわち、第 1 要素については変容力
があると判断し、第 2 要素については、X 写真は創作的と言うよりもむしろ平凡であり
Y 有利と判断し、第 3 要素については、X 写真の独創性が限られているため X と Y の
間で中立であると判断し、第 4 要素については、X によって占められるべき市場を奪っ
てはいないとして Y 有利と判断した。
Ｙが控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
Y が Y 作品を作成する上で、X 写真から脚の部分を取り込んで利用したことについて
争いはない。
＜フェア・ユース＞
○総論
〔著作権保護の揺籃期から、「科学および有用な技芸の発展を促進するため」著作物
をフェア・ユースする機会が必要であると考えられてきた：Campbell (A)〕を引用した
上で、故に著作権法は、著作権法が創作的な作品中に確立する財産権――一定程度保
護される必要がある――と、著者、芸術家、そして我々が、他人の作品を参照して表
現する能力――一定程度保護される必要がある――との間の避けることのできない
緊張関係を処理しなければならない。フェア・ユース法理は、どちらの利益が引っ込
むかを決めることによって、この 2 つの利益の間を仲裁する、旨言及した。
○第 1 要素

→

フェア・ユースに有利
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Campbell 事件最判を踏まえた、Davis 事件控訴裁判決の変容力に関する部分を引用
した上で、Castle Rock 事件控訴裁判決の＜後続の利用が新しい価値を原作品に付け
加えるなら――［原作品の著作物性のある表現が］素材として利用され、新しい情報、
新しい芸術、新しい識見や理解の創造に変容されるなら――これこそまさに、社会が
豊かになるために、フェア・ユース法理が守ろうと意図したものである＞という部分
を引用する。
我々は、被告が、原作品の創作的な部分を利用するための新しい方法を見つける以上
のことをしなかった場合、変容力のある利用とは判断しない。
・Y による利用の目的と、X による X 写真創作の目的との間の、はっきりした差に
よって、当該利用が変容力のある性格が確かになる。
・争われていない Y 自身による説明によれば、Y はマスメディアの社会的かつ芸術
的影響力を批判するための飼い葉として、X 写真を利用した。･･････本件のよう
に、（筆者注：原作品と）全く別の創作または伝達目的を促進するために、著作
物が「素材」として利用されているとき、当該利用には変容力がある。
・Campbell 事件最判の変容力についての定義は、ほとんど完全に Y による本件作
品の取り込みを説明している。すなわち、Y の利用は、体裁の良いアメリカの「ラ
イフスタイル」マガジンの為に作成されたファッション写真を――被写体の色、
背景、媒体、サイズ、その他の詳細を変更し、決定的に異なる目的と意味を伴っ
て――ドイツの芸術的ギャラリースペースにおける展示のために注文された大
規模な絵画の一部として利用したものである。
商業性に関して、Texaco 事件控訴裁判決において当裁判所は、＜商業的か非営利的
かの区別は、後続の利用者が、原作品を複製する直接の結果として、著しい利益を得
るために著作物を無許諾で利用するものであるときに生じる不公平性に関係す
る。･･････後続の利用者が受け取る（より広範な公衆の利益を排した）私的な経済的
利益が大きければ大きいほど、第 1 要素は著作権者に有利となる可能性が高くなり、
利用がフェアとみなされる可能性が小さくなる＞と判断したが、同判決において問題
となった利用は複写利用（著作物の変容力のない複製）であった。後に我々は NXIVM
Corp 事件控訴裁判決では、
〔新しい作品が変容力を持てば持つほど、フェア・ユース
を認定する上で不利になるであろう要素、たとえば商業性のような他の要素の重要性
は小さくなる：Campbell (F)〕を引用した上で、＜地裁は、作品に実質的な変容力があ
ると認めることで、当該利用の副次的な（secondary）商業性を適切に割り引いたが、
我々はそれに同意する＞と判断した。
・本件での利用は変容力を有するので、当該利用の副次的な商業性を割り引いて考
える。
・Y が受ける経済的な利益は、より広範な公衆の利益を排したものではない。なぜ
なら、時に、芸術家が支払を受け、美術館が金儲けをするという事実にもかかわ
らず、芸術作品の公開（public exhibition）は･･････より広範な公的利益に役立つ
価値を持つ。
Campbell 事件はパロディに関するものである･･････我々は、Campbell 事件最判の広
範な原則は、パロディを含む事件のみには限定されないという命題のための引用を求
めるためには、非常に多くのパロディ以外の事件に、同事件を適用してきすぎた。し
かし、それにもかかわらず、風刺とパロディの区別は、この原則の適用に関係する。
Campbell 事件で最高裁が述べたように、パロディは〔その主張を行うために、原作
品をまねする必要があり、そのためその犠牲者（または犠牲者集団）の創造力の産物
を利用する何かしらの資格があるが、一方で風刺はそれ自身で自立するので、借用行
為に関して正当化を必要とする：Campbell (J)〕

-【参考資料 1】p 46-

・Y 作品は、ここでの目的のためには、せいぜい風刺と位置付けられるものである。
すなわちそのメッセージは、個々の写真そのものよりはむしろ、X 写真を典型と
するジャンルをターゲットとしている。
・問題は Y が X のイメージを借用する上で、何か新しいものを作り上げる際に、
単に、注目を集めたり、骨折りを避けたりするために、X のイメージを利用した
のではなくて、むしろ真摯に創作的な合理性を持っていたかどうかである。その
上で、「ファッション誌 A に掲載された写真の中の脚は面白みのないものではあ
るが、私は、私自身が撮影した脚よりも、それらこそが、私の作品中に取り込ま
れる必要があると考えている。写真の遍在性が私のメッセージの中心であ
る。･･････私の絵画中に A 誌の写真の部分を利用することで、A 誌の中で促進さ
れ埋め込まれている文化と姿勢に批判をする･･････」などとする、Y の主張を踏
まえて、当裁判所は、Y は〔その借用行為の正当化〕を立証したと結論づけると
した。
当裁判所の知る限り、複製の許諾を求め損なったことそれ自体が悪意（bad faith）を
構成するという点に対する支配的な先例は存在しない。また、悪意を論じる裁判例が、
本件における状況と大いに異なる状況から生じているという訳でもない。･･････本件
で結論したように、問題の利用がそれ以外の部分でフェアである限り、X の写真を利
用するための許諾を、Y が求めなかったこと、または与えられなかったことが、悪意
の行為であったということはほとんどできない。
・以上をまとめると、Y による X 写真の取り込みは「変容力」を意図したものであり、
そうであると思われる。問題の絵画の創作と展示を商業的利用ということはできない
し、利用の「商業性」はいかなる意味でも決定的なものではない。そして、
（筆者注：
本件では）悪意を示すものも十分には存在しない。以上の理由に照らして、当裁判所
は、フェア・ユースの第 1 要素が大いに Y に有利であるとした地裁の判断に賛成する。

○第２要素

→

中立

・第２要素の判断に際しては、利用された作品が創作的なものかどうかと、公表済み
（published）かどうかの２点を考慮する必要がある。この点、X 写真は公表済みで
あり、その点では Y 有利となる。X 写真が創作的であることに関しては X 有利とな
るが、Bill Graham Archives 事件控訴裁判決を意訳するなら、フェア・ユースの第２
要素は我々の分析において限定された重要性しか持たない。なぜなら、Y は、X 写真
の創作的な特徴を利用するためではなくて、その社会的芸術的意味にコメントするた
めに、X 写真を変容的な方法で利用したからだ。
○第３要素

→

Y に大いに有利

・ここにおける問題は、一度 Y が X 写真を複製することを選んだとき、彼は最初にそ
うすることを正当化した目的のためを超えて、過度に複製をしたかどうかである。す
なわち、利用が〔複製の目的との関連で合理的か〕どうかである。
・Y は X 写真の力のある部分――それは＜個々の表現中に存在する：Harper & Row＞――
を複製しなかった。X によれば、その創作の鍵は、セットとしての航空機の座席と、
男性の膝に女性が脚を乗せている部分である。そのどちらも Y 作品では利用されてい
ないので、自分のメッセージに必要な部分のみ複製したという Y の主張は説得的であ
る。Y による複製の量および実質性は、〔複製の目的との関連で合理的〕であると結
論する。
○第４要素

→

Y に大いに有利
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＜問題は、後続の利用が、原作品やその潜在的な派生物の市場を抑圧したり、破壊し
たりするかではなくて、後続の利用が原作品の市場を奪いまたは代替するかである：
NXIVM＞
〔派生的著作物の市場は、原作品の創作者が一般的に活用し、活用のために他者にラ
イセンスするような市場のみを含む。：Campbell (Z)〕
・X は、A 誌出版の後に、X 写真をライセンスしたり、出版したりしたことはなく
芸術作品に自分の作品をライセンスしたこともなく、Y による利用の結果、自分
のキャリアや、X 写真その他の作品の利用計画が害されたこともない旨を認めて
おり、これらに照らせば、Y 作品は「利用された著作物の潜在的な市場または価
値に」有害な影響を与えていないというのは明白だ。
○総合評価
・著作権法の目的である「科学および有用な技芸の発展の促進」は、Y による X 写真の
利用を禁止するよりも、それを認めることによって、より良くかなえられるだろう。
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No.11

Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Limited, et al.,
2006）

448 F.3d 605（2d Cir.

【事案の概要】
被告・被控訴人 Y（Dorling Kindersley 社等）は、ロックバンド Grateful Dead（GD）
の歴史についての卓上用大型豪華書籍（Y 書籍）を GD のプロダクションと協力して出
版した。480 頁にのぼる Y 書籍は時間軸に沿って、GD の歴史を説明している。Y 書籍
には、時々を代表する 2000 余りの画像が文章と共に掲載されているが、その内の 7 つ
の画像について、原告・控訴人 X（Bill Graham Archives）は著作権を有していると主
張している。
（なお 7 つの画像は、GD のコンサートのポスターやチケットの為に描か
れたものであった。）
当初、Y は X に当該画像について許諾を得るべく種々の交渉を行ったが、ライセンス
料等で折り合わなかった。Y は許諾を得られなかったが、Y 書籍の出版を行った。そこ
で、X は著作権侵害で Y を訴え、更なる出版の禁止および在庫の処分を求めた。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めた（Summary Judgement）

地裁は、Y による複製はフェア・ユースであると認め、Summary Judgement で Y
勝訴の判断を示した。そこで、X が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
X が著作権を有している画像を、Y が無許諾で利用したことに争いはない。
＜フェア・ユース＞
○総論
フェア・ユースが存在するか否かには、法の定める非排他的な要素を利用して、著作
権の目的に照らして、ケースバイケースで判断することを必要とする。＜Harper & Row
(B)＞
○第 1 要素

→

Y に有利

一般論として、裁判所による第 1 要素の分析で最も重要なのは、作品が「変容力のあ
る」性質のものかどうかである、とした上で、
〔この要素の検討の中心は、Story 判事
の言葉のように、新しい作品が、単に原作品の「目的にとってかわる（supersede the
objects）」か否か：Campbell (C)〕を引用し、〔最初の作品を新しい表現や、意味、また
は主張を伴って変化させることで、さらなる目的や異なる性格を伴い、何か新しいも
のを付け加えているか否かであり、それは別の言葉で言えば、新しい作品が「変容力
がある（transformative）」か、それはどの程度かを問うことである：Campbell (D)〕の
一部を引用。
本件に関しては、
・X は、地裁が Y 書籍の伝記的性質故に、フェア・ユースに有利という強力な推
定を与えたことを非難する。
・我々は、Y 書籍が･･････伝記的作品であることを認識する。推定的にフェア・
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ユースとなる類型は存在しないが、裁判所は伝記を、主題を最高の状態で取り
扱うために、原典を取り込むことが必要な歴史的な学問、批評、注釈として捉
え、伝記における著作物の利用に対してフェア・ユースによる保護を与えてき
た。
・本件において、Ｙが問題の著作物を GD の伝記のために利用した目的は、それ
らの著作物が作成された元々の理由とは明らかに異なる。元々、X 画像は、芸
術的表現と宣伝の両方の目的を果たしていた。･･････対照的に、Y 書籍の時間
軸にしたがって取り上げられた GD のコンサート・イベントが実際に起こった
ことを記録し表現するために、Ｙは X 画像を歴史的な芸術品として利用した。
・Ｙによる画像の利用が、読者による伝記の文章の理解の助けとなることが明ら
かな場合も存在する。また、画像と文章の結びつきが比較的弱い場合もあるが、
それにもかかわらず、画像は、Y 書籍の著者によって、その時間軸に取り込む
べく選ばれた、ＧＤの重要なコンサート・イベントの事実を図表的に表現する
歴史的な芸術品として機能している。我々は、これらの利用は、Ｙによる変容
力のある目的（Y 書籍における伝記的な情報を高めるという目的）を果たして
いると結論する。そして、その目的は、当該画像が創作された元々の目的（芸
術的かつ宣伝的な目的）とは別でありかつ異なる。
・結局･･････Ｙによる問題の画像の利用は、それを参照する注釈文を伴う場合も
独立している場合も、変容力がある。
・以上のような結論はＹが画像を表示した方法によっても強化される。
・第１に、Ｙは複製物のサイズを目に見えて小さいものとした。･･････結果
Ｙはその変容力のある利用を実現する上で必要最小限のサイズで画像を
利用した。
・第２に、Ｙは複製された画像の表現的な価値を最小限にした。というのも
書籍の各ページにおいて、文章と画像の組み合わせを作り出すために、複
製物をよく目立つ時間軸、文章、オリジナルの図表と組み合わせたからで
ある。･･････Ｙのレイアウトからは、商業的な利益目的で著作物を利用す
るためではなくて、ＧＤの文化的な歴史の表現を高めるためにのみ、問題
の画像が採用されたことが明確となっている。
・第３に、X 画像は、Y 書籍中の取るに足りない部分でしかない。問題の作
品中に素材が無許諾で利用されている程度は、伝記作家による原作品の利
用が、フェア・ユースとなるに十分なだけ変容力があるかどうかを決定す
る上での１項目となりうる。･･････我々の巡回区では、フェア・ユースの
第３要素の分析を行う上で、侵害と主張されている作品が、著作物を含む
割合を考慮しないように勧めてきたが、それを行った裁判所もあ
る。･･････我々は、この問題は、フェア・ユースの第１要素の分析の文脈
においてより関係があると認める。本件では、480 ページ中のわずか 7 ペ
ージに利用されていただけであるし、大きさは原作品に比べて 20 分の 1
以下のサイズであり、それはページの 8 分の 1 以下であった。我々は、こ
のような取るに足りない取り込みが原作品の不公正な利用とされた例を
知らない。
・この要素に関し、最後に簡単に、Y 書籍の商業的性格について触れておく。･･････
たとえ、Y 書籍に商業的な思惑があっても、〔107 条の前文に列挙された例示的利用
のほとんど全ては、一般に利益のためである：Campbell (O)からの部分引用〕＜営利と非営
利の区別のポイントは、利用の唯一の動機が金銭的収入かどうかではなくて、利用
者が、通常の価格を支払うことなく著作物を利用することから利益を得そうかどう
かである：Harper & Row (D)＞ここにおいて、Y 書籍は X 画像を商業的な利得として利
用するものではない。Y は、X 画像を、商業的な広告や書籍の販売促進のために使っ
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ているのではなくて、GD の生涯を説明するために使っており、それは書籍の商業的
伝記としての価値にとって付随的なものである。
・第 1 要素は Y に有利である。なぜなら、Y による X 画像の利用は、当該画像の元々の
表現的な目的とは変容力のある形で相違する上に、Y は商業的な利得のために当該画
像の表現的価値を利用しようとしていないからである。
○第 2 要素

→

X に有利。ただし限定的。

〔公衆への配布を目的とする創作的な表現は、著作権が保護しようとする目的の核心
に属する：Campbell〕
芸術的な画像の創作的な性質は、典型的には、著作権者に有利であるという地裁に同
意する。しかしながら、創作的な芸術的作品が、変容力のある目的のために利用され
る場合、第 2 要素の有用性は限定的である。
本件に関しては、
・創作的な作品を原作品と同じ装飾目的に利用した Ringgold 事件と本件とは異
なる。本件において、Y は Y 書籍中に提供される伝記的情報を増すという変容
力のある目的のために X 画像を利用していると判断する。
・たとえ X 画像が創作的作品（それは、著作権保護の核心的な関心である）だと
しても、第 2 要素は我々の分析中では限定的な重要性しかない。なぜなら、Y
の利用の目的は、創作的な価値よりもむしろ、当該画像の歴史的な価値を高め
るためだからである。
○第 3 要素

→

フェア・ユースに不利ではない

我々はこの要素を、侵害作品ではなくて（筆者注：利用された）著作物との関係で審
理する。裁判所は、取り込まれた著作権のある作品の量的かつ質的側面を検討しなけ
ればならない。
本件に関しては、
・本件では画像の全体が複製されている。我々も我々の同輩の控訴裁も、未だか
つて全体を複製することがフェア・ユースに有利と判断したことはない。しか
し同時に、裁判所は、そのような複製は必ずしもフェア・ユースに不利ではな
いと判断してきた。なぜなら、作品の全体的な複製は、画像のフェア・ユース
のためには必要なこともあるからだ。
・この論理を採用することで、我々は、第 3 要素の審理では、〔許されるべき複
製の程度は利用の目的と性格によって変化する：Campbell (R)〕ということを考
慮に入れなければならない。
・本件で Y は、GD のコンサート・イベントを記録する歴史的な作品として、文
章と組み合わせて提供する目的で、サイズを縮小して、文章や Y 自身のオリジ
ナル画像と組み合わせた上で、X 画像を利用している。結果として、たとえ著
作権のある画像が全体として複製されたとしても、縮小サイズであるが故に、
その芸術的な表現の視覚的な影響力は大いに限定されたものとなる。
・Y による X 画像全体の縮小サイズでの複製は、読者が、GD のコンサート・イ
ベントの歴史上の芸術作品として画像を認識することを確実にするためにサ
イズ的にも品質的にも必要なものであった。よって、Y による利用は変容力の
ある利用を促進するために調整されたものである、と我々は結論づける。故に、
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第 3 要素はフェア・ユースの認定に不利ではない。
○第 4 要素

→

Y に有利

裁判所は、特定の侵害によって引き起こされた市場の損害だけでなく、もし問題とな
っている利用が広く行われたなら、著作物の潜在的な市場に有害な影響を与えるかに
ついても、見なければならない。＜Harper & Row (I)＞
この分析では、＜当該利用が許された場合に公衆が受け取る利益と、当該利用が否定
されたときに著作権者が受け取る個人的な利益＞を比較衡量することを求める。
本件に関しては、
・Y による画像の利用が、ポスター用画像の販売という X の主たる市場に影響し
ないことは、両当事者同意している。
・かわりに、Y による無許諾の利用が、派生的な市場を開発するための X の潜在
力を奪うか否かを見ることになる。
・X は、その画像をライセンスする確立された市場が存在し、Y から直接的に得
るロイヤリティの損失と他者からロイヤリティを獲得する機会の（筆者注：損
失の）両方を被ったと主張している。･･････しかしながら、我々は、＜もし裁
判所が、全ての事件において、後続の利用者が利用に際して権利に対する対価
を支払わないことを理由に、潜在的なライセンス収入は許されざる形で害され
たと自動的に結論をだすのなら、フェア・ユースの第 4 要素は常に著作権者に
有利となっていまうだろう：Texaco＞ということを言及してきた。･･････故に
我々は、Y が X の著作権ある画像に費用を支払わなかったということだけを理
由として、X のライセンス市場に対する害を認定しない。
・かわりに我々は、＜伝統的、合理的、または開発される可能性の高い市場：Texaco
＞に関する潜在的なライセンス収入への影響を見ることにする。
・本件では、Texaco 事件と異なり、我々は、X 画像の Y による利用は、元々の
表現的な目的とは変容力のある形で相違すると考える。本件のような事件では、
著作権者は＜自身の創作的な作品をパロディや、ニュース報道、教育、その他
の変容力のある形で利用するための市場を開発しまたはライセンスすること
のみによって：Texaco＞他者がフェア・ユース市場に参入することを妨げるこ
とができない。･･････さらに、出版者が画像の複製にライセンス料を支払うつ
もりがあるということは、当該出版者が、そのかわりに、それらの画像をフェ
ア・ユースすることができない、ということを証明することにはならない。
・X 画像の Y による利用は変容力のある市場に属するので、X はライセンス収入
の損失によって市場の害を被ったとは言えない。
○総合評価
第 1 要素について、Y がコンサートポスターやチケットを GD の公演の歴史的な芸術
作品として利用したことは、X が著作権を有する画像の元々の表現的目的と変容力の
ある形で相似している。第 2 要素は、画像の創作的な性質故に、Y に有利であるが、
Y は画像の表現的な価値を利用していないので、その重みは限定される。X 画像は全
体が複製されているが、画像のサイズが縮小され、著者の変容力のある目的に合致し
ているので、第 3 要素はフェア・ユースに不利ではない。最後に、Y の利用は X が著
作権を有する芸術作品を販売する市場を害さないと結論づける。また Y が変容力のあ
る利用を行っている市場からのライセンス収入の損失についての仮定に基づいて、市
場の害を認定することはない。
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第 9 巡回区控訴裁判所
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No.12

Triad Systems Corporation, et al., v. Southeastern Express Company, et al., 64
F.3d 1330 (9th Cir. 1995)

【事案の概要】
原告・被控訴人 X（Triad Systems Corporation）は、自動車部品店向けのコンピュ
ータ（X コンピュータ）を製造し、そのコンピュータ用のソフトウェア（X ソフトウェ
ア）を設計、販売、ライセンスしている。
被告・控訴人 Y（Southeastern Express Company）は、独立サービス業者と呼ばれ
るコンピュータの保守管理業者であり、X コンピュータに関するサービスも提供してい
る。X と Y は市場で競合している。
X ソフトウェアには、OS と、在庫管理・会計等のアプリケ－ション、X コンピュー
タと X ソフトウェアを修理するためのサービスソフトが含まれている。本訴訟で問題と
なっているのは、OS とサービスソフトウェアである。X は当初 X ソフトウェアをユー
ザーに販売していたが、途中からライセンスする形態に改めた。ライセンス契約では、
ユーザーが、X ソフトウェアを自ら複製すること、および第三者に利用させることが、
禁止されている。その後 X はライセンス契約に、X コンピュータを譲渡したライセンシ
ーは、譲渡料を X に支払うべしとする規定も付け加えた。
Y が、X コンピュータに対して保守等のサービスを提供する場合、OS とサービスソ
フトウェアを利用することになる。X はこのときに RAM に作成されるコピーが、著作
権を侵害にあたるとして訴えた。
【地裁判決】

フェア・ユースを否定（仮差止めを命じた）

提訴後 1 年が経過し、ディスカバリー手続きが継続中に、MAI System 事件控訴裁
判決が、ソフトウェアの RAM へのローディングを複製と判断した。
（なお、同事件で
は、フェア・ユースが成立するか否かについては争われていない。）
X と Y の両者から Summary Judgement の申し立てがなされたが、共に退けられた
後、公判に進んだ。地裁は、Direct Verdict によって、Y によるフェア・ユースの抗弁
を退けた。
X が、購入ではなくてライセンスによって X ソフトウェアを利用しているユーザーを
特定することを条件に、Y に対する仮差止め命令が認められた。
Y が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
Y の行為が複製であることは、MAI 事件控訴裁判決に照らして明らかとされた。
＜フェア・ユース＞
＜フェア・ユースの法理は、特権（privilege）の保持者に、著作権者の同意なく、合
理的な方法で著作物を利用することを認める：Harper & Row＞
Y は、Sega 事件控訴裁判決8に依拠してフェア・ユースを主張したが、Sega 事件は
全く異なる事案である、と一蹴する。具体的には、
・同事件では Sega のゲーム機でプレイできるゲーム・ソフトウェアを開発する上
で互換性確保に必要な情報を入手するため、リバースエンジニアリングが行われ、
8

Sega Enterprises Ltd., v. Accolade, Inc., 977 F2d 1510 (9th Cir. 1992)

-【参考資料 1】p 54-

その過程で複製が行われた。当裁判所は、①Accolade 社が、互換性の条件を決
めるという、正当な、そして必須の被搾取的な目的のためにコピーを行ったこと、
②（筆者注：Accolade がリバースエンジニアリングの過程で行った）複製が、
Accolade のゲームプログラムを Sega のゲーム機上でプレイできるようにする
ことによって、独立の創作的な表現（筆者注：互換ゲームのこと）の急増――そ
れは著作権法が促進を意図しているものである――という結果に帰着したこと、
③Sega 自身のゲームの市場に有害な影響を与えず、互換性を実現するために必
要な著作権で保護されない要素のみを使ったこと、を理由にフェア・ユースを認
めた。
・Y の行為は、Sega 事件のリバースエンジニアリングとは全く異なる。Y は、Y 自
身の創作的なプログラムと X コンピュータとの互換性を実現するためだけに、X
ソフトウェアを最低限利用したわけではない。むしろ、Y はそれ自身は何も産み
出していない。Y による X ソフトウェアの利用は･･････創作的でも変容力がある
わけでもなく、新しい創作的な作品を市場に提供するものでもない。Y は、顧客
の（筆者注：手元にある X）ソフトウェアを勝手に使っているだけであり、X ソ
フトウェアが利用されるべく予定されていたのと同じ目的、同じ方法で、X ソフ
トウェアを利用しているだけである。
・もし、Y のような独立サービス業者が、X と競合するために、X が著作権を有す
るソフトウェアを、自由に、そして広範に利用できるなら、それは、X がライセ
ンスやサービスから得る収入に大いに有害な影響を生じるだろうし、X が著作権
を有するソフトウェアに対して行った投資についての報酬を低下させるだろう。
・要するに、フェア・ユース法理の下で、このような（筆者注：Y の行為）を続け
させることを正当化するために適用可能な公的利益を Y の行為から見いだせない。
・Y は、X の著作権はサービスの市場にまでは拡大されないため、地裁の分析には
問題があるとも主張しているが、我々は同意しない。･･････Y が、
（筆者注：X と）
全く同じサービスを提供するために、問題のソフトウェアを利用するとフリー・
ライドしていることになる。X には、X コンピュータに対するサービスを行うに
際して、X ソフトウェアを利用する独立サービス業者（Y を含む）からライセン
ス料を得る資格がある。
・フェア・ユースを認めることは不当である。なぜなら、他の要素もフェア・ユー
スの認定に不利だからである。Y による X ソフトウェアの利用は完全に商業的な
性格であるだけでなくて、OS とサービスソフトウェアは共に保護された表現で
あり、また Y はそれらの全部を複製したからだ。
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No.13

Los Angeles News Service, v. KCAL-TV Channel 9, 108 F.3d 1119 (9th Cir. 1997)

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（Los Angels News Service）は、独立報道組織であり、他のニュー
スメディアに報道素材を提供している。ロス暴動発生時、X のヘリコプターは、白人レ
ジナルド・デニー氏が暴行を受けているところを上空から撮影した。その様子は X のラ
イセンシーである放送局を通じて生中継もされたが、録画映像（本件映像）は、ライセ
ンスを受けた複数の放送局で繰り返し報道された。
民間放送局である、被告・被控訴人 Y（KCAL-TV）は、本件映像について X にライ
センスを求めたが拒否された。そこで、他の放送局から入手したテープを使って、同局
のニュース番組中で本件映像を繰り返し放送した。
X は、著作権侵害を理由に Y を訴えた。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めた（Summary Judgement）

地裁は、フェア・ユースが成立し、Y は責任を免れると判断し、Y 勝訴の Summary
Judgement を下した。地裁曰く、本件映像は、他に類を見ない報道価値のあるもので
あり、公衆が重大な興味と関心を持っているものである；Y はそのような映像の一部分
を、ニュース報道の目的でニュース番組中で利用した；一方、X は Y の行為によって、
実際のまたは潜在的な販売やライセンスが失われたことを特定できなかった。
X は、Y の行為によって、X は少なくとも 1 件の販売の機会を失ったことを、証拠に
基づき再考するように地裁に対して申し立てたが、地裁はそれを退けた。
X が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を破棄し、差し戻した

＜前提としての著作権侵害＞
Ｙが許可なく本件映像を利用したことに争いはない。
＜フェア・ユース＞
○第 1 要素

→

フェア・ユースに有利な側面もあるが反対の側面もある

Y がニュース報道のために本件映像を利用したことについては次のように判断した。
・107 条がニュース報道を例示していることから、Y がニュース報道として本件映
像を利用した事実は Y に大いに有利であるとしても、X も Y もニュースを集め販
売する事業を行っていることは別方向を示す。･･････故に、Y は＜通常の価格を
支払うことなく、著作物を利用して儲けそうである：Harper & Row (D)から部分引用＞
・Y の行為は、Harper & Row 事件において、The Nation 誌が、フォード大統領の
回顧録の単行本と Time 誌による抜粋とをスクープすることによってそうしたよ
うに、著作権者にとって商業的に貴重な権利である第一発行権（right of first
publication）を奪うには役に立たなかった。しかし、Y による本件映像の利用に
は、X にとってこれもまた貴重な権利である、
（誰もなしえなかった形で、デニー
氏が暴行を受けている様子を創作的に撮影した）オリジナルの本件映像をライセ
ンスする権利を X から奪う効果や目的までもなかったということはできない。
Y による本件映像の利用の方法については
・Y は（筆者注：本件映像に Y）自身の音声をかぶせていたが、X の作品に価値を
与えていたもの（暴行の様子そのものを明らかに目に見える形で記録しているこ
と）に対しては、なんら新しいものも、変容力のあるものも付け加えてこなかっ
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た。
Y がライセンスを求めたが断られた点については、
・Y がライセンスを求めたが断られたという事実は決定的なものではない〔Campbell〕
が、＜被告の行為の適切さ（propriety）
：Harper & Row＞は、少なくとも、お金を払
って利用できた作品を無料で黙って利用していることを知っているだろうとい
う程度では、利用の目的に関係してくる。
・Campbell 事件の状況とは異なり、本件の記録からは、
〔この訴訟を避けるための
誠実な努力として〕Y がライセンスを求めたとはいえない。また、2 Live Crew
が「Oh, Pretty Women」のパロディに際して原作品を利用した状況とは異なり、
Y は原作品を直接複製して作成されたテープの複製物を他の放送局から入手した
上で、本件映像に自社のロゴを入れ、本来ならお金を払って利用するのと同じ目
的で本件映像を利用した。
○第２要素

→

Y に大いに有利

・本件映像は情報的価値があり、事実に関するものであり、ニュースである。これらの
性格は大いに Y に有利となる。
・Y による利用の前に発行（published）されていたことも同様である＜Harper & Row＞。
○第３要素

→

Y に不利

・この要素は Y に不利である。というのも、＜侵害著作物の実質的な部分が逐語的に複
製されたものであるという事実は、原作者と剽窃者（他人の著作権のある表現を販売
することで利益を求める者）の両方にとって、複製された素材に質的な価値があるこ
との証拠となる：Harper & Row (G)＞からである。
○第４要素

→

フェア・ユースの認定に不利

・「ニュース」は二次的市場を持つものとは、通常考えられない。･･････また、本件映
像は X の利用の前にライセンスされ、発行されてきたし、その後もライセンスされて
きた。この限りでは、この要素は Y に有利である。
・同時に、Y の主張している目的は、本件映像を「ニュース」として利用することであ
り、Y は X の作品の潜在的な（かつては実際の）ライセンシーでありまたはお客であ
った。X と Y が行っていることを考えれば、Y が本件作品を無料で許諾なく利用する
ことが、X の根源的かつ主要な市場を破壊するのは明らかである。実際、Sony 最判
は、商業的利用目的のこの種の複製は、損害の推定または推測を生むとしている＜Sony
(E)＞。･･････今回のようなことがもっと広範囲に生じれば、X の創作的なインセンテ
ィブに否定的に働くのは間違いない。
（裁判所は、
〔被告によって行われた類の行為が、
限定されずそして広範囲に行われた場合に、原作品の潜在的な市場に実質的に悪影響
を与えるかどうか：Campbell (W)〕を考慮しなければならない。）
○総合的な評価
・Y による利用は公衆の関心に適うものである。しかし、それは商業的なものであり、
X にライセンスを断られて生じたものである。本件映像に代替物はなかったという Y
の主張に証拠はない。本件映像は、Y による利用前からライセンスされ発行されてい
たが、だからといって、Y 自身がライセンスを求めたような第一発行権の市場に影響
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がないということが明らかなわけではない。Y が本件映像の核心部を使ったことに争
いはない。これらの状況を踏まえれば、本件で事実認定者が到達しうる唯一の合理的
な結論がフェア・ユースだということはできない。
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No.14

Dr. Seuss Enterprises, L.P., v. Penguin Books USA, Inc., et al., 109 F.3d 1394 (9th
Cir. 2003)

【事案の概要】
原告・被控訴人Ｘ（Dr. Seuss Enterprises, L.P.）は、作家 A が Dr. Seuss のペンネ
ームで執筆した子供向け教育絵本の著作権を有している。The Cat in the Hat（Ｘ作品）
は、Dr. Seuss 名で 1957 年に出版された作品であり、作品中に登場する人間を模した猫
のキャラクターThe Cat は非常に有名である。The Cat は、特徴的な赤と白のストライ
プのシルクハットを被った状態でいつも描かれている。
作家 B と C は、Dr.Juice 名で、O.J.Simpson 裁判を題材にした絵本 The Cat NOT in
the Hat!（Y 作品）を創作し、被告・控訴人Ｙ（Penguin Books USA, Inc.等）を通じ
て出版した。Y 作品の広告には、作家 A の作品のパロディであることが謳われていた。
Ｙ作品の広告を見た X が、著作権および関連する商標権の侵害で訴えた。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めなかった（仮差止めを命じた）

地裁は、Ｘ勝訴の可能性が高いことが証明されたとして、Ｙ作品販売禁止の仮差止命
令を認めた。
Ｙが控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
Y は、The Cat のイメージを盗用し、The Cat のシルクハットを複製し、表紙と裏表
紙、そして本文中のイメージを利用した。実質的類似性は、客観および主観レベルで存
在する。
＜フェア・ユース＞
○総論
一般的に適用可能なフェア・ユースの定義はないとした上で、〔すべての要件が探求
されるべきであり、結果は、著作権の目的に照らして、まとめて考慮されるべきであ
る：Campbell (B)〕とする。
○第１要素

→

X に有利

まず、第 1 要素と変容力の関係について、この要素のもとで問われるべきは、Ｙ作品
が単純に A 氏の創作物を代替するかどうか、または新しい表現、意味、もしくは主張
を伴ってＸ作品を変更することで、新しい作品が変容力を持つかどうか、そしてその
程度である。
〔Campbell (C)(D)〕、と述べる。
つぎにパロディに関して検討を進める。
パロディは、第 1 修正条項に基づく表現の自由として、社会的に重要な価値を持つ、
社会的文学的批評の一形態として捉えられる。当裁判所は、パロディの対象を「思い
出す」または「想起する」ために必要なもの以上のものを取り込まないなら、パロデ
ィストは著作物のフェア・ユースを許される、とする「想起」テストを採用してきた。
・この要素の下での決定的な問題は、Ｙ作品がパロディかどうかである。〔パロディの
防御として、フェア・ユースが持ち出されるとき、閾値となるのは、パロディとして
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の性格が合理的に認識され得るかである。〕
（筆者注：Campbell 事件で）最高裁は、パロディ（著作物が標的とされる場合）と
風刺（他の標的に対するおもしろさを突きつけるために、著作物が単なる乗り物とな
る場合）の違いを指摘した。〔パロディは、その主張を行うために、原作品をまねす
る必要があり、そのためその犠牲者（または犠牲者集団）の創造力の産物を利用する
何かしらの資格があるが、一方で風刺はそれ自身で自立するので、借用行為に関して
正当化を必要とする：Campbell (J)〕ケネディ判事が、同意意見で述べたように、〔パロ
ディは、原作品のスタイル、原作品が所属する芸術のジャンル、または全体としての
社会ではなくて、原作品を標的にしなければならない。（もっとも、原作品を標的と
するなら、スタイル等を同様に標的とすることはできる。）〕第 2 巡回区控訴裁判所も、
Rogers 事件控訴裁判決9において、原告の著作物が少なくても部分的に被告の風刺の
標的でなければ、被告の作品は法的な意味でパロディではないと強調した。
本件については、
・Ｙ作品は A 氏の特徴的なスタイルをまねてはいるが、それをあざ笑ってはいない。
（筆者注：Ｙ作品の）詩は、X 作品の実質やスタイルについて批判的な意味を持
たない。B 氏および C 氏は、The Cat のシルクハット、語り手（Dr. Juice）、タ
イトル（The Cat NOT in the Hut!）を、
〔注目を得るため〕または〔何か新鮮なも
のを作り上げる際に苦労することを避けるため：Campbell (I)〕に利用しただけであ
る。･･････〔新しい表現、意味、または主張を伴って〕変容力のある作品を創作
する努力がないので、侵害作品の商業性は、フェア・ユースの抗弁に更に不利に
働く。
○第２要素

→

フェア・ユースに不利

〔一定の作品は、他の作品に比べて、意図された著作権保護の核心（core）により近
くなるため、前者が複製された場合、フェア・ユースの立証はより難しくなる、とい
う結論を、この要素においては認識する必要がある：Campbell (Q)〕を引用して、創作
的な作品は、情報的・機能的な性質の作品よりもフェア・ユースになり難いとした上
で次のように述べる。
・この要素は一般に、全体的なフェア・ユースの比較衡量においてあまり重要性を
持たないが、Ｘ作品とその中心的なキャラクターに埋め込まれた創作性、創造性、
独創性は、目盛りをフェア・ユースに不利に傾ける。
○第 3 要素

→

Ｙに不利

この要素は、当該利用がフェアかどうかよりも･･････実際には実質的類似性の問題を
提起する。
この要素の下で、我々は、〔行われた特定の複製に対するパロディストの正当化の説
得力〕にも注目する。〔許されるべき複製の程度は、利用の目的と性格によって変化
する･･････ので、第 1 要素に戻って問いかけを行うことになる。〕と述べた上で、Y
の主張（X 作品は道徳上のジレンマを扱っているところ、O.J.Simpson 裁判に関する
道徳上のジレンマを伝えたいので、X 作品のパロディという形式を採用した）は後付
で、説得力がないとした。
○第 4 要素

9

→

フェア・ユースに不利

Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992)
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・この要素の下で、我々は、Ｙ作品の出版と販売によって引き起こされる市場の害の程
度と、限定のない広範な普及が、X 作品の原作品と派生物の潜在的な市場を害するか
否かの両方について考慮する。〔Campbell (V)(W)〕
第 2 巡回区控訴裁判所は、この要素を、当該利用が許された場合に公衆が受け取る利
益と、当該利用が否定された場合に著作権者が受け取る個人的な利益の間の比較考慮
を求めるものとして性格付けてきた。侵害と主張されている利用が、著作権者の期待
利益に与える有害な影響が少なければ少ない程、当該利用を正当化するために証明さ
れるべき公衆の利益は少なくなる。
本件に関しては、
・提示された事実に基づけば、Ｙによる X 作品の利用は、変容力のないものであり
そして明らかに商業的なので、我々は、市場代替性は少なくともより明らかであ
り、市場への害はより容易に推定される、と結論する。
・フェア・ユースは積極的抗弁なので、主張する側が立証責任を負う。故に、Y は
関連市場について、自分に有利な証拠を提出する必要がある。しかし、原作品の
市場に対する害の証拠しか提出していないので、この要素に関して、Y は仮差止
め命令から逃れる資格を失うと、解する以外にない。
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No.15

Micro Star, v. FormGen Inc., et al.,

154 F.3d. 1107 (9th Cir. 1998)

【事案の概要】
被告・被控訴人 Y（FormGen 社等）は、Duke Nukem 3D というタイトルのゲーム
（Y ゲーム）を開発販売し、その権利を保有している。Y ゲームには、「Build Editor」
というツールが同梱されていて、ユーザー自身でゲームのレベル（背景設定、異星人、
その他の冒険内容の組み合わせ）を設計できるようになっている。ユーザーは、Y の勧
めもあって、自ら作成したレベルをインターネットにアップロードし、他人にダウンロ
ードさせている。
原告・控訴人Ｘ（Micro Star）は、コンピュータ・ソフトウェア販売業者である。X
は、インターネットからユーザーが作成したレベルを合計 300 ダウンロードし、
CD-ROM に焼き付けて、
「Nuke It」
（X 商品）と名付けて販売した。X 商品のパッケー
ジボックスには、それに収録されているレベルのスクリーンショットがいくつか印刷さ
れている。
X は、地裁に X 商品が Y の著作権を侵害していないことの確認を求めて提訴した。
それに対して、Y は X 商品の更なる製造頒布を禁ずる仮差止めを求めて訴えた。
【地裁判決】

X 商品は著作権侵害ではない。
X 商品の包装上のスクリーンショットについてはフェア・ユースを否定し
た。（仮差止めを命じた）

地裁は、X 商品は Y ゲームの派生的著作物ではないとして、著作権侵害を認めなかっ
た。ただし、X 商品のパッケージ上のスクリーンショットは Y ゲームのキャラクターの
無断複製であるとして、仮差止めを認めた。地裁は、X のフェア・ユースの主張を退け
た。
X および Y 共に、自らの敗訴部分について控訴した。
【控訴裁判決】

X 商品は著作権侵害ではないとしたところは覆して差し戻した。（フェ
ア・ユースも認めなかった。）
なお、スクリーンショットについては地裁判決を維持。

＜前提としての著作権侵害＞
各レベルは MAP ファイルの形式で記述されている。Y ゲームのエンジン部分は、MAP
ファイルを解釈して、レベルの内容を実現したゲーム画面を表示している。キャラクタ
ーその他の図柄は、MAP ファイル内には含まれず、エンジン部分が、Y ゲームの図柄
ライブラリーから呼び出す構成になっている。
以上を前提とした上で、控訴裁は、MAP ファイルは Y ゲームの派生的著作物である
と判断した10。
＜フェア・ユース＞
10

派生的著作物であるためには、固定されていることと、既存の著作物の保護される要素を取り
込んでいることの 2 つが必要である。この点、MAP ファイルによって記述されるレベルは、Y ゲ
ームの続編のようなものであって、Y ゲームのストーリーを取り込んでおり、また MAP ファイル
はそれを記述したものとして CD-ROM に固定されているから、派生的著作物になると解された。
（Nintendo ゲーム機に関して、ソフトのパラメーターを変化させる機器が問題となった Lewis
Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc. 780 F.Supp. 1283 (N.D.Cal. 1991)では、問題の機
器の使用の結果、派生的著作物は生み出されていないと判断したが、控訴裁は、本件とは事案が異
なるとした。）
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○第 1 要素

→

フェア・ユースに不利

・X が Y の保護された表現を利用したのは、金銭的な収入のためである。もっとも、そ
れによって検討が終わるわけではない〔Campbell (N)〕が、＜著作物の全ての商業的な
利用は、著作権者に属する独占的な特権の不公正な利用であると推定される：Sony (C)
＞
○第２要素

→

フェア・ユースに不利

〔一定の作品は、他の作品に比べて、意図された著作権保護の核心（core）により近
くなるため、前者が複製された場合、フェア・ユースの立証はより難しくなる、とい
う結論を、この要素においては認識する必要がある：Campbell (Q)〕を引用した上で、
フェア・ユースの抗弁は、創作的な（fictional）作品または空想的な（fantasy）作品
に適用されるとき、成功する可能性が大いに低くなる。電話帳のような事実的作品の
場合は逆である、とし、本件ゲームはファンタジーである、と結論付けた。
○第３要素

→

フェア・ユースに不利

・本件 MAP は、＜明確に、
（筆者注：本件ゲームの）ストーリーのユニークな設定、キ
ャラクター、筋を利用している：Stewart＞X が利用した部分の質と重要性は共に、実
質的なものである。
○第４要素

→

フェア・ユースに不利

・本件 MAP を販売することで、X は＜（本件ゲーム）のストーリーの新バージョンを
売り出す（Y の）能力を侵害した：Stewart＞ Y のみがそれを市場投入する権利を持
つ。そうするかどうかは、完全に Y の問題である。
○総合的な評価
・本件 MAP は＜107 条に列挙されたいずれの類型にも当てはまらず、107 条に規定さ
れた 4 つの基準にも当てはまらない：Stewart＞ 故に、フェア・ユースによって保護
されない。
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No.16 Sony Computer Entertainment, Inc., et al., v. Connectix Corporation,
2000 (9th Cir. 1999)

203 F.3d.

【事案の概要】
原告・被控訴人 X（Sony Computer Entertainment 等）は、ゲーム機 PlayStation
を製造販売しており、同機の BIOS の著作権者である。
被告・控訴人 Y（Connectix Corporation）は、Virtual Game Station というソフト
（Y ソフト）を製造販売している。Y ソフトは、パソコン上で、PlayStation をエミュ
レートする機能を持ち、Y ソフトのユーザーは、PlayStation 用のソフトをパソコン上
でプレイできる。
Y ソフト中には、X の著作物は一切含まれていない。しかし、Y ソフト作成の過程で、
Y は、PlayStation の BIOS をリバースエンジニアリングするため、何度も複製した。
X は著作権侵害で Y を訴え、仮差止めを求めた。
【地裁判決】

フェア・ユースは認められそうにない（仮差止めを命じた）

地裁は、Y による中間的複製はフェア・ユースによって保護されないため、X は著作
権侵害に関して勝訴する見込みがあるとして、Y が Y ソフトを販売すること、他のエミ
ュレーターソフトを開発するために、X の BIOS を複製し利用すること、を禁止する仮
差止命令を下した。
Y が控訴した。
【控訴裁判決】

仮差止命令を取り消し、地裁に差し戻した

＜前提としての著作権侵害＞
開発過程で、Y の技術者は PlayStation のチップから BIOS を抽出して、それをパソ
コンの RAM にコピーし、その機能を観察した。またデバッギング・プログラムを利用
する際に、パソコンの電源を起動する度に、RAM への複製を繰り返した。また、Y ソ
フトを一応開発した後には、そのデバッグのため、BIOS を繰り返し複製し、関係する
部分を逆アセンブルした11。
Y による上記中間的複製の存在については争われず、それがフェア・ユースによって
保護されるかが論じられた。
＜フェア・ユース＞
○総論
Sega 事件控訴裁判決12において、当裁判所は、たとえ最終製品自体に著作物が含まれ
ていなくても、中間的複製は著作権侵害となり得ることを認めた。
我々の今回の判決の中心は、Sega 事件控訴裁判決において定められた次のルールにあ
る。すなわち、＜逆アセンブルが、著作権のあるコンピュータ・プログラムに埋め込
まれたアイデアや機能にアクセスする唯一の方法であり、そのようなアクセスを求め
ることに正当な理由があるとき、逆アセンブルは、法律の問題として、著作物のフェ
ア・ユースになる：Sega＞
このようなアプローチは、＜一般公衆の利益のために、芸術的創作性を鼓舞しようと
いう、（著作権法の）究極の狙い：Sony＞に合致するものである。
11
12

なお、開発中に Y は X に技術的助言を求めてコンタクトしたが、X から拒否されている。
Sega Enterprises Ltd., v. Accolade, Inc., 977 F2d 1510 (9th Cir. 1992)
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○第２要素13 →

Y に大いに有利

・〔一定の作品は、他の作品に比べて、意図された著作権保護の核心（core）により近
くなるため、前者が複製された場合、フェア・ユースの立証はより難しくなる、とい
う結論を、この要素においては認識する必要がある：Campbell (Q)〕を引用した上で X
の BIOS は、複製なしには調査できない非保護的要素を含む故に、核心から遠いとこ
ろにある。結果的に、我々は X の BIOS に＜もっと伝統的な文字的作品に比べればよ
り低いレベルの保護を：Sega＞与えることになる。
・問題は、Y が X の BIOS をリバースエンジニアリングした手法が、プログラム内の保
護されない機能的要素にアクセスするために必要なものだったか否かであるが、我々
は必要なものであったと結論づける。Y はリバースエンジニアリングのために、著作
物の中間的な複製を必要とする、様々な手法･･････を採用したが、いずれも、フェア・
ユースによる保護を適用不可能にするものではない。

○第３要素

→

Y にとって不利（ほとんど重要性はない）

・Y は X の BIOS の各部分を逆アセンブルし、かつ何度もその全体を複製した。故にこ
の要素は Y にとって不利である。しかしながら、Sega 事件で結論づけたように、最
終製品自体が侵害的素材を含んでいない中間的侵害の場合に、この要素は、＜ほとん
ど重要性持たない：Sega＞
○第１要素

→

Y にとって有利

・第１要素の下で･･････我々は、Y ソフトが原作品の目的を単に置き換えるだけか否か
を問う、または最初の作品を新しい表現や、意味、もしくは主張を伴って変化させる
ことで、さらなる目的や異なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否か、
別の言葉で言えば、新しい作品が「変容力がある」か、それはどの程度かを問うこと
である。〔Campbell (C)(D)〕
・Campbell 事件最判の判示を踏まえて、地裁が、商業的利用に対して、不公正の
推定を与えたことを非難し、かわりに、Y による X の BIOS の複製が商業目的で
あるという事実は、〔フェア・ユースを見出すに不利になりがちな１要素に〕に
過ぎない、とする。
・Y ソフトは、控えめではあるが変容力がある。同ソフトは、消費者が PlayStation
用のゲームをプレイできる、新しいプラットフォーム（パーソナルコンピュータ）
生み出す。･･････より重要なのは、PlayStation と Y ソフトの間の利用方法や機
能の類似性にもかかわらず、Y ソフト自身は全く新しい商品であることだ。
・最後に、Y ソフトの変容力の程度と、フェア・ユースに不利に働く他の要素（商
業性を含む）の重要性とを比較検討する必要がある〔Campbell (F)〕。Y による著作
物の商業的な利用は中間的なものであった、それ故に＜間接的または派生的：Sega
＞なものである。さらに、Y による BIOS のリバースエンジニアリングは、
PlayStation 用のソフトに互換性のある製品を作り出すためであった。当裁判所は、
この目的は、フェア・ユースの第１要素の検討において、正当なものであると考
えてきた。
・地裁は、Infinity 事件の判示＜フォーマットの変更は、有意義ではあっても、法的に
13

本判決では、第２要素、第３要素、第１要素、第４要素の順に検討が進められているため、ここでも
その順に倣うこととする。
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は変容ではない：Infinity＞を踏まえて、ゲームを PlayStation でプレイするのとパソコ
ンでプレイするのは、置き換え可能なので、Y ソフトは PlayStation の代替物である
と判断した。しかし、Infinity 事件の侵害者は、著作権のあるラジオ放送を単に取り
込んで、電話線を通じて再送信しただけであった。そこには、新しい表現は存在しな
かった。したがって、Infinity 事件は当裁判所の結論を変更しない。

○第４要素

→

Y にとって有利

・〔侵害者と主張されている者の特定の行為によって生じた市場の害の程度（を考慮す
る）
：Campbell (V)〕と〔被告によって行われた類の行為が、限定されずそして広範囲に
行われた場合に、原作品の潜在的な市場に実質的に悪影響を与えることになるか否か
である：Campbell (W)〕を踏まえた上で、他の作品と単に取って代わったり、それを置
き換えたりするような作品は、原作品の潜在的な市場に実質的な悪影響を与えがちで
あるが、変容力のある作品はそのような傾向が少ない〔Campbell (X)〕。
・Y ソフトは変容力があり、そして PlayStation の単純な代替物ではないので、Y
ソフトは、X または X のライセンシーのゲームをプレイできるプラットフォーム
として、市場における正当な競争者である。故に、この競争によって X が被る経
済的損失は、フェア・ユースを否定することを強制しない。X が、自らが製造ま
たはライセンスしたソフトをプレイできる装置の市場にコントロールを及ぼし
たいとすることは理解できるが、著作権法はそのような独占を与えない＜Sega＞。
○総合的な評価
・法定のフェア・ユースの４つの要素は〔著作権の目的に照らして、まとめて考慮され
る：Campbell (B)から部分引用〕４要素中３つが Y 有利、１つが X 有利となったが、その
１つはほとんど重要性がない。もちろん、＜法定の要素は排他的ではない：Harper & Row
(B)から部分引用＞が、我々の分析に影響を与えるような未だ考慮されていない他の要素
の存在は不知である。
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No.17 Sony Computer Entertainment America, Inc., v. Bleem, LLC, et al., 214 F.3d. 1022
(9th Cir. 2000)
【事案の概要】
原告・被控訴人 X
（Sony Computer Entertainment America）は、ゲーム機 PlayStation
と、同機でプレイするゲームソフトを製造している。
被告・控訴人 Y（Bleem 等）は、パソコン上で PlayStation をエミュレートする機能
を持つソフト（Y ソフト）を製造販売している。Y ソフトのユーザーは、PlayStation
用のソフトをパソコン上でプレイできる。
Y は、Y ソフトを宣伝するに際して、PlayStation でゲームをプレイした場合と、Y
ソフトを用いてパソコン上でゲームをプレイした場合のスクリーンショットを利用し
た。
X は、Y によるスクリーンショットの利用が著作権侵害であるとして、Y を訴えた。
（Y ソフト自体の適法性は、本件訴訟の対象ではない。）
【地裁判決】

著作権侵害の可能性が高い（仮差止めを命じた）

地裁は、X に有利な判断を示して、Y に対して仮差止命令を出した。
Y は控訴した。
【控訴裁判決】

フェア・ユースを認め、仮差止め命令を取り消し、地裁に差し戻した

＜前提としての著作権侵害＞
Ｙがスクリーンショットを作成することで、X のゲームを複製したことに争いはない。
＜フェア・ユース＞
○総論
現行法のフェア・ユースの起源が Folsom 判決に求められることに触れた後、
〔著作権
保護の揺籃期から、
「科学および有用な技芸の発展を促進するため」著作物をフェア・
ユースする機会が必要であると考えられてきた：Campbell (A)〕を踏まえ、フェア・ユ
ースは著作権が目的とする創作性を涵養するため、著作権法の厳密な適用を避ける点
に意義があることを述べた上で、フェア・ユースはケースバイケース判断であること、
〔すべての要件が探求されるべきであり、結果は、著作権の目的に照らして、まとめ
て考慮されるべきである：Campbell (B)〕であること、について述べる。
著作物の商業的な利用は、不公正という推定を受ける訳ではなく、むしろ、商業的利
用は考慮すべき４要素の１つに過ぎない。･･････（Campbell 事件の）最高裁は、第
４要素が最も重要ではあるけれども、４つの要素は全て考慮されるべきで、複製の商
業的な性格は、広範な検討のわずか１項目に過ぎないことを強調した。
Y が商業目的で X の著作物を複製した事実は、107 条の第１要素および第４要素と関
連してくる。･･････Y によるスクリーンショットの利用は比較広告となる。
２つの会社が競争しているかどうかの問いかけは、重要な考慮事項である。なぜなら、
第１要素に関しては、複製を比較広告として解釈することは、フェア・ユースの結論
に至りやすくなる一方で、第４要素に関しては、複製が著作権者の利益に有害な影響
を及ぼすだろうという判断は、フェア・ユースの結論に至るのを難しくするからであ
る。故に、これらの問題は、互いに相殺し、双方の主張者をやっかいな論点に追い込
んでしまう。
･･････Y のエミュレーターは明らかに X の PlayStation と競合している。
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○第 1 要素

→

Y に有利

比較広告にフェア・ユースの適用があるかを判断した第５巡回区控訴裁14は、第１要
素に関して、公衆により多くの情報を提供する手段としての比較広告の公益性に注目
して、この要素は被告に有利となると判断した。
本件に関しては、
・著作権制度の活力ある原則に照らして考慮するなら、第１要素は Y に有利となる。
Y は自らの販売を増加させるという商業的目的のために、確かに X の著作物を複
製したが、そのような比較広告は、X の著作物の完全性をほとんど害することな
く、購入者である公衆の利益を大いに増大させる。
○第２要素

→

中立

・この要素がフェア・ユース分析に最も関連するのは、原作品と複製物とが異なる性格
の場合である。･･････本件では、著作物と複製物は共に、商業的なビデオゲームであ
る。
・第５巡回区控訴裁が Triangle Publications 事件で判断したように、我々も、この要素
は＜フェア・ユースの抗弁が本件で適当であるとする（被告の）主張を支持もしなけ
れば害しもしない：Triangle Publications＞と結論づける。
○第３要素

→

フェア・ユースを支持する

明らかに、複製の程度が大きく、また複製が著作物の本質に近づくほど、複製がフェ
ア・ユースになる可能性は少なくなる。
本件に関しては、
・ビデオゲームは１秒当たり 30 コマからなるから、スクリーンショットは、ビデ
オゲーム１秒分の 30 分の１の価値しかない。･･････これらのゲームは、プレー
ヤーがインタラクティブにコントロールでき、数時間にも及ぶプロットを含む以
上、スクリーンショットは全体的な著作物にとって、ほとんど中身（substance）
がないだろう。
・この（筆者注：スクリーンショットに関するフェア・ユースの）分析において、
第 3 要素は、ほとんどいつも、ビデオゲーム製作者にとって不利になるだろう。
なぜなら、スクリーンショットは、全体として複雑な著作物の取るに足らない部
分だからである。
○第４要素

→

Y に有利

第 4 のそして、最も重要な要素を扱う上で、最高裁は〔侵害者と主張されている者の
特定の行為によって引き起こされた市場の損害の程度だけでなく、被告によって行わ
れた類の行為が、限定されずそして広範囲に行われた場合に、原作品の潜在的な市場
に実質的に悪影響を与える事になるか否か：Campbell (W)〕についても考慮した。
本件に関しては、
・本件で問題となる市場は、スクリーンショットの市場である。しかし、スクリー
ンショットの市場はそもそも存在しないか、少なくとも、X によってライセンス
14

Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder Newspaper, Inc., 626 F.2d 1171 (5th Cir. 1980)
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を拒絶されたとすれば、Y が参加する市場はなかった。
・スクリーンショットの市場を想定したとしても、この要素は未だ Y に有利であ
る。･･････なぜなら、ほとんど全ての先例が示すように、この種の利用は X を十
分には害さないからである。
･･･････〔痛烈な劇場評のような、致命的なパロディが原作品に対する需要を葬
り去ってしまうとしても、それは著作権法の下で認識可能な害ではない：
Campbell (Y)〕に触れた上で、X のゲーム機の販売が減少したとしても、それは
Y のエミュレーターが PlayStation に比べて技術的に優れていたからであり、Y が
その競合を説明するためにスクリーンショットを利用したからではない。
○総合的な評価
・4 要素全てが、Y によるスクリーンショットの利用がフェアであるという結論に有利
である･･････。
・Y による比較広告をフェア・ユースとした結論は、PlayStation のゲームが実際にテレ
ビ画面でどのように見えるのかと、エミュレーターを利用したコンピュータ上でどの
ように見えるのかとを、比較するのに必要であるという事実関係に大いに依存してい
る。
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No.18

Worldwide Church of God v. Philadelphia Church of God,
2000)

227 F.3d 1110 (9th Cir.

【事案の概要】
原告・控訴人 X（Worldwide Church of God）は、非営利の宗教組織である。X の創
始者 Armstrong 牧師は、Mystery of the Ages というタイトルの 380 頁の書籍（本件書
籍）を執筆した。X は本件書籍の著作権は自らが有していると主張している。本件書籍
は 900 万冊以上が配布されたが、内容が社会的にデリケートであり、また人種差別的に
受け止められかねない部分があることもあって、Armstrong 師の死後、X は本件書籍の
頒布と使用を中止した。もっとも、現存する在庫等については廃棄等の処分をせず、回
収もしなかった。
被告・被控訴人 Y（Philadelphia Church of God）は、X の牧師 2 人が創始した非営
利の宗教組織である。Y は、Armstrong 師の教えに忠実に従うことを教義とし、信者は
本件書籍を読むことを求められた。Y は、本件書籍の在庫が足りなくなると、本件書籍
を複製して配布し始めた。結果 3 万冊以上が配布された。
X は、Y に対して、著作権の侵害と配布の継続の中止を求めたが、Y は無視したため、
X が提訴した。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めた（Summary Adjudication）

X は部分的な Summary Judgement と、本件書籍を含む X の著作物を印刷、配布す
ることを禁止する仮差止め命令を求めた。一方、Y は Summary Adjudication を求めた。
地裁は、X の申し立てを退け、Y の申し立てを認めた。地裁は、X が本件書籍の著作
権を有していない、および Y による本件書籍の使用はフェア・ユースに当たると判断し
た。（フェア・ユースに当たるとした理由として、Y は本件書籍を「宗教上の非商業的
かつ教育的目的のために」利用したこと、完全な宗教的文章の複製は「その利用との関
連で合理的である」こと、X は Y による配布によって信者を失ったことについて証拠を
示していないこと、X が（予定しているとする）本件書籍の注釈書は Y による本件書籍
の複製物とは競合しないこと、本件書籍が絶版であるため Y による本件書籍の複製に追
加の正当性が与えられること、をあげた。）
X が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を覆し、差し戻した

＜前提としての著作権侵害＞
本件書籍に関する著作権は、Armstrong 師から X に譲渡され、現在 X が著作権を保有
している。Ｙが本件書籍を複製し配布したことに争いはない。
＜フェア・ユース＞
○総論
・第 1 修正条項に基づく表現の自由を理由として、X が本件書籍を配布しなくなったの
で、フェア・ユースが認められるべきとする Y の主張は支持されない。
○第 1 要素

→

フェア・ユースに不利

〔この要素の検討の中心は、Story 判事の言葉のように、新しい作品が、単に原作品
の「目的にとってかわる（supersede the objects）」か否か：Campbell (C)〕〔最初の作
品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させることで、さらなる目的や異
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なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否かであり、それは別の言葉で
言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」か、それはどの程度かを
問うことである：Campbell (D)〕を引用した上で、Story 判事によれば＜そこには、素材
に対する現実かつ実質的な考慮が存在しなければならず、それらに対して知的労働お
よび判断が与えられなければならない。単なる安易な鋏での作業や、原作品の主要な
価値を構成する本質的な部分の抽出ではいけない：Folsom＞
本件に関しては、
・X による本件書籍の全体的な複製には、＜知的労働および判断＞の存在が示さ
れていない。それは宗教的な実践や教育に資するために、原作品である本件書
籍の＜目的を代替する＞ものでしかない。
最高裁は〔作品の商業的または非営利教育的目的というのは、その目的や性格に関す
る第 1 要素の分析において 1 要素に過ぎない：Campbell (N)〕とした。出版が商業的で
あるという事実は、フェア・ユースにとって不利になるが、商業的利用の欠如は、不
公正の推定を取り除くに過ぎない。
〔利用が教育的なものかつ非営利的なものである
と言うことだけでは、そのような利用を侵害と認定することから遠ざけるわけではな
い。〕
＜営利と非営利の区別のポイントは、利用の唯一の動機が金銭的収入かどうかではな
くて、利用者が、通常の価格を支払うことなく著作物を利用することから利益を得そ
うかどうかである：Harper & Row (D)から部分引用＞
本件に関しては、
・Y が収入を得るために本件書籍を利用したかどうかについての論争は無視すると
ともに、宗教は学問のように、一般的に「金銭至上主義ではない」ものとみなさ
れていることを念頭に置いても、Y は、本件書籍を使用することによって費用を
掛けることなく、信者の宗教的儀式に必須の核心的な文章を提供できている。ま
た、本件書籍の配布を通じて、Y に収入の 10％を納める新しい信者を引きつけ、
聖職者を増加することが可能となっている。･･････本件書籍の複製が Y の為にな
っていることは論争の余地がない。Y は、著作権者に会計報告する必要もなく、
本件書籍の配布と利用によって、有利になりまたは恩恵を受けている。
○第２要素

→

フェア・ユースに不利

第 2 要素については･･････作品が情報的なものか創作的なものかにかかってくる。＜
法は一般に、創作的な（fictional）作品や空想的な（fantasy）作品に比べて、事実的
な作品を世に広める必要性をより強く認識している：Harper & Row (E)＞＜ニュース番組
の複製は、映画の複製よりも、より強力なフェア・ユースの主張が可能である：Sony
＞
本件に関しては、
・Y は本件書籍を主として「聖書の真実に関する Armstrong 師の考え方についての
原典上の、歴史上の評価」と述べている。本件書籍は、Armstrong 師の宗教的信
念を共有する読者にとっては「事実的」なものとして見られるかもしれないが、
本件書籍に盛り込まれた創作性、創造性、そして独創性は、はかりを、フェア・
ユースと反対方向に傾ける。
○第３要素

→

フェア・ユースに不利

大量の複製は当然にフェア・ユースを否定しないが、全体を複製したことはフェア・
ユースを見出すに不利に働く。さらに＜侵害作品の実質的な部分が逐語的に複製され
たものであるという事実は、原作者と剽窃者（他者の著作物性のある表現を販売して
利益を得ようとする者）の双方にとって、複製された作品に質的な価値があることに
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ついての証拠となる：Harper & Row (G)＞
本件に関しては、
・
〔許される複製の程度は利用の目的と性格によって異なる：Campbell (R)〕･･････し
かし、Campbell 事件の場合と違って、Y は X と同じ目的のために本件書籍を利
用している。･･････＜問題となっている侵害者が著作物を、著作権者が利用しよ
うと意図していたのと本質的に同一の目的のために利用しているという事実は、
フェア・ユースではないと言うことの強い兆しとなる。＞
・Sony 事件では、全部の複製でもフェア・ユースとされたが、同事件の最高裁は、
全部の複製は同事件のユニークな状況の下では、＜フェア・ユースを見出すに不
利になる通常の影響力を持つわけではない：Sony＞としたのである。本件では、
Y が全部を複製することを正当化するような環境は存在しない。
○第４要素

→

中立

＜フェア・ユースは、適切に適用されるとき、他人による複製のうち、複製された作
品の市場性を著しく害すことのないような複製に限定される：Harper & Row＞
・本件はフェア・ユース法理の適用の新場面である。なぜなら著作権者が非営利組織だ
からである。予想されるように、公刊されている判例は、営利目的の作品を扱ってい
る。
著作権法の文言は、市場への影響のみに限定されているわけではなくて、「当該利用
が著作物の価値に与える影響」も含んでいる。Sony 事件最判も言うように、＜非商
業的目的のための複製でさえ、著作権者が持つべきと議会が意図した報酬を得る能力
を害することがある：Sony＞ここに言う報酬は金銭的なものに限られる必要はない。
報酬は様々な形態を取りうる。
本件に関しては、
・X の指摘のように、Y の宣伝に応じる人というのは、X が計画している原作品の
注釈本や、将来の再出版物に興味を持つ人と同じである。･･････故に、Y による
本件著作物の無許諾版の配布は、潜在的な信者や寄付を X から転じてしまうこと
で、X の営業権（goodwill）を傷つける。
・X が 10 年間に渡って本件書籍を利用してこなかったこと、また新判の出版につ
いて具体的な計画がないことは、Y による作品の配布によって害されるような経
済的な価値が、本件書籍に関して X に存在しないことを示している、と Y は主張
するが、我々はそれには同意しない。生涯の間、作品を出版する意図を否定する
著者でさえ著作権による保護を与えられる。なぜなら、考慮すべきは「潜在的な
市場」であり、また、気持ちを変える権利も有するからだ。
公刊された判決で、批評もなく、書物を丸ごと逐語的に複製することを、フェア・ユ
ースによって保護するものを見いだせない。
○総合的な評価
・結局、本件書籍の（筆者注：出版に関する）フェア・ユースの抗弁は否定される。な
ぜなら、最初の 3 つの要素が X に有利、第 4 要素は、最悪でも、中立だからだ。
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No.19

A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004（9th Cir. 2001）

【事案の概要】
原告・被控訴人Ｘ（A&M Records 等）は、商業的レコードの製造販売を行っている。
被告・控訴人 Y（Napster）は、集中管理型と呼ばれるファイル交換システムを開発
運営している。Y は、そのユーザーが、自身のコンピュータ上の音楽ファイルを MP3
ファイルに変換すること、他のユーザーが持っているファイルを検索すること、インタ
ーネット経由でユーザー間で MP3 ファイルを転送すること、を可能とするユーザー用
のソフトウェアおよび Y サーバー、技術サポート等を提供している。
X は、Y による寄与侵害および代位責任を主張して Y を訴えた。
【地裁判決】

フェア・ユースが否定される可能性が高い（仮差止めを命じる）

地裁は、ユーザーの行為についてフェア・ユースを認めず、Y に対して、自らまたは
他者をして、X の楽曲およびレコードを、X の許諾なく、複製、ダウンロード、アップ
ロード、転送、頒布することを禁ずる仮差止め命令を下した。
Y が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
なお、本件では、Ｙは寄与侵害責任等を問われており、その前提として、Ｙシステム
のユーザーによる直接侵害の存在が問題となっている。更にいえば、ユーザーによる直
接侵害（アップロードは頒布権侵害、ダウンロードは複製権侵害）に関して prima facie
case が証明されていることについては控訴されていない。フェア・ユースの成否が争点
となっている。
判決は、まずＹシステムのユーザーの行為の一般的なフェア・ユース適合性を論じた
上で、次にＹが主張する個別の利用形態について、フェア・ユース適合性を論じるとい
う構造になっている。以下、その構造に沿ってまとめる。
＜フェア・ユース＞
○総論
・ユーザーは著作物をフェア・ユースしているので、X の著作権を直接侵害していない
と Y は主張している。･･････Y がフェア・ユースを主張している利用形態は次の３つ
である。
(a) サンプリング（ユーザーは、購入前に作品の一時的複製を作成する）
(b) スペースシフト（ユーザーは、既に音楽 CD として所有している音楽を、Y の
システムを通じてアクセスする）
(c) 新人または有名なアーティストによって黙認された録音物の頒布
○第１要素

→

フェア・ユースに不利

まず、一般論として、この要素は〔変容力があるかそれはどの程度か：Campbell (D)から
の部分引用〕を問うものである、旨を明らかにする。その上で、
・MP3 ファイルのダウンロードは著作物を変容しない、という地裁の結論は支持で
きる。Infinity 事件などを参照すると、裁判所は、原作品が単純に異なったメデ
ィアで送信されるだけのとき、フェア・ユースを認定するのをいやがってきた。
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つぎに、商業的か非商業的かが問題になるとした上で、商業的な使用はフェア・ユー
スに不利になるが、問題に対して決定的なものではない、旨を指摘する。そして、次
のような判断を示す。
Worldwide Church of God 事件等を参照すると、商業的利用を証明するために、
直接的な経済的利益は要求されない。むしろ、著作物の繰り返しのそして搾取的
な複製は、たとえ複製物が販売のために提供されなくても、商業的利用を構成し
うる。
・我々の前の証拠によると、許諾された複製物を購入する費用を節約するために、
繰り返しのそして搾取的な著作物の無許諾複製が行われていることを示すこと
で、商業的利用は証明される。
○第２要素

→

フェア・ユースに不利

・事実的作品よりも創作的な作品の方が、〔意図された著作権保護の核心により近い：
Campbell (Q)からの部分引用〕とした上で、楽曲および録音物が創作的でありフェア・ユー
スの認定に不利になるとした地裁の判断は間違いではないとした。
○第３要素

→

フェア・ユースに不利

・Worldwide Church of God 事件を参照して、＜全部の複製は当然にフェア・ユースを
排除するものではないが、作品全体の複製はフェア・ユースの認定に不利に働く：
Worldwide Church of God＞とした上で、Y のユーザーが著作物の全部を複製していること
から、この要素はフェア・ユースに不利とした。
○第４要素

→

フェア・ユースに不利

＜フェア・ユースは、正しく適用されると、複製される作品の市場性を著しく害さな
いような他者による複製に限定される：Harper & Row＞
〔この要素の重要性は、害の量によって変わるだけでなく、他の要素の証明の相対的
な強さによっても変わってくる〕
〔もし、意図された利用が商業的な利益目的なら、そのような可能性は推定されるだ
ろう：Sony (E)〕〔もし非商業的な目的のためなら、可能性は証明されなければならな
い：Sony (F)〕を踏まえると、現在のまたは将来の市場の害を立証するために要求され
る証明は、利用の目的と性質によって異なってくる。
本件については、
・地裁は、Y が少なくとも２つの方法で市場を害していると判断した。すなわち、
大学生の間での音楽 CD 販売の減少と、X がデジタル音楽ダウンロード市場に参
入する上での障壁を引き上げることの２つである。
・上記２点について、地裁は、現在のそして将来のデジタルダウンロード市場に、
Y が有害な影響を与えることを正しく認定した。
・デジタルダウンロードを Y システム上で無料で可能とすることは、同じダウンロ
ードについて課金しようとする著作権者の試みを、必然的に害する。
(a) 試聴のための利用
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・地裁は、たとえユーザーの中に音楽の購入者がいたとしても、試聴のための利用
は商業的であることは変わらないと判断した。･･････記録によれば、無料の販促
用ダウンロードについて、Ｘが大いに規制していることが明らかである。同じく、
Ｘはインターネットの販売サイト上で音楽の試聴を可能にすることについて利
用料を徴収している、ということも明らかである。･･････証拠によれば、レコー
ド会社によって提供されている無料ダウンロードは、30 秒から 60 秒程度の短い
ものであるか、１曲丸ごとの場合は、ダウンロードした者のコンピュータに短時
間のみ存在する「時限式」にプログラムされているものであることを明らかであ
る。一方、Ｙのユーザーは、録音物の１曲丸ごとを、無料で、そして永久にダウ
ンロードできる。試聴のための利用の目的と性格についての地裁に認定に明白な
誤りはない。
・たとえＹシステム上で行われる試聴の類が非商業的利用であったとしても、当該
試聴が、広範囲に行われれば、著作物の潜在的な市場に悪影響を与えることにつ
いての実質的な可能性をＸは示した、と地裁は判断した。記録は、①試聴するユ
ーザーがより多くの音楽をダウンロードすればする程、音楽録音物を購入する可
能性は少なくなってしまうこと、②たとえ音楽ＣＤの市場が害されなくても、Ｙ
は発展中のデジタルダウンロード市場に悪影響を与えていること、を支持してい
る。
・Ｙは、試聴によって音楽ＣＤの販売が増加していることを示す証拠を地裁が拒絶
したことを誤りだと主張したが、Ｘの販売が潜在的に拡大するからといって、フ
ェア・ユース分析を結論的にＹ有利に傾けることはない。･･････無許諾利用によ
って著作物の販売が増加しても、著作権者は、当該著作物をライセンスする権利
を奪われない。また、ある市場（ここでは音楽ＣＤ市場）における肯定的な影響
が、特定された代替的な市場（ここではデジタルダウンロード市場）を発展させ
る権利を著作権者から奪うこともない。
(b) スペースシフト
・ＹはＹシステムのユーザーが既に音楽ＣＤとして所有している音楽を聞くために、
ＹシステムからＭＰ３ファイルをダウンロードすることは、スペースシフトであ
って、Diamond Multimedia Systems 事件15や Sony 最判に照らせば、フェア・ユ
ースであると主張した。しかし、両事件とも（筆者注：依拠するには）不適当で
ある。なぜなら、これらの事件でシフトを行った手法は、
（筆者注：シフトと）
同時に公衆に対して著作物を配布することはないからだ。著作物のタイムシフト
もスペースシフトも、著作物を元々のユーザーに対してのみ提供するだけであ
る。･･････一方で、あるユーザーが、自身が既に持っている音楽を、他の場所で
その音楽にアクセスするために、Ｙシステム上に一度リストアップすると、音楽
は、元々のＣＤ保有者だけでなく、何百万という他の個人にも利用可能となって
しまう、ことは明らかである。
(c) 黙認された利用
・インディースアーティスト、または有名アーティストによって黙認された複製と
いうのが、Ｙによって最後に主張されるフェア・ユースである。･･････しかし、
原告はこのような、または他の種類の非侵害の利用を禁じることを求めていない。

15

Recording Indus. Ass’n of Am. v. Diamond Multimedia Sys., Inc., 180 F.3d 1072 (9th Cir. 1999)
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No.20

Los Angeles News Service et al. v. CBS Broadcasting, Inc. et al., 313 F.3d 1093
(9th Cir. 2002)

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（Los Angels News Service）は、独立報道組織であり、他のニュー
スメディアに報道素材を提供している。ロス暴動発生後、X のヘリコプターは、白人レ
ジナルド・デニー氏が暴行を受けているところを上空から撮影し、本件映像を含む 4 本
の映像作品を作成した。X は本件映像等を各種報道機関にライセンスしている。
X は、被告・被控訴人の一人である CBS のニュース配信組織が、X に無断で本件映
像を無断で配信していることを見つけた。配信先の一つと思われるのが、被告・被控訴
人 Y（Court Television Networks）であった。
Y は、本件映像の中で、ウィリアム氏がデニー氏に煉瓦を投げつけているシーンを、
ウィリアム氏等の公判を報道する番組を宣伝するティーザー広告中に利用した。また、
Y は同じシーンを、自らの番組「プライム・タイム・ジャスティス」のオープニングの
モンタージュ映像に（オレンジ色の時計をかたどったフレームの後ろに、粒子の粗い、
薄い、白黒映像として）数秒間利用した。
X は Y 等を訴えたが、一旦和解のための話し合いが行われ、その間訴訟は取り下げら
れた。しかし、和解は失敗し、X は再び Y 等を訴えた。
フェア・ユースを認めた（Summary Judgement）

【地裁判決】

地裁は、（a）完全ではないが、主として、非営利的なニュース報道目的であること、
（b）モンタージュへの利用は変容力があること、
（c）利用した部分が少ないこと、
（d）
Y はニュース速報をしているわけではなくて公判中継をしており、X の競合者ではない
ため、本件映像の利用をライセンスする市場に著しく影響することはないこと、を理由
にフェア・ユースを認め、被告勝訴のサリージャッジメントを下した。
X が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
Y が本件映像を（入手経路は別として）ライセンスを得ることなく利用したことに争
いはない。
＜フェア・ユース＞
○総論
フェア・ユースを判断するにあたって、明確な線引きができるルールはなく、ケース
バイケース判断が必要であるとした上で、〔すべての要件が探求されるべきであり、
結果は、著作権の目的に照らして、まとめて考慮されるべきである：Campbell (B)〕を
引用。
○第１要素

→

わずかにフェア・ユースに有利

まず、「利用の目的と性格」について問う上で、もっとも重要なのは、フェア・ユー
スを主張している利用が変容力があるかないかという点である旨を述べ、〔最初の作
品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させることで、さらなる目的や異
なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否かであり、それは別の言葉で
言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」か、それはどの程度かを
〔変容力があることは、
問うことである：Campbell (D)〕と同趣旨の内容に言及した上で、
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フェア・ユースの認定のために絶対的に必須のものではない：Campbell (E)〕を引用。
具体的な当てはめとして、
・我々は以前に、X の暴動ビデオのニュース報道性にかかわらず、それらの単純な
再放送はそれ自身では変容力があるとは言えないと判断した。･･････多くの部分
で、Ｙによるビデオクリップの利用は変容力を持っていないようだ。X の 9 分間
の映像から、最も映像的に印象的な抜粋を抜き出すだけでは、何か新しいものを
付け加えたとは言えない。＜そこには、素材に対する現実かつ実質的な考慮が存
在しなければならず、それらに対して知的労働および判断が与えられなければな
らない。単なる安易な鋏での作業や、原作品の主要な価値を構成する本質的な部
分の抽出ではいけない：Folsom＞･･････本件で、デニー氏暴行のビデオクリップ
を単純に抜粋し、デニー氏の証言の最新状況からのビデオクリップと並べること
は、デニー氏暴行の様子を描写するという目的――そのニュース報道性･･････―
―を何も変更しない。
・ドラマ風の効果の編集の後に、プライム・タイム・ジャスティスを紹介するビデ
オモンタージュへ当該クリップを取り込むことは「変容」という概念によりあて
はまると主張できるであろう。少なくとも、モンタージュの展開は、単なる再発
行（republication）を超えた、創作的な要素を含んでいる点で説得的である。そ
して、それはニュース報道性を超えた目的に資している。
・今一点、この要素に影響を及ぼす追加の考慮事項は、Ｙの利用が、単純なニュー
ス報道、またはニュースについての報道というよりもむしろ、その番組内容を宣
伝する等の目的を持った、大いに商業的なものであることだ。Y が利益を得る目
的で作品を利用したことは決定的ではないが、分析の 1 項目である。しかしなが
ら、Ｙが当該クリップを活用したのは大いに商業的であったとしても、それは大
いに変容力のあるものであり、結果、商業目的の重要性を減じることになる。
番組のオープニングのモンタージュ部分は、番組の宣伝という意味で大いに商業
的であるが、そのモンタージュは大いに変容力があるので、商業的な利用の重要
性は薄れる。
一方で、番組内容を示すティーザーにおけるクリップについては、変容力が少な
く、故に、商業目的はより重要になる。そして、この利用は、モンタージュの場
合よりも、もっともらしくニュース報道（著作権法上有利な利用形態）と関連し
ている。事実、ジャーナリズムに特有のできことはウィリアム氏等の公判をカバ
ーしていることであり、それはＸのビデオが中心的に特集しているところでもあ
る。ニュース報道性のある出来事は、暴行シーンではなくて公判であるので、Ｙ
はＸと直接の競合関係にはない。
・宣伝利用とモンタージュ利用の両方とも、KCAL-TV 事件等の純粋侵害的な利用
から区別できるような側面を持っている。もっとも、著作物が証拠として裁判所
に提出される時の様子を報道している場合なら別として、どちらの場合もＹの商
業的目的は完全には減じられなかった。結局、この要素は、わずかにフェア・ユ
ースに有利である。
○第２要素

→ フェア・ユースに有利

・KCAL-TV 事件で判示したように、＜デニー氏暴行ビデオは情報的で、事実的で、報
道的である。それぞれの性格は大いに利用者に有利である。侵害者と主張されている
者による利用の前に発行されていたことも同様である。撮影者のカメラの能力の結果
として、創作的な側面がないとは言えないが、それでもこの要素は、フェア・ユース
を認めるのを容易にする：KCAL-TV＞
○第３要素

→

中立
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・Ｙによって利用されたのは数秒間である。
・利用された部分がわずかであっても、それは著作物の核心――最も価値があり関係し
ている部分――であるという主張は、本件でも一定程度適用される。しかし、本件で
の利用はわずか数秒である。またＸは、Reuters 相手の訴訟16でデニー氏が暴行され
ている 45 秒間が核心だと主張していたことを考えると、数シーンが核心だというＸ
の主張は説得力が弱い。
この要素の解釈に関する判例法は、もちろん法の求め（著作物全体との関係で利用さ
れた部分の実質性を考慮すること）に忠実であるが、分子を考慮する上では、利用の
目的と性質も関係してくることにも言及している。本件に関しては、
・Ｙが宣伝目的で使ったフレームは、Ｙが宣伝している対象物（ウィリアムス氏等
の公判）に密接に結びついている。
（筆者注：Y は）最も認識可能なフレームを
採用することで、必要以上に取り込むことを避けた。
・我々の判例法は、作品の最も重要な部分の侵害の方が、全体の複製に比べて、公
正であるとはしないが、そのような論理に限界がないわけではない。重要なフッ
テージの選択的な抜粋は、ある時点で、もはや「核心（heart）」の剽窃だとは性
格付けられなくなる。Ｙが利用したフレームの重要性――核心でなくても、少な
くとも心臓部（ventricle）に等しい――を否定しないが、デニー氏のビデオに関
する以前の事件において第 3 要素が X に有利であったのと比べると、今回はそれ
程 X に有利ではないと考える。その重要性に比して、複製された部分の短さを考
慮して、この要素は中立である。
○第４要素

→

フェア・ユースに有利

〔侵害者と主張されている者の特定の行為によって生じた市場の害の程度（を考慮す
る）：Campbell (V)〕〔被告によって行われた類の行為が、限定されずそして広範囲に行
われた場合に、原作品の潜在的な市場に実質的に悪影響を与えることになるか否かで
ある：Campbell (W)〕を引用した上で、
・プライム・タイム・ジャスティスのモンタージュ・シーンでの変容力のある利用
は、関連市場に影響する可能性はまずない。〔Campbell (X)〕
・公判の報道範囲を宣伝するための再放送――それは（以上で述べたように）変容
力が少ない――はより問題である。X は次のように主張する：まさにその当時、
当該暴動とそれを象徴するものとなった映像に対する関心が、公判によって再び
強まっていた。それゆえに Y は不正使用をしたのだ。（筆者注：Y が不正使用を
した）そのとき、デニー氏の映像のための正真正銘の市場が存在した。
しかしながら、関連する問題は、X の作品の 3 秒間の利用――すなわち、既に供
給過剰な市場における単なる追加利用というだけではなくて、報酬を支払われて
いない利用――が、本件映像全体を見せるためにライセンスする市場に実質的に
影響するか否かである。もし、フッテージをライセンスする唯一または最も重要
な理由が、ここで問題となっている特定の映像を何かしら利用する特権を得るた
めであれば、そのような影響はあったかもしれない。しかし、X の以前の訴訟に
おける立場は、45 秒全部の価値こそが作品の「核心」と呼ばれるにふさわしい、
というものであった。更に、X のライセンシーの全部ではないが多くは、映像を
数秒間以上（筆者注：利用すること）を必要とするニュースや関連番組の中で映
像を利用した。
・公正と主張している利用が広がった場合の市場への影響を想像しなければならな
いという Campbell 事件最判の忠告を、我々は心している。しかしながら、Y は、
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X とは全く異なる市場でビジネスを行っている。Y は、暴動の模様を見せるとい
う点で、そして同一の一般的なタイプのニュース速報を見せるという点でさえ、
X と競争していない。
○総合評価
中立とした実質性を除いて、各要素（特に著作物の性質）は、フェア・ユースに有
利であると結論づける。
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No.21

Leslie A. Kelly v. Arriba Soft Corporation,

336 F.3d 811（9th Cir. 2003）

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（Kelly 氏）は、プロの写真家である。
被告・被控訴人 Y（Arriba Soft Corporation）は、画像検索エンジンを提供している。
Y の検索エンジンでは、クローラーと呼ばれるプログラムがインターネット上を巡回し
てフルサイズのイメージを見つけ、Y のサーバーにダウンロードしサムネイルを作成す
る。検索結果の表示画面にはサムネイルが表示される。サムネイルをクリックすると、
元のサイトに接続してオリジナルの画像が表示される（具体的な表示方法は時期によっ
て異なる。）
X は、Y の検索サイトに自分の写真 35 枚（X 作品）がサムネイルとして表示される
ことを発見した。X の抗議を受けて、Y はサムネイルを削除し、X サイトをクローラー
の巡回対象から外した。数ヶ月後、Y は X からの訴状を受け取った。第三者のサイトに
掲載された X 作品が検索結果として表示されることを問題としたものであった。
フェア・ユースを認めた（Summary Judgement）

【地裁判決】

X は Y によるサムネイルの利用は、複製権、展示権（display right）、頒布権の侵害
になると主張して Summary Judgement を申し立てた。この申し立てに関して、X が
prima facie case を証明できていることを Y が認めたので、フェア・ユースに当たるか
否かが争点となった。
地裁は、第 1 要素と第 4 要素が Y に有利としてフェア・ユースを認めた。
X が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
（地裁において、Y は、X が prima facie case を証明できていることを認めている。
）
（なお、地裁はフルサイズイメージの表示に関しても Y 勝訴の Summary Judgement
を下したが、これは当事者が申し立てていない事項であるとして、この部分につい
ては覆した。
）
＜フェア・ユース＞
○総論
フェア・ユースの意義として、
〔著作権法が、創作性――著作権法がまさに育てよう
としているもの――を窒息させるような時、裁判所が著作権法の厳格な適用を避ける
ことを認める：Stewart (A)〕を引用した上で、我々はこの（筆者注：法定の）４要素を、
決定的、確定的なテストとして見るのではなくて、著作権法の目的に照らして、比較
考慮しなければならない。
○第１要素

→

Ｙ有利

最高裁は、著作物の商業的な利用は、この要素の下での検討を終わらせるという命題
を拒否した、とした上で、
〔この要素の検討の中心は、Story 判事の言葉のように、新
しい作品が、単に原作品の「目的にとってかわる（supersede the objects）」か否か：
Campbell (C)〕
〔最初の作品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させること
で、さらなる目的や異なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否かであ
り、それは別の言葉で言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」か、
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それはどの程度かを問うことである：Campbell (D)〕
〔新しい作品が変容力を持てば持つ
ほど、フェア・ユースを認定する上で不利になるであろう要素、たとえば商業性のよ
うな他の要素の重要性は小さくなる：Campbell (F)〕を順次引用。以下、具体的な当て
はめとして、
・地裁が認定したように、X 作品の（筆者注：Y による）そのような利用は商業的
であるが、それは伝統的な商業的利用と比べると、より付随的なものである一方、
あまり搾取的なものとはいえない。Y は X 作品を自身のサイトを直接的に宣伝す
るために利用しているのでもなければ、X 作品を販売することで利益を得ようと
試みているわけでもない。それどころか、X 作品は Y の検索エンジンデータベー
ス中の何千とあるイメージの一部に過ぎない。Ｘ作品の利用が著しく搾取的とい
うわけではないため、利用の商業的な性質はわずかにフェア・ユースに不利にな
るのみである。
・この要素についての第２の検討は、利用が変容力のある性質のものか否かである。
我々は、Ｙの利用が原作品の目的を単に代替するものか、それとも更なる目的や
異なる性質を付け加えるものかを検討する必要がある。我々は、ＹによるＸ作品
のサムネイルとしての利用は、変容力があると考える。
・ＹはＸ作品の正確な複製を作成したが、サムネイルは小さく、低解像度で、Ｘの
原作品とは全く異なる目的に供される。X 作品は芸術的なものであるが、Ｙによ
るＸ作品のサムネイルとしての利用は、芸術的な目的とは全く関係がない。Ｙの
検索エンジンは、索引を作ることを助け、インターネット上のイメージや関係す
るサイトへのアクセスを改善するためのツールとして機能する。事実、サムネイ
ルは原作品よりもずいぶん低解像度なので、ユーザーが、サムネイルを拡大して、
芸術的目的のために使うことはありそうにない。
・ＹはＸ作品を正確に複製し何も付け加えていないので、Ｙによる利用は変容力が
あるとは言えない、と X は主張する。
裁判所は、原作品を異なるメディアで再度伝達するに過ぎないときには、フェ
ア・ユースを認定するのをためらってきた。その例として Infinity 事件、KCAL-TV
事件等があげられる。しかし、それらの事件では原作品と同目的に利用されてい
たが、この事件には、Ｘ作品を異なるメディアで再送信(retransmission)するだ
け以上のものがある。ＹによるＸ作品の利用は、Ｘが目的としていたところと異
なる機能（インターネット上の情報へのアクセスを改善することと芸術的表現と
の違い）を果たす。･･････Ｙの利用はＸの利用を代替せず、むしろイメージのた
めの異なる目的を産み出すので、Ｙの利用は変容力がある。
著作権法は、創造性を促進し、その結果芸術家と公衆を利することを意図されている。
教育、研究、批評、そしてニュース報道のために、芸術的な作品を将来潜在的に利用
することを守るために、議会は、フェア・ユースの例外を作り出した。
本件に関しては、
・ＹによるＸ作品の利用は著作権法とフェア・ユース例外の目的とするところを促
進する。サムネイルは説明的または芸術的な目的のためには利用されず、それゆ
え原作品の需要を代替しないので、芸術的な創作性の首を絞めることはない。
・さらに、インターネット上の情報収集技術を向上させることによって、公益に資
する。フェア・ユースを認めた Bleem 事件では、比較広告は公益に資するとし
て第１要素をフェア・ユースに有利に解したが、同様に、検索エンジンは公益性
を有する一方で、Ｘ作品の完全性に対する損失は名目的なものでしかないので、
この要素はＹに有利である。
○第２要素

→

わずかにＸ有利
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＜創作的な性格を持つ作品は、事実的な作品よりも、意図された著作権保護の中心に
より近い：A&M＞、また、作家の表現が最初に世に出ることは既にすんでしまってい
るので、発行された作品はよりフェア・ユースになりやすい、とした上で、
・情報的かつ芸術的目的で公衆によって見られるものであることを意図されている
Ｘ作品のような写真は、一般的に創作的な性質である。
・Ｘ作品は、Ｙがそれらを検索イメージ中に利用する前にインターネット上に登場
していた。
・これら両方の要素を考慮すると、この要素はわずかではあるがＸに有利である。
○第３要素

→

中立

＜大規模な複製がそれ自体でフェア・ユースを排除することはないが、作品全体の複
製はフェア・ユースの認定に不利に働く：World Church of God＞ しかし、許される複製
は、利用の目的と性格によって異なる。もし、後続の利用が、意図された利用に必要
なだけ複製するのなら、この要素は利用者にとって不利になはならない。本件に関し
ては、
・この要素はいずれの当事者にも有利にも不利にもならない。
・（筆者注：検索結果画面において）ユーザーがイメージを認識し、当該イメージ
やオリジナルのサイトに関するより詳しい情報を求めるかどうかを決めるため
には、Ｙがイメージの全体を複製することは必要である。部分しか複製しないと
役に立たない。
○第４要素

→

Y に有利

〔侵害者と主張されている者の特定の行為によって生じた市場の害の程度（を考慮す
る）：Campbell (V)〕〔被告によって行われた類の行為が、限定されずそして広範囲に行
われた場合に、原作品の潜在的な市場に実質的に悪影響を与えることになるか否かで
ある：Campbell (W)〕を引用した上で、変容力のある作品は、著作物を単に代替する作
品に比べて、原作品の市場に不利な影響を与える可能性が少ない〔Campbell (X)〕。具体
的には、
・X 作品の潜在的な市場としては、①X が自身の Web サイトにインターネットユ
ーザーを誘引するために利用する場合、②他のサイトや写真データベース等に販
売する場合、が考えられる。
・①について、検索結果としてサムネイルを表示することで、検索エンジンは、ユ
ーザーに、他のどこか別のサイトではなくて、X のサイトを案内する。たとえユ
ーザーが（筆者注：検索結果）ページ上の情報よりもイメージ自身に関心を持っ
たとしても、それでも、フルサイズのイメージを見るためには X のサイトを訪れ
るしかない。･･････このことは、サムネイルが Y のデータベース中にのみ存在す
る場合だけではなくて、もっと広がって、他の検索エンジンのデータベース中に
も存在するようになっても、依然として正しい。
・②について、Y による X 作品の利用は、X がフルサイズのイメージを販売したり
ライセンスしたりするのを害しない。Y はサムネイルを、他者に販売したりライ
センスしたりしていない。サムネイルは解像度が低いので、サムネイルをダウン
ロードした者が、それを拡大してフルサイズイメージとして販売するのに成功す
ることもない。きれいなフルサイズイメージを見るため、作るため、販売するた
めには、X のサイトを訪れる以外ない。

-【参考資料 1】p 82-

○総合判断
４つの要素を検討して、２つが Y に有利、１つが中立、１つがわずかながら X に有
利であったことを踏まえて、Y による X 作品の検索エンジン上でのサムネイルとして
の利用はフェア・ユースであると結論づける。
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No.22

Elvis Presley Enterprises, Inc., et al. v. Passport Video, et al.,
Cir. 2003)

357 F.3d 896 (9th

【事案の概要】
原告・控訴人 X（Elvis Presley Enterprises 等）は、エルビス・プレスリーに関する
映像、写真等について著作権を有している会社等である。
被告・被控訴人 Y（Passport Video 等）は、「The Definitive Elvis」と題する 16 時
間に及ぶドキュメンタリービデオ（Y 作品）を作成し販売している。Y 作品は、エルビ
スに関する徹底的な伝記であり、製作に当たって、プロデューサーは 200 人あまりにイ
ンタビューした程である。
Y 作品では、X が著作権を有する著作物を様々に利用している。例えば、テレビへの
出演シーン（数秒から 30 秒程度）に、インタビューによるコメントなどを付け加えた
ものは、Y 作品全体の５～10％程度になる。また、エルビスの登場シーンについて論じ
た後で、コメント的な音声を重ねることなしに、エルビスの映ったビデオクリップをそ
のままながす場合もあった。多くは 10～30 秒程度であったが、累積すると、元の番組
等のかなりの部分に匹敵した。写真は、その内容についてのコメントがないのに、画面
を埋めるために使われており、また、音楽はバックグラウンドミュージック的に使われ
ることもあった。
X は、Y 作品が著作権を侵害するとして、Y を訴えた。
（なお、Y は X 中の一部の物にライセンスを求めたことがあったが、X の側で、類似す
る作品を検討していたためにライセンスを拒否されている。）
【地裁判決】

フェア・ユースが否定される可能性が高い（仮差止めを命じた）

地裁は、Y による利用はフェア・ユースにならないとして、販売禁止の仮差止めを命
じた。
Y が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
Y が X の著作物を、ライセンスを得ることなく、Y 作品中に利用したことに争いはな
い。
＜フェア・ユース＞
○総論
フェア・ユースの検討は、明確な線引きで単純化できず、ケースバイケースの分析を
必要とする、とした上で、〔すべての要件が探求されるべきであり、結果は、著作権
の目的に照らして、まとめて考慮されるべきである：Campbell (B)〕を引用する。
○第 1 要素

→

互角（地裁はフェア・ユースに不利）

＜決定的ではないが、新しい作品が、非営利の対照としての商業的であることは、フ
ェア・ユースの認定に不利である：Harper & Row (C)から部分引用＞ さらに、新しい利用
者が著作権を商業的な収入のために活用する度合いは――商業的事業の一部として
付随的に利用するのと対照的に――私たちが、
（筆者注：第 1 要素を構成する）1 項目
としての商業的な性質に与える重要性に影響する。
ただ、第 1 要素についてより重要なのは、新しい作品に変容力があるかどうかである
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として、
〔この要素の検討の中心は、Story 判事の言葉のように、新しい作品が、単に
原作品の「目的にとってかわる（supersede the objects）」か否か：Campbell (C)〕〔最
初の作品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させることで、さらなる目
的や異なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否かであり、それは別の
言葉で言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」か、それはどの程
〔新しい作品が変容力を持てば持つほど、フェア・
度かを問うことである：Campbell (D)〕
ユースを認定する上で不利になるであろう要素、たとえば商業性のような他の要素の
重要性は小さくなる：Campbell (F)〕を引用。
本件についての具体的当てはめとしては次のようになる。
・まず、Y の利用は、伝記ではあるが、性質として明らかに商業的な物である。よ
り明確には、Y は自身がライセンス無く利用した著作権から直接的に利益を得て
いる。
・次に、Y による X の著作権の利用は、首尾一貫して変容力があるわけではな
い。･･････この要素は互角である。裁判所は、新しい作品が著作権のある素材を
元の素材の目的とは異なる目的で利用するとき、新しい作品に「変容力がある」
としてきた。Y による TV 番組の場面の利用の多くは変容力がある。なぜなら、
それらは、傑出したエンターテナーの人生における歴史的参照点として引用され
ているからである。Y 作品の伝記としての性格により、これらの場面を表示する
目的は、純粋娯楽から、エルビスの人生の物語の一部を語ることに変容している。
しかし、映画の場面の多くは、この良性の目的を超えて使われてしまっている。
それよりも、原告が正当に所有する娯楽目的で再放送しているだけである。Y 作
品はそのパッケージに（筆者注：娯楽目的であることを）大いに宣伝しているの
で、これは視聴者にとっては驚くべきことではない。
・我々は、この要素を、一から再吟味する場合ならどう解決するかを決する必要は
ない。我々の審理は、地裁が（筆者注：仮差止め命令を出すに当たって）その裁
量権を濫用したかどうかである。地裁は第 1 要素はフェア・ユースに不利と結論
づけたが、それが誤った法的規準によるとか、明らかに事実誤認があるとまでは
言えない。
○第 2 要素

→

互角（地裁は X に有利）

まず一般論として＜法は一般に、創作的または創造的な作品よりも、事実的な作品の
〔一定の作品
流布の必要性をより大きく認識している：Harper & Row (E)＞とした上で、
は、他の作品に比べて、意図された著作権保護の核心（core）により近くなるため、
前者が複製された場合、フェア・ユースの立証はより難しくなる、という結論を、こ
の要素においては認識する必要がある： Campbell (Q)〕を引用し、更に、発行された
（published）作品は、後続する利用者によるフェア・ユースを認めやすい、旨も付け
加える。
本件への具体的当てはめについては、
・テレビ番組の場面は互角である。一方で、出演シーンやコンサートシーンは創作
的な性質である･･････他方で、それらのシーンは、「ニュース性のある」イベン
トと性格付けられるような意味も持つ。
・写真は、大抵の場合、ニュース性のあるイベントを描写しているわけではなくて、
むしろ写真家の芸術的作品となっている。更に、オリジナルの楽曲が本質的に創
作的であることは、議論の余地がない。
・地裁は全体として、この要素を X に有利と判断したが、そのような結論に達する
のは裁量権の濫用であるとは言えない。
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○第３要素

→

X に有利

〔この要素は、取り込まれた作品の量と取り込まれた部分の重要性を評価する。〕 量
に関して言えば＜複製は、それが侵害作品の関係で非実質的だからと言って、免責さ
れない：Harper & Row (F)＞一方で、利用されている量が侵害作品に関して実質的であれ
ば、それは当該（筆者注：利用された）著作物の価値の証拠である。利用された作品
の質的性格については、著作物の「核心（the heart）」が取り込まれたかどうか･･････
を見る。最後に、新しい利用者が、彼または彼女の意図した利用のために必要なだけ
複製する場合、この要素はフェア・ユースに不利にはならない。
本件に関しては次のように判断した。
・わずかのシーンを伝記的な目的のために、（筆者注：過去の）出来事の参照とし
て利用することは公正であろうが、シーンを何度も何度も利用することは、もは
や伝記的な目的とは言えない。･･････しかも利用されているシーンは、多くの場
合、作品の核心部分である。
・地裁は、この要素も X 有利と判断したが、この結論は裁量権の濫用ではない。
○第４要素

→

互角（地裁は X に有利）

まず一般論として、この要素は、＜疑いなく最も重要な要素である：Harper & Row (H)
＞と述べる。
〔侵害者と主張されている者の特定の行為によって生じた市場の害の程度（を考慮す
る）：Campbell (V)〕〔被告によって行われた類の行為が、限定されずそして広範囲に行
われた場合に、原作品の潜在的な市場に実質的に悪影響を与えることになるか否かで
ある：Campbell (W)〕を引用した上で、新しい作品に変容力があればあるほど、新しい
作品による著作物の利用が当該著作物の市場に影響する可能性は低くなる〔Campbell
。
(X)〕
もし、新しい作品の目的が商業的なものなら、＜市場の害の可能性は推定される：Sony
(E)から部分引用＞

本件に関しては次のように判断した。
・第 1 に、Y の利用は商業的であり、故に市場の害は推定できる。
・第 2 に、この種の利用（筆者注：本来ならお金を払って利用するテレビ出演シー
ンを利用すること）が広範囲に広がれば、X が著作物を販売する市場を傷つける
可能性が高い。しかし、この結論は、音楽や写真には当てはまらない。これらの
作品に関する市場において、Y 作品を、適正にライセンスされた製品の代わりに
買おうと思う者は居そうにもないからだ。
・第 3 に、Y によるテレビ出演シーンの利用は、ときに、変容力がないものであり、
これらの利用は X の原作品と同一目的で機能しているので、これらの利用は市場
に影響する可能性がある。
・我々は、この要素がどちらかに強力に有利ではないと考えるが･･････この要素を
分析する上で、地裁が裁量権を濫用したとは思わない。
○総合評価
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この事案を地裁判事のように一から判断するのなら、どのように判断するかを表明す
るつもりは本日の判決にはないことを強調しておきたい。代わりに、我々の検討は、
地裁がその裁量権を濫用したか否かに限っている･･････。
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No.23

Matel Inc., v. Walking Mountain Productions, et al.,

335 F.3d 792 (9th Cir. 2003)

【事案の概要】
原告・控訴人 X（Matel Inc.）は、バービー人形で有名なおもちゃメーカーである。
被告・被控訴人 Y（Thomas Forsythe。別名 Walking Mountain Productions）は、
独学の写真家である。Y は、社会的・政治的に含意のある写真を撮っている。1997 年、
Y は Food Chain Barbie（Y 写真）と名付けられた 1 連の写真 78 枚を撮影した。それ
らは、ヌードのバービー人形にセクシーなポーズを取らせ、古いキッチン用品と共に並
べたものであった。Y は、その写真を通じて、
「バービーと関連づけることで、女性を
物として見ることへの批判を行い、バービーが体現している因習的な美の神話と女性を
物として受け取る社会的風潮をこき下ろすこと」を試みたと言う。また、バービーのパ
ロディを選んだのは、「バービーは、美と強迫概念的な完璧さに関する消費者の文化の
不確実さを糧とするもっとも永続的な商品である」と考えたからだとする。
Y 写真の販売はあまり成功せず、葉書や名刺にして配ったり、Web サイトに掲載して
販促活動を行ったりしたが、売り上げは限られていた。
X は、Y 写真が自身の著作権等を侵害するとして、Y を訴えた。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めた（Summary Judgement）

地裁は、Y 写真は、①バービーを批判するパロディである、②目的のため必要な部分
のみ複製した、③X の製品やそのライセンシーの製品に対する市場の需要に影響しない、
ことをあげて、フェア・ユースが成立するとして、Y 勝訴の Summary Judgement を
下した。
X が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
X は、バービー人形の頭部およびその部分（腕、脚、首、肩、臀部）の著作権を有して
いる。Y がバービー人形を写真に撮り、それを複製したことは明らかである。
＜フェア・ユース＞
○総論
フェア・ユースは、著作権法の厳密適用が著作権法の目的に却って害になるとき、そ
れを避けるためのものであり＜Stewart (A)＞、ケースバイケースで判断されるべきであ
り、4 要素は全てが検討されるべきであり、結果はまとめて考慮されるべき＜Campbell
(B)＞である。
○第 1 要素

→

大いに Y に有利

この要素の検討においては、新しい作品にどの程度変容力があるか、そして原作品を
置き換えないか、そして当該作品の目的が営利かまたは非営利か、を問うことになる。
〔Campbell (C)(D)(N)〕
パロディに関しては次のように述べる。
当巡回区では、＜パロディストは、パロディの対象を思い出すかまたは想起する
ために必要なもの以上を取り込まないなら、著作物のフェア・ユースを許され
る：Dr. Seuss＞とした上で、〔著作権法の目的に照らして、関係する要素をクリア
しなければならない：Campbell (K)〕を引用する。
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＜閾値となるのは、パロディとしての性格が合理的に認識され得るかである：Dr.
Seuss＞
X は、パロディになるかどうかの判断に、アンケート調査の結果を利用すること
を求めたが、パロディかどうかの問題は、法の問題であり、公衆の多数の意見の
問題ではない、として退けた。
〔先行する著者の作品に、少なくとも部分的に、コメントするような新しい作品
を創作するために、先行する著者の作品の要素をいくらか使用していることであ
る：Campbell (G)〕を引用した上で、原作品がパロディの唯一の対象である必要は
ない。パロディは、〔一定程度、原作品を注釈し、または批評する物として、合
理的に受け止めることができる〕かぎり、〔もっと緩やかに原作品を標的にでき
る〕
次のように本件に関する当てはめを行った上で、この要素は大いに Y に有利と判断し
た。
・Y の作品はバービーのパロディとして合理的に受け止めることができる。
・Y が意図した批判や、彼が感じた悪影響――バービーがジェンダーの役割や女性
の社会的地位に与えている悪影響――を見出すことは難しくない。
・バービー人形との組み合わせを進め変容することで、Y は一種の社会的な批評と
パロディ的な言論――修正第 1 条項によって保護され著作権法によって促進さ
れる言論――を創作した。
なお、Y 作品の商業性については、〔商業性がフェアさの認定を否定する上で推定力
を持つならば、そのような推定は、ニュース報道、解説、批評、教育、学術、研究の
ような、107 条の前文に説明的に列挙された利用方法のほとんどすべてを飲み込んで
しまう。なぜなら、これらの行為は、我が国においては一般に利益を求めて行われる
〔新しい作品が変容力を持てば持つほど、フェア・ユースを
からである：Campbell (O)〕
認定する上で不利になるであろう要素、たとえば商業性のような他の要素の重要性は
小さくなる：Campbell (F)〕を引用した上で、
・Y 作品の非常に変容力のある性格と、パロディ的な質を考慮すると、その商業的
な質は、それ程重要ではなくなる。
○第２要素

→

Y に少し不利

Dr. Seuss 事件控訴最判の、創作的な作品は、情報的・機能的な性質の作品よりも、
著作権保護の核心に近く、フェア・ユースになり難い、と言う部分を引用した上で
・バービー人形は創作的であるが、＜この要素は一般に、全体的なフェア・ユース
の比較衡量において、あまり重要性を持たない：Dr. Seuss＞
○第３要素

→

Y に有利

我々は、〔許されるべき複製の程度は、利用の目的と性格によって変化する：Campbell
〔行われた特定の複製に対するパロディストの正当化の説
(R)〕ことを認識した上で、
得力〕を評価する。
本件については、
・本件で著作物は人形のデザインであり、侵害作品はその人形を含む写真である。
Y は、人形をバラバラに分断すること（筆者注：という、付け加えを伴わない行
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為）を除けば、人形のまわりの状況を創作し、写真の中に、その状況を捉えるこ
とによって、人形に付け加えることを行わなければならない。我々の目的のため
には、Y による利用は、楽曲の基本的部分を取り込んだ上で、作品を変容する要
素を付け加えたパロディスト（筆者注：2 Live Crew）による利用との間に異なる
ところがない。
また〔特定を保証するために十分なものが、ひとたび取り込まれたならば、それ以上
どれだけが合理的かは、作品の主たる価値が原作品をパロディすることである程度と、
パロディが原作品の市場における代替物として機能する可能性による：Campbell (T)〕
を引用した上で
・Y によるバービー人形とその頭部の複製の程度は、Y のパロディ的な目的と利用
されたメディアに照らして、正当化できる。
○第４要素

→

Y に有利

第 4 要素は（筆者注：2 つのことを問うものである。すなわち）、実際の市場の害が、
原告の保護された作品を被告が利用したことから生じるのか否か、そして、〔被告に
よって行われた類の行為が、限定されずそして広範囲に行われた場合に〕原作品また
はその派生物の〔潜在的な市場に実質的に悪影響を与えることになる：Campbell (W)〕
か否かである。
この要素は、＜当該利用が許された場合に公衆が受け取る利益と、当該利用が否定さ
れた場合に著作権者が受け取る個人的な利益の間の比較考慮を求める：Dr. Seuss＞こ
とを試みるものである。＜侵害と主張されている利用が、著作権者の期待利益に与え
る有害な影響が少なければ少ない程、当該利用を正当化するために証明されるべき公
衆の利益は少なくなる：Dr. Seuss＞
本件については、
・Y 作品のパロディ的な性格故に、それが X の市場における、または X のライセン
シーの市場における製品を代替することは、まずあり得ない。
・バービーに非常に批判的な作品を創作する芸術家に対して、X がライセンスする
こともありそうにない。
〔創造的な作品の創作者が、自分の作品の批判的な論評
や風刺をライセンスすることはありそうにもないため、そのような利用は、潜在
的なライセンス市場の考えから、除いて良い。
〕
・Y がバービーの価値を害したと X は主張する。しかし、第 4 要素は、特に強力な
批評的作品の結果として著作物の価値が減少しても（筆者注：著作権法上の問題
としては）認識しない。
・我々は批評的な作品が批評的な側面を超えた次元を持ち、著作物の潜在的な市場
に影響する可能性を認識する。故に、市場の害を判断する上では、作品の批評的
な側面を見るだけでなく、もっと一般的に、作品それ自身も見なければならない。
しかし、Y 作品はヌード、そしてしばしばセクシーな姿を描写するので、それは、
X がまずライセンスしそうにもない芸術写真の類型である。･･････Y 作品はバー
ビーの大人向けの芸術的写真市場における作品の代替物になり得るのみである。
我々は、X はそのような市場に参入しないし、ライセンスして他者にそれをさせ
ることもないだろうと、考えても大丈夫だろう。Campbell 事件最判も言うよう
に、〔潜在的な派生的利用の市場には、原作品の創作者が一般的に活用し、活用
のために他者にライセンスするものみが含まれる：Campbell (Z)〕
・批評や注釈のための参照としてバービーを利用する芸術作品の類に対しての完全
なコントロールを X に許すことは、公衆の利益にはならない。
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○総合評価
・Y 作品は、バービーのパロディであり、大いに変容力がある。X の人形を利用し
た分量も正当化可能である。Y による侵害的な行為は、派生的利用に対する X の
市場に認識可能な影響を持たない。最後に、そのような利用を許すこと――芸術
的自由と、表現と、文化的偶像への批判を許すこと――が公衆に与える利益は大
きい。
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No.24

Wall Data Inc. v. Los Angeles County Sheriff’s Department, et al., 447 F.3d 769
（9th Cir. 2006）

【事案の概要】
原告・控訴人 X（Wall Data 社）は、特定 OS を利用しているコンピュータが別の OS
を利用しているコンピュータに保存されているデータを利用可能とするソフトウェア
（X ソフトウェア）を製造販売している。
被告・被控訴人 Y（Los Angeles County Sheriff 局等）は、新築のツイン・タワーの
コンピュータに X ソフトウェアを導入することとした。当初は、1 台ずつインストール
していたが、手間がかかりすぎることと、またどのパソコンが X ソフトウェアを必要と
するか予め分からなかったこともあって、途中からインストール方法を変更した。具体
的には、1 台のコンピュータに基本的な構成をインストールし、そのハードディスクの
内容を残りのコンピュータに同時に転送する方法であり、ハードディスク・イメージン
グと呼ばれている。
Y は合計 3663 台分のライセンスを購入したが、実際には、6007 台のコンピュータに、
ハードディスク・イメージングを施した。もっとも、Y のコンピュータはネットワーク
に接続されており、ネットワーク上のサーバーに導入されているシステムによって、同
時に X ソフトウェアを利用できるのは 3663 台を超えないように管理されていた。
実情を知った X が Y を訴えた。

【地裁判決】

フェア・ユースを否定（Summary Judgement）

Y は、自らの行為は契約違反ではなく、また著作権法 107 条または 117 条によって著
作権侵害とはならない旨主張した。
地裁は、Summary Judgement でフェア・ユースの抗弁を退け、その後の陪審公判の
結果、著作権侵害と損害賠償が認められた。
Y が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
著作権侵害行為自体は争いになっていない。
＜フェア・ユース＞
○総論
1 世紀以上にわたって、裁判所はフェア・ユース法理の下で、さもなくば侵害となる
著作物の利用を免責してきた。･･････著作権法はフェア・ユースの抗弁を条文化し、
フェア・ユースとなる 6 つの例に言及した･･････。
フェア・ユースの抗弁は、著作権法の基本的な目的（著作物を「公益が個人の権利と
十分に合致するように」もっとも有益に利用すること）を支えている。
4 要素全てが Y に有利である必要はない。
これらの要素を検討するときには、「合理的な著作権者」であれば当該利用に同意す
るだろうというような場合、例えば、その時点での「慣例または公序（custom or public
policy）」が当該利用を合理的なものとするようなとき、フェア・ユースは適切である
ということを心に留めおく。

-【参考資料 1】p 92-

Y は、ライセンスで許された利用を最大限に拡げるために、技術を適用したに過ぎな
いのであるから、自らはフェア・ユースの抗弁を与えられると主張している。われわ
れは、フェア・ユースは著作権法を活発な技術的革新に適合させ、著作権法の過剰な
厳格適用に抵抗するための道具であることを心に留めている。にもかかわらず、
〔著
作権法の目的に照らして：Campbell (B)からの部分引用〕、控訴審においてフェア・ユースの
4 要素を改めて検討した結果、我々は、Y はフェア・ユースの抗弁を与えられないと
結論する。
○第 1 要素

→

フェア・ユースに不利

最初の関心は、Y の利用が変容力のあるものかどうかである。〔新しい作品が変容力
を持てば持つほど、他の要素の重要性は少なくなる：Campbell (F)からの部分引用〕被告が
原告の著作物を変更するような場合や、被告が原告の著作物を新しい創作に変容する
ような異なる文脈で利用する場合のみ、利用に変容力があると考えられる。
・Y は X ソフトウェアの正確な複製物を作り出した。Y はそれらの複製物を、オリ
ジナルのソフトウェアと同一の目的で利用した。そのような利用は変容力がある
とは考えられない。
・次に、X ソフトウェアを複製するために Y がハードディスク・イメージングを利用し
たことは、知識や芸術の進歩（著作権法が保証したいと意図している目的）を促して
いない。･･････故にそのようなものを「フェア・ユース」として許すことは、著作権
法の究極の目的を推進しない。
・最後に、Y の利用は商業的な性質のものである。Y は、X ソフトウェアの複製物の全
てが実際に使われるわけではなく、Y は X と競合しない政府組織なので、その利用は
「商業的に意味がない」ものと主張する。我々はこれに同意しない。Worldwide Church
of God 事件で説明したように、＜著作物の繰り返される搾取的な複製は、たとえ複製
物が販売に供されなくても、商業的な利用となり得る：Worldwide Church of God＞＜著作
物の繰り返される搾取的な無許諾複製が、許諾済み複製物の購入にかかる費用の節約
に役立つことを示すことで、［商業的な利用は］証明される：A&M＞
・X ソフトウェアのライセンス契約は、特定の 1 台のコンピュータのみへのインス
トールを規定し、複数コンピュータや複数人での利用を禁止している。にもかか
わらず、Y はツイン・タワーのほとんど全てのコンピュータに、X ソフトウェア
をインストールした。Y は、ハードディスク・イメージングを利用することで、
ツイン・タワーの各コンピュータに個々にソフトウェアを個別にインストールす
ることに伴う、人件費を削減し、可能性のあるミスを取り除いた。また、ハード
ディスク・イメージングを利用することで、仕事のために割り当てられたコンピ
ュータがどれであっても、X ソフトウェアを利用する必要のあるユーザーが、ソ
フトウェアにアクセスできることを確実にした。このような柔軟性は、ソフトウ
ェアがロードされるコンピュータ毎にライセンスを購入すること、またはより制
限的でないライセンスを X と交渉することでのみ実現されるはずである。したが
って、＜許諾済みの複製物の購入にかかる費用を節約するために当該複製物は作
成された＞ので、Y の利用の「目的と性格」は、商業的であると我々は、結論づ
ける。
○第 2 要素

→

フェア・ユースに不利

フェア・ユースの第 2 要素を分析する上で、我々は著作物の性質（創作的な作品は＜
情報的かつ機能的な作品に比べて、著作権が意図する保護の核心により近いところに
ある：Dr Seuss＞）を見る。また、我々の同輩の控訴裁は、この要素の下で、著作物が
＜財政的な見返りを期待した、時間と労力の実質的な投資＞を象徴しているかどうか
を考慮してきた。
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・X ソフトウェアは純粋に創作的な作品ではない。にもかかわらず著作権法はコン
ピュータ・ソフトウェアを保護している。
・さらに、X ソフトウェアが数年にわたって開発され、X が数百万ドルの投資をす
ることが必要であったことに関して、X は争いのない証拠を提出した。
○第 3 要素

→

フェア・ユースに不利

「著作物全体にとって利用された部分の量と実質性」が「複製の目的にとって合理的」
かどうかを考慮する。
・Y は、ツイン・タワーの全てのコンピュータが同一の複製物を保有することを確
実にするために、X ソフトウェアの全体を複製した。＜作品の目的が原作品と異
なるとき、全部の逐語的な複製は正当化できる：Matel＞が、Y は、オリジナルの
ソフトウェアのライセンスが購入されるのとまさに同じ目的のために、複製物を
利用した。
○第 4 要素

→

フェア・ユースに不利

フェア・ユースの最後の要素に関しては、著作物の通常の市場に焦点をあてると共に、
侵害と主張されている利用が、著作物の潜在的な市場や価値を脅かすか否かに焦点を
当てる。
＜この要素は、当該利用が許された場合に公衆が受け取る利益と、当該利用が否定さ
れた場合に著作権者が受け取る個人的な利益の間の比較考慮を求めることを試みる
ものである。侵害と主張されている利用が、著作権者の期待利益に与える有害な影響
が少なければ少ない程、当該利用を正当化するために証明されるべき公衆の利益は少
なくなる：Matel＞
・著作権のあるソフトウェアを、ユーザーが契約した以上に利用するときはいつで
も、製品の正当な市場に影響する。ハードディスク・イメージングはコンピュー
タ・ソフトウェアをインストールする効率的かつ効果的方法かもしれないが、
〔被
告によって行われた類の行為が限定されずそして広範囲に行われた：Campbell (W)
からの部分引用〕とき、それはソフトウェアの数を超えた利用に結びつく。
・Y のシステムによって、X は、どのコンピュータが X ソフトウェアにアクセスし
ているかを独自に検証することができないため、X は Y を信じるしかない。故に
システムは、
（物理的なインストールが不要なので）著作権侵害をより容易にし、
数を超えた利用の探知をより難しくする。
・ソフトウェアは（筆者注：ライセンス）数を超えて利用されることが容易である
ことを認識して、裁判所は、ソフトウェアの著作権侵害を容易にする手段に保護
を拡大することに慎重であった。
・ライセンスを超えたハードディスク・イメージングの「広範な利用」は、X ソフ
トウェアの市場を深刻に害し得る。
○総合評価
・フェア・ユースの 4 要素を考慮した結果･･････何も、Y のフェア・ユース抗弁に
有利に作用するものはない。我々は故に、Y はフェア・ユースの抗弁を与えられ
ないと判断する。我々は、Y のフェア・ユースの抗弁に関する地裁の summary
judgement を肯定する。
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No.25

Perfect 10, Inc., v. Amazon.com, Inc., et al.,

508 F.3d 1146（9th Cir. 2006）

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（Perfect10）は、ヌードモデルの画像のライセンスや販売を行って
いる事業者である。Ｘはパスワードによるログインが必要な会員制有料サイトでユーザ
ーに画像（X 画像）を提供している。また、携帯電話向けの利用のために訴外 A 社に、
縮小サイズの画像をライセンスしている。
被告・被控訴人 Y（Google）は、画像検索エンジンを提供しており、同じく被告・被
控訴人である Amazon.com は、Y の検索エンジンを利用したサービスをユーザーに提供
している。Y の検索エンジンでは、クローラーと呼ばれるプログラムがインターネット
上を巡回してフルサイズのイメージを見つけ、Y のサーバーにダウンロードしサムネイ
ルを作成する。検索結果の表示画面にはサムネイルが表示される。サムネイルをクリッ
クすると、元のサイトに接続してオリジナルの画像がインラインリンクで表示される。
Y は検索エンジンの運営だけではなくて、Adsense と呼ばれるシステムによっても収入
を得ている。このシステムに参加する web サイト（パートナーと呼ばれる）には、Y が
送信するデータにしたがってサイトの内容に関連した広告を自動的に表示する。広告収
入は Y とパートナーで配分している。
Ｙのクローラーはパスワードを必要とするサイトにはアクセスできず、そこに掲載さ
れた画像が検索対象になることはない。しかし、X のユーザーが、Ｘに無断で X のサイ
ト以外に掲載したＸ画像はＹ検索エンジンの対象となる。したがって、Ｙのユーザーの
検索要求に応じて、サムネイルが表示され、また無断でＸ画像を掲載しているサイトへ
のリンクも表示される。
ＸはＹ等を訴えた。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めなかった（仮差止めを命じる）

地裁は、Y によるサムネイルの利用が、X の展示権（display right）を侵害するか否
かについて、Ｘが勝訴する可能性は高いとした上で、Kelly 事件と本件は異なるとして、
フェア・ユースを認めなかった。
地裁は、Y が X の画像につきサムネイルを作成し展示することを禁じる仮差止め命令
を出したが、フルサイズの X 画像を無許諾で掲載するサイトにリンクすることは禁じな
かった。
X が控訴し、Y も控訴した。
【控訴裁判決】

フェア・ユースを認めた

（二次的侵害については差し戻し）

＜前提としての著作権侵害＞
Y によるサムネイルは、Ｘの展示権を侵害することについて、Ｘは prima facie case
を証明できている。
＜フェア・ユース＞
○総論
（筆者注：フェア・ユースの）抗弁は、先行するアイデアの上に築かれる新しいアイ
デアの発展を推奨すると共にそれを可能とし、故に、創作者の作品を保護するという
著作権法の目的に対して必要な均衡をもたらす。
〔著作権保護の揺籃期から、
「科学お
よび有用な技芸の発展を促進するため」著作物をフェア・ユースする機会が必要であ
ると考えられてきた：Campbell (A)〕および〔著作権法が、創作性――著作権法がまさに
育てようとしているもの――を窒息させるような時、裁判所が著作権法の厳格な適用
を避けることを認める：Stewart (A)〕を引用。
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我々はフェア・ユースの分析において柔軟であるべきだ。明確な線引きのできるルー
ルはなく、ケースバイケースの分析が必要である。４つの要素は独立に扱われるべき
ではなくて、
〔すべての要件が探求されるべきであり、結果は、著作権の目的に照ら
して、まとめて考慮されるべきである：Campbell (B)〕
・本件でフェア・ユース分析を行う上で、我々は Kelly 事件によって先導される。同事
件では、本件で問題となっているのと、実質的に同じ形で著作権のある写真が利用さ
れた。
○第１要素

→

Ｙに大いに有利

この検討の中心的な目的は、〔新しい作品が「変容力がある」かどうか、それはどの
〔原作品の目的に単に取って代わるのではなくて：Campbell
程度かである：Campbell (D)〕
、むしろ、
〔最初の作品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させるこ
(C)〕
とで、さらなる目的や異なる性格を伴い、何か新しいものを付け加え：Campbell (D)〕
ているとき、作品は「変容力がある」。逆に、新しい作品が〔原作品の利用に取って
代わる：Harper & Row〕とき、当該利用はフェア・ユースではない。
Campbell 事件最判が言うように、
〔変容力がある作品〕というのは〔原作品を新しい
表現や、意味、または主張を伴って変化させる〕ものである。＜被告が原告の著作物
を変更するような場合や、被告が原告の著作物を新しい創作に変容するような異なる
文脈で利用する場合のみ、利用に変容力があると考えられる：Wall Data＞
・Ｙによるサムネイルの利用は大いに変容力がある。Kelly 事件で我々は、Arriba
によるサムネイルの利用は変容力があるとした。
・画像は元々、娯楽的、芸術的、または情報的な機能を果たすために創作されただ
ろうが、検索エンジンは画像を、ユーザーに情報の出所を示すポインターに変容
した。〔パロディは、先行作品に光を投じることによって、社会的な利益を提供
することができる〕故に、〔パロディが、変容力のある価値に値する明らかな資
格を有している〕のとちょうど同じように、検索エンジンは、原作品を新しい作
品、すなわち、電子的な参照ツールに組み入れることによって、社会的な利益を
提供できる。事実、検索エンジンは、パロディよりも変容力がある、なぜなら、
パロディは典型的には、原作品と同じ娯楽目的を持つ一方で、検索エンジンは原
作品の完全に新しい利用を提供するからだ。
言葉を換えれば、検索エンジンは、画像を新しい創作に変容するような異なる文
脈に、画像を置くことになる。
・ＹがＸ画像の全体を検索エンジンの結果に取り込んだという事実は、Ｙの利用の変容
力のある性格を減じない。･･････Kelly 事件で判断したように、＜原作品と異なる機
能を果たしている限り、作品の正確な複製であっても変容力がある：Kelly＞
変容力を肯定した Nez 事件と、否定した World Church of God 事件および Infinity
事件を比較した上で、本件では、ＹはＸの画像を異なる目的を果たす新しい文脈で利
用している。
・地裁は、Ｙによるサムネイルの利用は、Ｘが縮小サイズの画像を携帯電話向けに販売
する権利を代替する（ユーザーは、Ｘから縮小サイズの画像を購入する代わりに、無
料で提供されるＹのサムネイルをダウンロードする）ので、Arriba 事件の場合と比べ
て変容力が弱いと判断した。
また、Kelly 事件では、その商業的な側面は典型的なものよりも非搾取的なので、フ
ェア・ユース認定にわずかに不利にすぎないとされたが、地裁は、Adsense プログラ
ム（Ｙの収益に直接関係する）を利用している Web サイトの所有者が、侵害作品を
掲載しているので、商業的性格は強化され、本件は Kelly 事件とは違うとした。
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・著作権法の目的に照らして、事案毎の分析を行うならば〔Campbell (B)〕、我々は、Ｙに
よるサムネイルの代替的かつ商業的な利用と、Ｙによる重要な変容力ある利用とを比
較衡量しなければならない。同様に、Ｙの検索エンジンが著作権の目的を促進し、公
衆の利益に役に立つ程度も比較衡量する必要がある。
・我々は、本件における代替的な利用は現時点で著しいものではないと特筆する：地裁
は携帯電話での利用のためのダウンロードが生じたことを認定していない。さらに、
ユーザーを侵害コンテンツを掲載している Adsense パートナー（筆者注：の web サ
イト）へと誘導するためにサムネイルを利用することによって、Kelly 事件には存在
しなかった商業的な側面を付け加えるが、この商業的な要素が著しいものであるとは
決められなかった。
・我々は、付随的な代替的利用や、Ｙの検索エンジンや web サイトの重要でない商業的
な側面と比べるとき、Ｙによる利用の変容力のある性格は著しいものであると結論す
る。故に、この要素は大いにＹに有利である。
○第２要素

→

Ｘにわずかに有利

Kelly 事件での第２要素に関する判断を踏まえた上で、
・地裁は、Ｘの画像は創作的であるが、すでに以前に発行されていると結論づけた。
・ひとたび、Ｘがその画像を有料会員のためにインターネット上に掲載することに
よって、この商業的に価値のある第一発行権を利用してしまえば、Ｘはもはや、
未発行作品に適用可能なこの拡大された保護を与えられなくなる。
・したがって、この要素はわずかにＸに有利とした地裁の認定は間違ってはいない。
○第３要素

→

いずれの当事者にも有利ではない

Kelly 事件において、我々は、Arriba による写真画像全体の複製は、検索エンジンの
目的に照らして合理的であると述べた。･･････また、＜（筆者注：検索結果画面にお
いて）ユーザーがイメージを認識し、当該画像やオリジナルのサイトに関するより詳
しい情報を求めるか決めるためには、Ｙが画像の全体を複製することは必要である。
部分しか複製しないと役に立たない：Kelly＞旨も特筆した。その結果、この要素はい
ずれの当事者にも有利ではないと結論付けた。
・ＹによるＸ画像の利用に同様の分析を適用したので、地裁が、この要素はいずれの当
事者にも有利でないと判断したことに誤りはない。
○第４要素

→

いずれの当事者にも有利ではない

Kelly 事件では、サムネイルはフルサイズの画像の代替物ではないので、フルサイズ
画像の市場に影響を害さない旨結論づけた。
・フルサイズ画像の市場への影響に関して、地裁が Kelly 事件に倣って同様の結論
に至ったことに対して、Ｘは、意図された画像の利用が商業的収入のためなら、
市場の害の可能性は推定されるので、地裁の判断は誤っていると主張した。しか
し、この推定は作品に変容力がある場合生じない。なぜなら〔市場代替性は、少
なくとも、はっきりとはせず、市場の害も容易には推定されない：Campbell (F)から
の部分引用〕からだ。既に論じたように、Ｙによる検索エンジン目的でのサムネイ
ルの利用は大いに変容力があるので、市場の害は推定され得ない。
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・Ｘは縮小サイズ画像の市場も有している。これは Kelly 事件には存在しなかっ
た。･･････地裁はＹから無料でＸ画像を入手できる人は、ダウンロードにお金を
払う可能性は少ないだろう、そして、Ｙがサムネイル画像を利用可能としたこと
は、Ｘの携帯電話向けダウンロード市場を害する、と説いた。
・既に論じたように、地裁は、Ｙのユーザーが携帯電話での利用のため、サムネイ
ル画像をダウンロードしたという認定をしていない。Ｘの市場に対する、この潜
在的な害は、仮定のものである。
○総合判断
・４つ全ての要素についての事実に基づく分析を踏まえて、今度は、
〔著作権の目的に
照らして：Campbell (B)からの部分引用〕これらの要素をまとめて考慮する。
本件において、ＹはＸの（筆者注：画像の）サムネイル画像を（他の何百万というサ
ムネイルイメージと共に）Ｘによって意図された利用と完全に異なる形で利用した。
この著しく変容力のある利用と、証明されていない携帯電話用ダウンロードのための
Ｙサムネイルの利用とを比較衡量し、他のフェア・ユースの要素を考慮して、全てを
著作権の目的に照らして考えるなら、ＹによるＸ（筆者注：画像の）サムネイルの利
用はフェア・ユースであると結論する。
・地裁は＜法定の要素のそれぞれを評価するに十分な事実を認定したので･･････さらな
る事実認定のために差し戻す必要はない：Harper & Row＞ Ｙがフェア・ユースの抗弁
で勝利する可能性は高いと結論づけ、故に、Ｙによるサムネイル画像の利用について
の仮差止めを取り消す。
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No.26

Leadsinger, Inc. v. BMG Publishing, et al.,

512 F.3d 522（9th Cir. 2008）

【事案の概要】
原告・控訴人 X（Leadsinger 社）は、カラオケ装置のメーカーである。本件で問題
となっているのは、楽曲を録音した IC チップが埋め込まれたマイクロフォン型のカラ
オケ装置であり、テレビにつなぐと、音楽に合わせて歌詞が表示される機能を有してい
る。歌詞のバックには、許諾を得て使っている静止画が表示される。また、X は、歌詞
カードも同梱していた。
被告・被控訴人 Y（BMG Publishing 社等）は、音楽出版社である。Y は、X に対し
て、115 条に基づく強制メカニカルライセンスを発行していた。Y はカラオケメーカに
は、115 条のメカニカルライセンス料以外に、
「歌詞複製料」と「シクロナイゼ－ショ
ン料」を請求していたが、X はそれを支払うのを拒絶した。その後 X は、115 条の下で
支払うべきライセンス料を超えて支払うことなく、音楽と同時に歌詞を表示する権利が
あり、また歌詞カードを同梱することが可能である旨の確認を求めて、X を提訴した。
【地裁判決】

X の訴えを却下した。フェア・ユースは認めなかった。

視聴覚著作物の場合、115 条は適用されないとした上で、フェア・ユースの適用を否
定した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
視聴覚著作物の場合、115 条は適用されないことを前提とする。
＜フェア・ユース＞
○総論
著作権法は、著作権者の作品を複製するための排他的な権利を著作権者に与えている
わけではない。著作権法 107 条は、フェア・ユースの場合著作権侵害とならないと定
めている。･･････フェア・ユースを分析するとき、これら（筆者注：107 条）の４要
件には限定されない。むしろ、分析は柔軟なものであり、ケースバイケース分析を行
うこととなる。さらに、これらの要件をばらばらに考慮してはいけない。著作権法の
目的に照らして、全てをまとめて考慮する必要がある。〔Campbell (B)〕
・カラオケ装置は、録音された音楽と共にユーザーが歌うことを可能とするので、歌い
方を教授する潜在的な能力を持つと推測したとしても、X が著作権のある歌詞を利用
した本当の目的が歌い方の教授であると推測することは合理的ではない。
○第１要素

→

フェア・ユースに不利

・X の主張は商業的利用であることを支持するのみである。また訴状は、X による著作
物の利用に変容力があるとは言っていない。･･････X が著作権のある歌詞に何かを付
け加えたり、変更したりすることはないとの推測は合理的である。（筆者注：逆に）
そうしてしまうと、顧客が、録音済みの音楽と共に歌うことを可能とする装置の能力
を害してしまうからである。
・X は、自らによる歌詞の利用は、顧客が歌詞を理解することを助け、不愉快な歌詞の
言葉に対してペアレンタル・コントロールを容易にすると主張したが、顧客が著作物
を利用する最終的な目的は無関係である。･･････X の基本的な目的は商業目的――そ
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のカラオケ装置を利益のために販売すること――のままである。そして、著作物の商
業目的での利用は＜著作権者に対して帰属する独占的な特権（privilege）の不公正な
利用と推定される：Sony (C)＞
○第 2 要素

→

Y に有利

・原曲の歌詞は、情報的な作品の正反対としての創作的表現の作品であり、まさに、著
作権法が保護しようとする類の表現である。
○第３要素

→

Y に有利

・X は自らが録音した曲の歌詞を印刷または表示する権利があると主張している上に、
顧客が著作権のある歌詞を部分的に利用していることを示唆していないので、Y が著
作権のある楽曲全体を利用していると推測するのは合理的である。
○第 4 要素

→

フェア・ユースに不利

・X は楽曲の歌詞だけの市場は存在しないと主張している。･･････しかし、X の訴状は
カラオケ以外の録音の実情を明らかにするものであるとともに、音楽出版社がカラオ
ケ利用のために「歌詞印刷」料金を要求していることも明らかである。レコード会社
がカラオケではない録音物と一緒にするために歌詞の印刷を行うことを、著作権者が
認めているから、全く異なるカラオケの状況における歌詞の印刷と表示から害は生じ
ないと推測することを我々は合理的とは思わない。地裁が認めたように、X はその装
置が著作物の潜在的な市場や価値に与える効果について主張し損なっている。
・我々は X の利用は商業的利用を意図していると結論づけた。そして、＜意図された利
用が商業的な利益目的：Sony (E)からの部分引用＞のとき、市場の害は推定されうる。我々
はこの推定を適用するのを過去ためらってこなかった（たとえば、Elvis Presley 事件）
が、本件でそれを適用するのを嫌がっているわけではない。さらに、
〔［市場の影響］
要素の重要性は、害の程度だけではなくて、他の要素の立証の相対的な強さによって
も異なってくる。〕107 条の他の要素全ての立証も強力（筆者注：にフェア・ユース
に不利）である。
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その他の巡回区控訴裁判所（一部）
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No.27

Sixto Nunez, v. Caribbean International News Corp., 235 F.3d 18 (1st Cir. 2000)

【事案の概要】
原告・控訴人 X（Nunez）は、プロの写真家である。X は、1997 年のミス・プエル
トリコ･ユニバースである A さんのモデル宣伝プロフィール用写真を数枚撮影した。X
は撮影した写真を、プエルトリコのモデル業界に配布した。業界では通常のことであっ
た。
ところが、X が配布した写真中に、ヌードもしくはヌードに近い写真（X 写真）が含
まれていたことから、ミス･プエルトリコ･ユニバースとして適切なのかという騒動が起
こり、地元テレビ局で報道されるに至った。
被告・被控訴人 Y（Caribbean International News Corp.）は、El Vocero という新
聞（Y 新聞）を発行している。Y は、X 写真数枚を様々な手段を通じて入手し、その内
の 3 枚を Y 新聞に、騒動を報じる記事と共に掲載した。
Y による X 写真の掲載は X の許諾なく行われたため、X は著作権侵害を主張し、Y を
訴えた。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めた（Summary Judgement）

地裁は、写真がニュース価値を持っていることに焦点を当て、写真なくしては騒動を
伝えるのが難しいこと、および X の写真ビジネスに与える影響が最小限であることを考
慮して、フェア・ユースの要件を満たすと判断し、X の訴えを退けた。
X が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
Y が X 写真を許諾なく複製したことについて争いはない。
＜フェア・ユース＞
○総論
4 要素は排他的なものでなく、全部をまとめて評価する必要がある＜Harper & Row (A)＞。
利用がフェアかどうかの究極的な判断は、4 要素を〔著作権の目的に照らしてまとめ
て考慮：Campbell (B)からの部分引用〕すべき。ケースバイケースの分析を必要とする。
○第 1 要素

→

中立または Y に有利

一般論として、〔最初の作品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させる
ことで、さらなる目的や異なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否か
であり、それは別の言葉で言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」
か、それはどの程度かを問うことである：Campbell (D)〕を引用した上で、Y による利
用の目的・性格について、商業性、ニュース報道性、変容力の順に検討する。
・写真は、新聞の購入を促進するようなセンセーショナルなトップページを作るた
めに使われた面がある。故に Y は、利益を生む事業の通常の一部としてだけでは
なくて、その収入を増大させる試みに力点をおいて、写真を利用した。この故に、
複製の商業的な性質はフェア・ユースを認めない事を勧める。
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・Y は、新聞の購入者に働きかけるために写真を複製しただけでなくて、文脈の中
でニュース記事を掲載するために、写真を複製したのである。･･････写真を複製
することなく騒動を説明するのは、大変に難しいはずである。そのような説明を
行う際の必要性が、常にフェア・ユースの認定に結びつくわけではないが、Y に
有利にはなる。
もっともこれは、写真がニュース報道目的で使われたことのみを理由に、Y によ
る写真の利用をフェアとするわけではないし、一般的な「ニュース価値」の例外
を確立したわけでもない。まず、最高裁はそのような例外を明らかに認めなかっ
た。＜記事がおそらく「ニュース」であり、故に生産力のある利用であるという
事実は、フェア・ユースの分析において１つの項目に過ぎない：Harper & Row＞
・より重要なのは、X の写真は元々モデルの宣伝プロフィールに掲載されることを
意図されており、ニュース報道目的ではなかった。後者（筆者注：ニュース報道
目的）ではなくて前者（筆者注：宣伝プロフィール掲載目的）が、作品の創作動
機であった。故に、解説記事と結び付けて写真を使うことによって、Y は単に〔原
作品の目的を代替した〕わけではなくて、かわりに作品に新しい〔意味やメッセ
ージ〕を付け加えることで、〔更なる目的〕のために利用した。107 条の第 1 要
素をフェア・ユースに有利とするのは――作品自身のニュース価値だけではなく
て――作品をニュースにする変容力である。
・また追加的な項目も検討する。すなわち、Y の誠意（good faith）もまた、この要素
におけるフェア・ユースのテストを、Y 有利とする。誠意の内容としては、具体的に
は、①X の写真であることを明示したこと（明示したからといって侵害の言い訳には
ならないが、明示の欠如は侵害者にとって不利となる）、②Y が写真を合法的に入手
したこと（著作物の違法な入手は、一般にフェア・ユースの認定に不利となる）
、③Y
は X と競合したり、その第一発行を代替するために写真を使うつもりではなかったこ
と（写真は既にモデル業界に配布されている）
、④写真は既に一般的に入手可能であ
ると Y が誠実に信じていたこと、があげられている。
・まとめとして、Y が新聞の一面で写真を強調したことは、侵害的な利用の商業的側面
を露わにし Y に不利となる。しかし、利用の情報的な性質、Y の誠実さ、そして写真
を複製することなくニュースを報じることが難しかった事実は、全体として、この要
素が中立またはフェア・ユースに有利となることを示している。
○第２要素

→

Y に有利

より広範な配布を必要とする事実的作品とは対照的に、創作的な著作物がより広範な
著作権保護を享受する程度を考慮する必要があるとした上で、
・写真は事実的著作物でもあり、創作的著作物でもある。写真の性格を明らかにす
ることの難しさを考慮すると、フェア・ユース認定に創作性が与える影響は中立
である。
第一発行権が関係するとき、未発行かどうかを考慮する必要があるとした上で、
・本件では、第一発行権は問題ではない。というのも、雑誌への紹介的掲載（serial
publication）の前に、Harper & Row の原稿がそうであったのとは違い、本件の写
真は機密でも秘密でもなかった。A さんは、まさにほとんど公衆向けといえる配
布のために写真を注文した。･･････X は限定的な配布を行っている間に、更なる
配布をコントロールしようとはしなかった。
○第３要素

→

本件の結論にほとんど関係ない

第 3 要素の検討は、利用された割合で単純に決定するよりも、柔軟なものでなければ
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ならない。この検討は、複製の程度が、（筆者注：問題となっている）利用の目的と
性格を促進するために必要なものであるか、またはそれよりも多いものかに、焦点を
あてなければならない。＜Castle Rock＞
・本件で、Y は明らかに写真の全体を複製した。しかし、それよりも少なく複製す
ることは、記事にとって写真を利用価値のないものにしてしまう。
○第４要素

→

フェア・ユースに有利

・地裁は、この要素を分析するに当たって、
「（写真の市場よりもむしろ）写真家として
の X のビジネスが害されたかどうか」を吟味し、X の全体的なビジネスが害された証
拠がないと結論した。しかし、我々はこのアプローチに同意できない。
「利用された著作物の潜在的な市場または価値に対する影響」という法律の文言は、
我々の分析を、複製された写真の市場に当該複製が与える影響に限定することを示唆
する。X のビジネスに対する全体的な影響は、フェア・ユースの認定に無関係である。
結局、この要素は＜原作品に対する代替物を提供することによって、本来は著作権者
に属する市場を奪うような後続の利用に関連する：Infinity＞のである。
〔侵害者と主張されている者の特定の行為によって生じた市場の害の程度（を考慮す
る）
：Campbell (V)〕と〔被告によって行われた類の行為が、限定されずそして広範囲に
行われた場合に、原作品の潜在的な市場に実質的に悪影響を与えることになるか否か
である：Campbell (W)〕を踏まえた上で、
・我々は、この出版が市場に与える影響を吟味し、また一般に、プロが撮った写真
を新聞用に（または類似する目的のために）広範に複製することが、そのような
写真撮影術の市場に影響するかどうかを決定しなければならない。
・まず Y の行為がもたらした市場への影響については、これらの特定の写真の市場
にとってほとんど影響を認めない。地裁曰く、問題の写真の配布の目的はお金を
稼ぐためではなくて、宣伝することであり、写真は利益のために販売されるので
はなくて、モデル業界にただで配られた。相対的に画質の良くない複製が新聞の
表紙に掲載されたという事実は、宣伝用プロフィールへの需要を変化させない。
あったとしても、それを増加させるだろう。
・写真に関する潜在的な市場には、まさにこの目的（騒動を説明すること）のため
に、写真を新聞に販売することも含んでいるかもしれない。Y が許可なく写真を
利用したことは、本質的にこの市場を破壊する。しかし、本件においてそのよう
な市場が存在したという証拠はない。X は自身が宣伝用写真を新聞に売ろうと試
みたことがあると示唆していないし、A さんとの契約でそうする権利を持ってい
たとさえ言っていない。他の写真家がそのような販売をすることはもっとありそ
うで、故に、Y が行ったような類の行為が広まれば、そのような新聞に販売する
市場を全体として破壊するだろう。しかし、ここでは改めて本件の文脈に注目す
べきだ。写真に関わる話題のみが理由で出版の価値のあるようなプロカメラマン
撮影のモデルの写真の市場は、本当に小さいか存在しない。Ringgold 事件曰く＜
この要素において巡回性の問題を避けるためには、「伝統的な、合理的な、また
は高い可能性で利用される」市場を考慮すべきである：Ringgold＞
・Y による出版の目に見える効果が問題の写真への需要を増すことのみであり、新
聞社へ直接再販売するという潜在的な市場は利用されそうにもないので、この要
素はフェア・ユースに有利である。
○総合的な評価
・第 1 要素、第２要素、第 4 要素は、全体としてフェア・ユースの認定に有利である。
第 3 要素は、この文脈では特に関係がないようである。
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Video Pipeline, Inc., v. Buena Vista Home Entertainment, Inc., et al., 342 F.3d 191
(3rd Cir. 2003)

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（Video Pipeline, Inc.）は、被告・被控訴人Ｙ（Buena Vista Home
Entertainment, Inc.等）を含む映画会社から許諾を得て、映画の「予告編」を集めたビ
デオテープを作成し、ホームビデオ販売業者に店舗での上映用として提供している。
Ｘは、VideoPipeline.net（サイトＡ）と VideoDetective.com（サイトＢ）という 2
つの Web サイトを運営している。Ｘは、これまで入手した映画予告編を元にしたデー
タベースを維持管理しており、同データベースはサイトＡからアクセス可能である。
サイトＡの顧客は、ホームビデオをインターネット上で販売している業者であり、自
身のサイトに用意した Preview ボタンをサイトＡにリンクすることで、消費者に対して
予告編を提供している。サイトＡの顧客は、再生された予告編のデータ量に応じてＸに
費用を支払っている。
サイトＢは様々な条件で映画を検索可能なサイトであり、サイトＢの訪問者が映画を
購入できるように、検索結果は、それを販売している業者の Web サイトにリンクして
いる。なお、サイトＢでも、サイトＡ経由で予告編を再生することが可能となっている。
サイトＡおよびサイトＢでの映画予告編の利用は、映画会社からの許諾の範囲外であ
ったため、ＹはＸにデータベースから映画予告編を削除するように求めた。X は Y の求
めに応じたが、その後、自らの行為はフェア・ユースであるとして、確認判決を求めて
提訴した。Y は、X に予告編の利用を許諾していた契約を解除した。
X は、Y の求めに応じてデータベースから削除した予告編の代わりに、自分で「抜粋
版」を作成し、データベースに収録した。X 作成の抜粋版は、映画の冒頭 2 分程度を抜
き出したものであった。
（Y 作成の予告編は、様々なシーンを編集し、ナレーションや
各種効果を付けるなどしており、X の抜粋版とは異なる。
）X は訴えを修正して、抜粋
版の利用を認める確認判決を求めた。
なお、Y も自身の Web サイト上で予告編を提供しており、他の事業者にリンクに関
するライセンスも付与している。
【地裁判決】

フェア・ユースを認めない（仮差止めを命じた）

地裁は、X の行為は、派生物を作成する権利、公の上映権（public performance right
of motion pictures）、（映画の静止画としての側面に関しての）公の展示権（public
display right）を侵害するとして、X が作成した抜粋版を、インターネットを通じて上
映することを禁止する仮差止め命令を下した。
X が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
X 作成の抜粋版の Web サイトへの掲載が、公の上映権と公の展示権に関わる行為で
あることには間違いがない。
＜フェア・ユース＞
○総論
法定の 4 要素は＜その内で多数を勝利した者が（筆者注：最終的な）勝利を約束され
〔すべての要件が探求され
るスコアカードのようなものではない：Leval17＞。むしろ、
17

Pierre N. Leval, Toward a Fair Use Standard, 103 Harv. L. Rev. 1105 (1990)
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るべきであり、結果は、著作権の目的に照らして、まとめて考慮されるべきである：
Campbell (B)〕の言うように、著作権の目的に照らして、それぞれ検討し、あわせて考
慮すべきである。
複製者が、原作品を変容するために自身の創作的な能力を何ら利用しない場合、フェ
ア・ユース法理を適用しないことを宣告しても、創作性を推奨しようとする著作権法
の目的が害されることはまずないだろう。
○第 1 要素

→

フェア・ユースに不利

新しい作品が、非商業的目的よりも商業的目的で利用されている場合、その利用はフ
ェアにはなりにくい〔Campbell〕とした上で、
・X は抜粋版の提供に関して料金を課しているので、複製物の利用は商業的と言え
る。
しかし、商業的かどうかは決定的ではないという〔作品が、商業的目的または非営利
教育目的であることは、作品の目的と性格について問う第 1 要素の検討において、１
つの検討項目に過ぎないことを明らかにしている：Campbell (N)〕同様の認識を示した
上で、〔最初の作品を新しい表現や、意味、または主張を伴って変化させることで、
さらなる目的や異なる性格を伴い、何か新しいものを付け加えているか否かであり、
それは別の言葉で言えば、新しい作品が「変容力がある（transformative）」か、そ
れはどの程度かを問うことである：Campbell (D)〕を引用して、抜粋版の変容力の有無
について検討する。
・抜粋版は Y の作成する派生物である予告編と同一の性質を共有する。･･････結果
的に、抜粋版は Y の派生物の目的を〔代替する〕可能性が高い。
・Arriba Soft のデータベースの検索結果はオリジナルサイトへのリンクを提供す
るが、X のデータベースは Arriba Soft のサーチエンジンと同一の機能は果たさな
い。･･････サイトＡは、他の Web サイトに存在する許諾を受けたプレビューの
アクセスを改善しない。むしろそれは、著作物の無許諾の複製物の索引を作りそ
れを表示してしまう。
・X の抜粋版は･･････Y のオリジナルの表現にはっきりとしたものは加えな
い。･･････〔侵害作品の実質的な部分〕または実際にはほとんど全てが、追加的
な創作的行為なく〔著作物から逐語的に複製されている〕という事実は、〔変容
力のある性質や目的が欠如していることを明らかにする。
〕
・抜粋版に変容力がない以上、抜粋版の商業的性質は、X の利用に大いに不利に働く
〔Campbell〕。･･････抜粋版と予告編とが性格と目的を共有し、抜粋版の創作に創作的
な工夫が欠如していることを考慮すると、第 1 要素は本件において、フェア・ユース
に大いに不利になる。
○第２要素

→

フェア・ユースに不利

〔許されるべき複製の程度は、利用の目的と性格によって変化する：Campbell (R)〕を
引用した上で、
・問題となっている Y の映画は･･････創作的、非事実的表現の典型である。そして
Y の宣伝は原作と創作的な側面を共有する。
また、発行済みか否かという点については、
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・公衆が原作品に既にアクセス可能だったからということだけで、法定の第２要素
がフェア・ユースに必ずしも有利になるわけではない。むしろ、Y の映画と予告
編は、主として創作的な表現を含んでおり、事実的な作品ではないので、原作品
が発行済みか未発行かに関わらず、当該利用がフェアではないことを示唆する。
○第３要素

→

X に有利

・２時間程度の映画に対して X の抜粋版は２分程度なので、分量的には、取り込まれた
部分は本当に小さい。
しかし、第３要素は〔利用された素材の量だけでなく、その質と重要性についても考
慮することを必要とする。〕
・２分間の抜粋版が、その程度の短時間で、映画の「核心」部分をなんとか盗もう
とした、もしくはそれを意図したと、信じる理由はない。
・抜粋版は、原作品である映画全編の相対的に小さな部分のみ複製し、映画の「核
心」には至らない。したがって、地裁の決定に反して、この要素は X による抜粋
版の上映をフェアと判断するのに有利となる。
○第４要素

→

フェア・ユースに不利

この最後の要素は〔原作品への害･･････だけではなくて･･････派生物の市場への害も
考慮する必要がある：Campbell (V)(W)からの部分引用〕
・（筆者注：映画全編の）派生物である Y の予告編の市場に対する潜在的な害について
の問題は、より簡単な問題である。よって、我々はこの分野に分析の焦点を合わせ、
原作品である映画全編の市場への害について地裁が示した結論は検討しない、とした
上で、
・証拠によって明らかにされた、X による抜粋版の商業的な利用状況と Y による予
告編の利用状況とに照らせば、侵害作品の利用が第４要素の下で認識可能な有害
な効果を有し得るような十分な市場、またはその他の価値が、映画のプレビュー
にはあると、我々は容易に結論づける。
・抜粋版は質の面で変容力を欠く、と我々は既に判断した。･･････結果として、も
し X がインターネットを通じて抜粋版の配信を続ければ、それは予告編の〔市場
代替物として機能〕し、派生物に対する認識可能な市場の害を生じさせるだろう。
○まとめ
４要素中３要素が、X による抜粋版のインターネット配信がフェア・ユースに当たら
ないことを示している。
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No.29

William C. Bond, v. Kenneth Blum, Sr., et al., 317 F.3d 385 (4th Cir. 2003)

【事案の概要】
原告・控訴人Ｘ（William C. Bond）の妻Ａと、その元夫Ｂは、3 人の子供達の親権
を巡って争っていた。その訴訟の過程で、Ｂの弁護士は、Ｘが少年時代に犯した殺人事
件についての自伝の原稿（本件原稿）のコピーを、ＸとＡの家庭が子供達にとって適切
な場所でないことを示すための証拠として提出した。
本件原稿のコピーは、Ａの父親である Blum, Sr.が、Ｘの様子に不審を持って雇った
探偵が入手してきたものであった。Ｘは、かつて本件原稿を出版すべく自ら試みたが失
敗し、知り合いの弁護士に助力を求めて本件原稿のコピーを 1 部渡していた。同弁護士
の死後、原稿は未亡人が保管する形になっていたが、彼女は手元に留めることを望まず、
探偵の求めに応じて引き渡した。探偵は、複製を作り、Ｂに渡した。
Ｘは Blum, Sr.およびＢの弁護士等を被告Ｙ（後に被控訴人）として、Ｙによる本件
原稿の使用の禁止と現存する複製の返還を求める、仮差止および恒久的差止命令を求め
て、提訴した。
【地裁判決】フェア・ユースを認めた（Summary Judgement）
地裁は、フェア・ユースを認めてＸの訴えを退け、Ｙ勝訴の Summary Judgement
を下した。地裁のフェア・ユース分析をまとめると次のようになる。すなわち、①本件
原稿の被告による利用の目的および性格は、著作権法が保護しようとするものに反しな
い、②本件原稿の性格は、フェア・ユースに不利には働かない、③本件原稿全部を証拠
としようとしたが、これはフェア・ユースに不利である、④問題の利用は、著作物の潜
在的な市場を全く害せず、逆に、市場での価値を増すであろう。
Ｘが控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
Ｙが、本件原稿の複製を、親権に関する裁判の証拠として利用したことに争いはない。
＜フェア・ユース＞
○第 1 要素

→

Ｘに不利

まず一般論として次のようにのべる。すなわち、商業目的での著作物の利用は、問題
の利用が「フェア・ユース」であると＜認定するのに不利になりがちである：Harper &
Row (C)＞＜営利と非営利の区別のポイントは、利用の唯一の動機が金銭的収入かどう
かではなくて、利用者が、通常の価格を支払うことなく著作物を利用することから利
益を得そうかどうかである：Harper & Row (D)＞もし、著作物の問題の利用が、非営利な
ら、侵害を主張する側は、＜特定の利用が有害であること、またはもしそれが広範に
広がれば、当該著作物の潜在的な市場に悪影響を与えること：Sony (D)＞を示さなけれ
ばならない。
本件への当てはめとして、
・この要素の適用は、Ｘの侵害主張に大いに不利に働く。Ｙによる本件原稿の利用
は商業目的ではない。Ｙは通常の価格を払わずに著作物を利用しようとしたわけ
ではない。実際、Ｙによる利用は、Ｘの表現様式とは全く無関係である。
・問題の利用が非商業的なので、Ｘは裁判における証拠として原稿を利用されたこ
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とが彼の原稿の潜在的価値を害することを示す必要があるが、示せていない。
○第２要素

→

フェア・ユースに不利であるが、大いに減じられる

〔一定の作品は、他の作品に比べて、意図された著作権保護の核心（core）により近
くなるため、前者が複製された場合、フェア・ユースの立証はより難しくなる、とい
う結論を、この要素においては認識する必要がある：Campbell (Q)〕を引用した上で、
・本件原稿は未発行である。また、歴史的な事実について、Ｘの感覚を一定の様式
で表現している。これらのことは、フェア・ユースに不利に働く＜Harper & Row＞。
しかし、Campbell 事件最判が命じるように、107 条の要素を〔独立して、ひとつ
もうひとつ〕と考えるのではなくて、〔著作権の目的に照らして〕まとめて考慮
すべきである。
・本件書籍を州裁判所において利用することが、当該原稿の潜在的な市場に悪影響
を与えるという証拠はなく、いかなる意味でも、創作性へのインセンティヴが害
されたということはできない。そして、司法手続きに、全ての関係する情報が開
示される社会的な利益は、重要なものであるので、そうすることが、著作者が創
作物について持つ権利を不当に傷つけないなら、それは更に進められるべきであ
る。
○第３要素

→

Ｘはほとんど有利ではない

〔許されるべき複製の程度は、利用の目的と性格によって変化する：Campbell (R)〕を
引用した上で、
・この文脈における著作物の利用は、たとえ原稿全部であっても、著作権法による
保護を害さないばかりか、事実認定者に証拠を提供するという重要な社会的利益
に資する。
・本件原稿は著作権法によって与えられる権利を害すためには使われなかったので、
Ｘは本件での文脈では、この要素からはほとんど利益を得られない。
○第４要素

→

Ｘはほとんど有利ではない

この要素は＜疑いもなく、フェア・ユースの唯一の最も重要な要素：Harper & Row (H)
＞である。このように言われるのは、著作者が労力の成果を得る能力と、それゆえに
生じる著作者の創作へのインセンティヴとに、この要素がもっとも密接に関係するか
らである、とした上で、
・この核となる検討において、我々は、Ｙによる本件原稿の証拠としての提出が、
当該作品の市場性を大いに害すか、そしてそれは市場代替物として機能するか、
について決めることになる。
・本件原稿を証拠として認めることが、その市場性に悪影響を与えることはない。
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No.30

Peter Veeck, v. Southern Building Code Congress International Inc.,
(5th Cir. 2001)

241 F.3d 398

【事案の概要】
原告・控訴人 X（Veeck）は、非営利の Web サイトである Regional Web を運営して
いる。同サイトにはテキサス北部の情報が掲載されており、そこには、地方の建築基準
条例も含まれていた。
被告・被控訴人 Y（Southern Building Code Congress International Inc.）は、非営
利組織であり、各種の建築基準条例のモデル（モデル条例）を開発し、地方自治体がそ
れを条例として採用することを求める活動を続けて来た。Y は、モデル条例のコピーの
販売を活動資金に充てている。なお、Y はモデル条例に対する著作権を主張している。
モデル条例が地方自治体によって条例となった場合、自治体の事務所や図書館等で複
製物を入手することができる。
X は、自分の住んでいる Denison 市がモデル条例を採用したことを知り、地元の書店
や図書館で尋ねたが Denison 市の条例を入手できず、Y にモデル条例を注文し CD-ROM
版を入手した。もっとも、同市は 1988 年版のモデル条例を採用していたが、彼が入手
したのは 1994 年版であった。X はテキサス北部の 20 の町を回って建築基準条例の複製
を入手しようとしたが、全ては揃わなかった。なお、X は市の書記官事務所は訪れなか
った。X は CD-ROM のライセンス契約を無視して、Y から入手したモデル条例を自身
の Web サイトに掲載した。その際、Y のモデル条例であることは明示せず、X が条例
を入手できなかった 2 つの市のものと表示した。
Y が掲載を止めるよう X に要請したため、X は著作権侵害に当たらないことの確認を
求めて訴えたところ、Y は著作権侵害で X を反訴した。
【地裁判決】

フェア・ユースを否定（Summary Judgement）

双方が Summary Judgement の申し立てをしたところ、地裁は、Y は有効な著作権
を持ち、X によるフェア・ユースの抗弁は成立しない等として、Y 勝訴の Summary
Judgement を下すとともに、X による著作権侵害に関して、恒久的差止め命令と損害
賠償命令下した。
X が控訴した。
【控訴裁判決】

地裁判決を維持

＜前提としての著作権侵害＞
同様の問題を扱った、他の 3 つの巡回区控訴裁の判断に歩調を合わせる形で、民間に
よって作成された建築基準が地方自治体等によって採用された場合も、その著作権保護
を失うわけではないと結論づけた。なお、X が Y のモデル条例を複製して Web サイト
に掲載したことに争いはない。
＜フェア・ユース＞
・本件における X の行為のように、著作物の利用が非商業的であるとき、フェア・ユー
スの抗弁を打ち負かすためには＜特定の利用が害をあたるものであるか、もしそれが
広範囲広がったとき、著作物の潜在的な市場に害を与えるか：Sony (D)からの部分引用＞
のいずれかを必要とする。
・X が Y の作品を利用したことに関して、たとえそれ自体が害を与えるものではなくて
も、もし、そのような利用が広範囲になれば、その作品の市場をひどく害すことがあ
り得る。本件において、Summary Judgement の記録に基づくなら、将来の害を及ぼ
す可能性が存在する。
-【参考資料 1】p 110-

インターネットにモデル条例を掲載した X の行為は、Y の市場を減じ、モデル条例を
作成し、宣伝し、見直すという社会的に価値のある努力に使われる収入を Y から奪う
ものであり、害が証明され得るものである。４つの要素に照らして X の行為を評価す
ると、潜在的な害はフェア・ユースの抗弁で勝利することを妨げる。
＜補足＞
本件は、翌年、全裁判官参加の法廷で再検討され、
「法」として利用されている限り、
Y はモデル条例に関して著作権保護を主張できない旨の判断が示された。（293 F.3d
791）結果、フェア・ユースについては論じるまでもないとされた。
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LUCAS,ޝLe ̌triple test̍de l̉article 13 l̉Accord ADPIC à la lumière du rapport du Group
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