
JASRACシンポジウムを開催して

一般社団法人　日本音楽著作権協会

日本音楽著作権協会（JASRAC）は、音楽著作権の管理業務に加え、著作権思想の普及と音楽文化
の振興に貢献することをめざして、著作権及び音楽文化全般をテーマにした各種の事業を実施してい
ます。今回開催しましたJASRACシンポジウムは、その一環として企画・実施したものです。

著作権者が誰なのか分からない、著作権者と連絡が取れない…こうした作品は「権利者不明作品」
（Orphan Works）と呼ばれ、権利処理できないことがこれらの作品を利用する際の「壁」となってい
ます。

デジタル化・ネットワーク化の進展により、過去の知的財産の利活用が進められている現在、この「壁」
をくずすことができれば、コンテンツ市場のさらなる活性化につながっていくことが期待されます。

また、誰もが創作者として作品が発表できる中、将来的にこれらの作品を権利者不明作品としない
仕組み作りも重要です。

今回のシンポジウムは、テーマを「権利者不明作品」とし、第一部の特別講演では、知的財産の研
究者の立場、及び映像アーカイブ等の権利処理に携わる実務者の立場から、それぞれ権利者不明作品
を解説していただきました。第二部のパネルディスカッションでは、コンテンツ市場活性化の観点から、
各界の第一人者であるパネリストの皆様より様々なご提言をいただき、活発な議論が行われました。

この報告書が、本シンポジウムに参加された方々をはじめ、日頃広くこの分野に携わっておられる
方々や、知的財産に興味・関心を持たれている方々の今後の取り組みの一助になれば幸いです。
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実施概要

名　称 ：JASRACシンポジウム 
 　「それは『越えられない壁』なのか？ ～コンテンツ市場の活性化と権利者不明作品～」
開催日 ：2015年12月9日（水）　14時～ 17時
会　場 ：有楽町朝日ホール（東京都千代田区有楽町）
主　催 ：一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）
来場者数 ：376人
※当日の模様を動画ストリーム配信の「ニコニコ生放送」で配信し、延べ22,849名が視聴した。

プログラム

主催者挨拶

	 一般社団法人 日本音楽著作権協会 常務理事 北田 暢也

第１部　特別講演

「権利者不明作品問題について～これからの法制度をどうするか～」

	 東京大学先端科学技術研究センター 教授 玉井 克哉	氏 

「裁定制度の利用と課題～著作権者不明等の場合～」

	 NHK知財センター 専任局長 梶原　 均	氏

第２部　パネルディスカッション

「それは『越えられない壁』なのか？
～コンテンツ市場の活性化と権利者不明作品～」

コーディネーター

	 日本経済新聞社 編集委員 関口 和一	氏
パネリスト

 NHK知財センター 専任局長 梶原　 均	氏

  川上 量生	氏

 慶應義塾大学大学院 教授 岸　 博幸	氏 

 小説家／公益社団法人 日本文藝家協会 副理事長 三田 誠広	氏 

 一般社団法人 日本音楽著作権協会 理事長 菅原 瑞夫

カドカワ株式会社 代表取締役社長／
株式会社ドワンゴ 代表取締役会長
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PROFILE

梶原	均 氏
NHK知財センター 専任局長

1983年日本放送協会入局。広報室、NHK情報ネットワーク出向などを経て2001年よ
り著作権業務に従事。2011年著作権・契約部長、2015年より現職。文化審議会著作権
分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」委員(2007-2008)、同「国際
小委員会」委員（2012 ～）。

玉井	克哉 氏
東京大学先端科学技術研究センター 教授

1961年、大阪生まれ。1983年、東京大学法学部卒業。東京大学法学部助手、学習院大
学法学部助教授を経て、1990年、東京大学法学部助教授、1995年、東京大学先端科学
技術研究センター助教授に配置換、1997 年より現職。この間、マックス・プランク知
的財産法研究所、ジョージ・ワシントン大学に留学。現在、信州大学特任教授、政策研
究大学院大学客員教授、慶應義塾大学非常勤講師、JASRAC 外部理事、NPO法人知的
財産研究推進機構理事を兼任。
Twitter: @tamai1961

第１部	 特別講演

	

講師

講師

パネリスト
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川上	量生 氏
カドカワ株式会社 代表取締役社長／株式会社ドワンゴ 代表取締役会長

1968年生まれ。
1991年 京都大学工学部卒業。
 同年、株式会社ソフトウェアジャパン入社。
1997年 株式会社ドワンゴ設立、
 代表取締役に就任。
現在 同社代表取締役会長、
 カドカワ株式会社 代表取締役社長、
 スタジオジブリプロデューサー見習い。
2006年よりウェブサービス「ニコニコ動画」運営に携わる。

関口	和一 氏
日本経済新聞社 編集委員

1982年一橋大学法学部卒、日本経済新聞社入社。
1988-1989年フルブライト研究員として米ハーバード大学留学。1989 年英文日経
キャップ。1990-1994年ワシントン支局特派員。産業部電機担当キャップを経て
1996年より編集委員。2000年から15 年間、論説委員として情報通信分野の社説を執
筆。2006年より法政大学大学院客員教授、2008年より国際大学グローコム客員教授、
2015年より東京大学大学院客員教授。2009-2012 年NHK 国際放送『Nikkei Japan 
Report』コメンテーター。早稲田大学、明治大学の非常勤講師なども兼務する。著書に

『パソコン革命の旗手たち』（日本経済新聞社）、『情報探索術』（同）など。

第2部	 パネルディスカッション

コーディネーター

パネリスト
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三田	誠広 氏
小説家／公益社団法人 日本文藝家協会 副理事長

作家。「僕って何」で芥川賞。
武蔵野大学教授／文学部長。
日本文藝家協会副理事長。
日本ペンクラブ理事。
日本点字図書館理事。
著作権情報センター理事。
著作権問題を考える創作者団体協議会議長。

菅原	瑞夫
一般社団法人 日本音楽著作権協会 理事長

1974年 4月　日本音楽著作権協会入社
1991年 3月　静岡支部長
1999年  4月　送信部長
2003年 4月　業務本部副本部長
2004年 10月　常任理事
2007年 10月　常務理事
2010年 9月　理事長に就任
一般社団法人著作権情報集中処理機構（CDC）代表理事、不正商品対策協議会（ACA）
副代表幹事等を兼務。

岸	博幸 氏
慶應義塾大学大学院 教授

1986年 一橋大学経済学部卒業
 同年 通商産業省入省
 1990年 コロンビア大学ビジネススクール留学
2000年 内閣官房IT担当室に出向
2001年～ 2006年
 経済財政政策担当大臣、金融担当大臣、
 総務大臣等の秘書官を歴任
2008年 慶応義塾大学大学院
 メディアデザイン研究科 教授に就任
その他、エイベックス・ミュージック・クリエイティブ取締役 、文化審議会委員、大阪
府市特別顧問などを兼任。

パネリスト

パネリスト

パネリスト
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開催報告　　

第１部　特別講演

　権利者不明作品問題について
　～これからの法制度をどうするか～

東京大学先端科学技術研究センター 教授　玉井	克哉 氏

東京大学先端科学技術研究センター教授の玉井克哉氏が、権利者不明作品の位置づけについて、次
のとおり説明した。

権利者不明作品とは、権利者の行方が分からない、あるいは、権利者が生存しているかどうかが分
からないため、利用に際し、権利者の許諾を取ることができない著作物のことである。図書館による
デジタルアーカイブ化や、テレビ番組のネット配信事業など、コンテンツを二次利用する際の問題に
なっている。

権利者不明作品の問題解決にあたっては、権利処理を簡便にして、利用する際のコストを下げるこ
とが必要である。

日本には裁定制度があるが、公益上の利用か商業的利用かの区別がないこと、手続きが煩瑣である、
費用がかさむなどの課題があり、あまり活用されていない。

ヨーロッパでは、既に公表されていることをもって権利者が他の利用についても同意しているとみ
なし権利処理を進める一方、この推定的同意について権利者が異議または保留を申し出る機会を保障
するというオプトアウト方式による解決を図るのが流れである。2012年に出されたEU指令では、図
書館などの公的機関が管理し、公益的な利用に限って書籍等のデジタル化を認めている。デンマーク
などの北欧諸国では、商業的利用についても権利者を代表する団体が管理し、権利者に代わって許諾
を行うという拡大集中許諾制度を取り入れており、この方式はヨーロッパで広がりつつある。

アメリカでは、手続きなく利用して裁判になった時に「権利者不明のため許諾を得られなかった」
との抗弁を出せる法律の導入をアメリカ著作権局が提案している。

第１部　特別講演

　裁定制度の利用と課題　～著作権者不明等の場合～

NHK知財センター 専任局長　梶原	均 氏

NHKで番組のデジタル化に携わってきた梶原均氏が、裁定申請の手続きの概要とその課題について
次のとおり述べた。
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裁定申請のためには、文化庁に申請する前に「相当な努力」をする必要がある。具体的には、出演
者名簿やインターネットを使って捜すこと、著作権等管理事業者、あるいはその権利者の組織に対し
て照会をすること、日刊紙または著作権情報センター（CRIC）のホームページに権利者捜しの広告を
掲載することである。

申請手数料は1件につき13,000円。申請後、文化庁から担保金の通知が届いてから本局に供託する。
それにより申請中の利用が可能になる。

手続きのための時間として、相当な努力に1 ～ 3週間程度、不明権利者の数が多ければ長くかかる。
担保金の決定には2週間程度を要する。正式な裁定が下りるのは申請を受けてから約2カ月後になる。

NHKのこれまでの裁定申請件数は20件、申請した権利者はほとんど大河ドラマの出演者等の実演
家で、総数は1,231名になる。単発の番組やドラマなどの申請がないのは、裁定の申請に費用や手間
がかかり、採算が合う番組でないと制度が利用できないことによる。

現行制度の課題としては、費用や手間がかかる以外にも、補償金の多くが国庫に入り、権利者のた
めに活用される制度になっていないことなどが挙げられる。

第２部　パネルディスカッション

　それは『越えられない壁』なのか？
　～コンテンツ市場の活性化と権利者不明作品～

コーディネーター	

	 関口	和一	氏 日本経済新聞社 編集委員

パネリスト

	 梶原　	均 氏 NHK知財センター 専任局長
 川上	量生 氏 カドカワ株式会社 代表取締役社長／株式会社ドワンゴ 代表取締役会長

 岸　	博幸 氏 慶應義塾大学大学院 教授

 三田	誠広 氏 小説家／公益社団法人 日本文藝家協会 副理事長

 菅原	瑞夫 一般社団法人 日本音楽著作権協会 理事長

権利者不明作品問題について岸博幸氏は、「ネット上のコンテンツの流通を増やすことが今一番目指
すべきことであり、コンテンツをリスクなく使える仕組みを作る必要がある」との考えを示した。一方、
三田誠広氏は、「入試問題のような公共性の高い利用でも、権利者不明作品による問題が起きている」
と紹介した。これに対し梶原氏は、「公共的な利用と営利的な利用を一つの制度で対応するのは難しい
のではないか」と述べた。

問題の解決策としてパネリストからは、オプトアウト方式を前提とした集中管理が有用との見解が
一様に示された。集中管理の基盤となるデータ管理などの仕組み作りについては、岸氏から「集中管
理を実施するにあたってのインフラを一から作っていくのは効率が良くない。日本はJASRACによる
集中管理の仕組みが既にあるのだから、それを活用すれば良い」との意見が出された。川上氏は「権
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利を管理する会社は、売れる作品だけを管理したい。売れない作品の管理は利益を生まないというこ
とが問題の焦点である」とした上で、JASRACへの期待を表わした。これに対し、JASRACの菅原
理事長は「現状の管理だけでも相当な体力と手間がかかっている。両氏の発想は分かるが、現在の
JASRACのインフラは、JASRACに著作権を信託している権利者からの手数料で作ってきたものであ
ることは理解してほしい」と述べた。

三田氏は「権利者が名乗り出なければ補償金が国庫に入るという現行システムはおかしい。権利者
が判明しなかった分の使用料で、権利者の捜索やデータ整備などを行う仕組みが作れないか」との見
解を示した。

梶原氏は「現在利用者が行うことになっている不明権利者の捜索を管理団体がやってくれれば手続
きは簡素化する。ただ、著作権の集中管理が進んでいない分野まで同じように考えて良いかは問題が
残る」と述べた。

また、コンテンツ市場の活性化に向けた対策として、著作権法の抜本的改正や海外の企業が日本で
行う事業を行う際のルールの共通化などが挙げられるとともに、三田氏が「コンテンツを増やすだけ
でなく、若い世代に、良質な文学作品や映画などの文化的なコンテンツに触れる喜びを広げていく必
要がある」と述べた。

最後に関口氏は「ネット時代を迎え、コンテンツをいかに有効に活用していくかが課題となる。そ
の上で権利者不明作品は避けて通れない問題であり、今後それを新たに生まないように整備していく
ことも重要だ。国・権利者・利用者が力と知恵を結集して、デジタル時代の新しい仕組みを作ってい
く必要がある」と締めくくった。
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主催者挨拶

北田	暢也
一般社団法人 日本音楽著作権協会 常務理事

本日は、年末のご多忙の中、JASRACシンポジウムに足をお運びいただき、誠にありがとうござい
ます。

今回のシンポジウムのテーマは、権利者不明作品です。著作物を利用したいのに著作権者が分から
ない、あるいは著作権者の名前が分かっても連絡先が分からない、こういった権利者不明作品の存在
のため、デジタル化・ネットワーク化によって過去の著作物の利用が容易になったにも関わらず、そ
の利用が円滑に進まないといった問題が世界共通の課題として指摘されています。

また、誰もが創作者として自分の作品を世に送り出すことができる基盤が整えられてきた一方で、
新たに生み出される作品を、将来、権利者不明作品にしないための仕組み作りも求められるところで
す。そこで今回のシンポジウムは、デジタルコンテンツ市場の活性化と文化の継承に重きを置きまして、
権利者不明作品の現状を整理した上で、問題解決のために私達にどのようなことができるか、果たし
得る役割について検討していきたいと考えております。

第1部の特別講演では、東京大学先端科学技術研究センター教授の玉井克哉先生、NHK知財センター
専任局長の梶原均様をお迎えしまして、法律の専門家としての立場、著作物を利用する側の立場から
それぞれご講演いただきます。

第2部のパネルディスカッションでは、日本経済新聞社編集委員の関口和一様をコーディネーター
にお迎えし、パネリストにはこの問題について幅広いビジョンをお持ちの論客の方々にお集まりいた
だいております。音楽著作権の管理を行っておりますJASRACがこのテーマを取り上げるということ
で、果たしてどのような展開になるのか、ご来場の皆様にもご期待いただけているのではないかと思
います。

今回のシンポジウムが、ご来場の皆様のお役に立つことができれば誠に幸いです。





第1部
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権利者不明作品問題について
～これからの法制度をどうするか～

玉井	克哉	氏
東京大学先端科学技術研究センター 教授

本日の皮切りといたしまして、まず、権利者
不明作品問題というのはどういう問題であり、
それをどのように対処していくのが良いのか私
見を申し述べたいと思います。

権利者不明作品、英語だとOrphan Works、
あるいは孤児著作物という言いかたもすること
がございますが、これは著作物である、あるい
は、いかにも著作物であるように見えるので、
どこかに権利者がいるはずである、しかしその
権利者の行方が知れない、というようなものを
指します。あるいは、古い作品なのでそもそも
権利者がいるのかどうかも分からない、という
ようなものもございます。権利者が1人もいな
くなりますと著作権は消滅することになってお
りますけれども、権利者がいるかどうかが分か
らないので著作権があるのかどうかも分からな
い、したがって、さしあたりいることを前提に
せざるを得ないといったものもございます。こ
のように、著作物でありながら権利者の行方が
知れない著作物を、権利者不明作品と呼んでお
ります。

さて、他人の著作物を利用するときは、著作
権を持っている人から許諾を取る、権利処理を
するというのが現行著作権法の基本的な建前で
ございます。しかし権利者不明作品は権利処理
ができない、そのため適法に使えないというこ
とになってしまい、問題が生じてまいります。

なぜ権利者不明作品が発生するかということ
ですけれども、いろんな原因がございます。い
くつか挙げますと、まずは無方式主義と言いま
して、世界各国が加盟しており、わが国も加盟
しておりますベルヌ条約という非常に古い条約
に、著作者の権利は著作物が完成した瞬間に何
の手続きもなく発生する、ということが書かれ
ております。例えば、知的財産法の特許権や意
匠権であれば、特許庁に登録が必要ですけれど
も、著作権は登録がいりません。このパワーポ
イントのスライドも私の著作物ですので、今日
の午前1時頃に完成した、その瞬間、私に著作
権が発生したことになります。

それから、著作権は保護期間がもともと長い
ということがあります。現行法では、著作者の
死後50年は著作権が存続することになっており
まして、私が今死亡しても、今世紀の半ば以降
まで存続することになります。最近の話題で言
えば、ドイツの著作権法は死後70年保護されま
すので、1945年4月末にベルリン市内の防空壕
で自殺を遂げたヒトラーの著作権がこの年末で
切れます。現在の権利者であるバイエルン州政
府がこれまでは『わが闘争』の出版を許可して
おりませんでしたが、権利が切れますので、来
年あたり、出版されるだろうと言われています。
それほどに保護期間が長いわけです。

それと、15年前は私がパワーポイントのデー
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タをつくるということは想像もしておりません
でしたけれども、今日こういったものの他に、
動画を張り込んだり、写真を張り込んだりと、
いろんなことができるようになりました。また、
インターネットなどにも対応して新しい権利が
生じています。

そのために、もともと権利者が不明なもの、
例えば新聞の投書欄の投書記事など、「○○県無
職」とだけ書いてある、あとは何も書いてない、
そのため最初から権利者がどこにいるか分から
ないというものもあります。あるいは映画。例
えば合戦シーンは、出演している実演家一人ひ
とりに著作隣接権というのがございますので、
権利者が非常に多数にのぼることがございます。

それから、以前ヒットした楽曲をCMに使う
というようなとき。今のJASRACの会長である
都倉俊一先生は、私どもにとってはピンク・レ
ディーの数々の楽曲を手掛けられた方だという
ので大変尊敬していて、同じテーブルに座るの
も恐れ多い方ですけれども、その楽曲が今また
ヒットしているといったことがございます。ずっ
とずっと以前の、権利者がどこにいるかわから
ない作品を今使うということも、ままあるわけ
です。

あるいは、新しい利用方法が出てくるという
ことがございます。かつて放送されていた人気
番組をDVDにしよう、ネット配信しようとい
うときに、脚本家、あるいは出演者との当初の
契約では、放送することは書いてあるけれども、
DVDにしますとは書いてない。契約当時DVD
などというものがなかった、まして、ネットで
配信しますなんてことは書いてない。そうする
と、DVD化やネット配信については別の権利
についての許諾となりますから、改めて許諾を
取る必要があります。

さて、たとえば今の放送番組で言えば、もと
もと公表して何百万人という人の目に触れるこ
とに同意しているわけですから、新しい利用形
態であるネット配信や、DVDについても、同意
してくださるのが普通だろうと思います。まし

て、当初受け取った出演料にプラスしてDVD
化に伴う出演料、あるいは、ネット配信に伴う
出演料が受け取れるということであれば、ぜひ
出してくれとお考えの権利者がほとんどである
はずです。だが、その権利者を全員見つけ出し、
許諾が取れないと、適法に利用することができ
ない。それだと、せっかく見たい、使いたいと
いう人がおり、権利者も使ってもいいよと思っ
ているのに、死蔵されてしまうという、非常に
無駄なことが起こります。これは、誰にとって
も得にならないことですので、避けなければい
けないということであります。これが権利者不
明作品の問題です。

とりわけ問題になりますのは、2つ。1つはデ
ジタルアーカイブ化です。多くの国で電子図書
館を考えておりまして、例えばヨーロッパでは、
全世界の知的成果物を1カ所にまとめて、ネッ
ト上で誰でも見られるようにしようというプロ
ジェクトが進んでおりますけれども、著作者全
員が死亡してから70年たっているかどうかは、
なかなか確かめにくい。何とかして進めたいと
いう。特に昔の映画などはフィルムが発火しや
すいので、保存しておきたい、だが保存のため
にコピーを取らなければいけない。コピーを取
るのは複製ですから許諾を取らなければいけな
いとなると、許諾が得られないためにせっかく
の文化遺産である映画のフィルムがなくなって
しまう、劣化してしまうことが起こりかねない
という問題がございます。これは、どちらかと
言うと公益的な問題です。

もう1つは、商業的利用です。先程の、昔の
テレビ番組をネット配信するというのもその1
つです。豊かな社会でもうパンは足りていると
いうことになりますと、今度は「サーカス」、エ
ンターテインメントが大事になります。産業と
しても非常に重要ですので、商業的利用が著し
く妨げられるということであっては困る。別の
言い方をすると、人類が過去に築いてきた文化
遺産のうち、過去100年分ぐらいのものがなか
なか利用できないということになりますと、エ
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ンターテインメント作品の創作に制約――しば
しば無駄な制約――が出てくることになります。

この2つの問題の解決法は、それぞれに考え
る必要があります。いずれも、図式的にはこの
ように（講演資料25ページ「何が問題なのか」）、
権利者がたくさんいるというわけです。大作の
映画でも、テレビ番組でも、どんなコンテンツ
でもいいのですけれども、これを事業化したい
人、あるいは会社があったとします。現状です
と、このように個別に許諾を取らなければいけ
ないことになるわけですが、右手の方にH、Jと
書いたこの権利者が所在不明であって、アプロー
チができない、アクセスができないことになり
ますと、無許諾になるので、事業化できないか
もしれない。これが商業的利用をめぐる権利者
不明作品の問題です。

法政策の目標としては、権利処理をなるべく
簡単にすることが大事です。特に法律家は推定
的同意などと呼びますが、普通は同意をするだ
ろうというような場合、例えば、数百万人の目
に触れる放送番組に出たのだからDVD化も同
意するだろう、あとは金額の問題だろうという
ような場合には、権利処理を簡単にする、予め
全員から許諾を取るのは不要にすることが、一
方で必要です。しかし他方で、気が変わったか
らDVD化は嫌だ、あるいは、その条件でいい
かどうかちょっとよく分からないから待ってほ
しい、と言う権利者がいた場合は、それは申し
出る機会というのを保障しなければいけない。
これが前提です。これを、オプトアウト方式と
呼んでおります。つまり、権利者も権利を持っ
ているわけですから、推定的同意があるといっ
ても、あくまで推定にすぎない、やっぱりやめ
てほしいということはあり得るわけです。例え
ば、かつてはコメディアンとして喜劇番組にた
くさん出た、しかし、その時代の放送をアーカ
イブ化されて配信されたのでは、せっかく築い
てきた近年の性格俳優のイメージが壊されると
いったことは、あり得るかもしれません。そう
いう場合には、ちょっと待ってほしいといえる。

そういうオプトアウトの機会は保障しなければ
いけません。つまり、先程の例で言えば、事業
化したい人が交渉していくわけですけれども、
私は嫌だと言う人が1人出てきたら、これは嫌
だと言う人抜きで事業化することを考えてもら
う、そこは仕方がないということです。これが
基本的な条件になります。

この権利者不明作品問題は、これからますま
す深刻になっていくと思います。エンターテイ
ンメント産業が発展し、しかも、素人の方がネッ
ト上に写真だの動画だのを投稿するようになっ
たということも背景にあります。

それから、法制度の面で言えば、保護期間の
延長と言いまして、日本の著作権法では現在、
死後50年著作権が保護されますけれども、これ
を死後70年に延ばすことが、この間TPPの交
渉で決まりました。これによって、OECD加盟
国34カ国のうち、日本とカナダとニュージーラ
ンドだけが50年という短い期間だったわけです
けれども、これが全部70年になり、国際的に足
並みがそろいます。そうしますと、当然50年の
場合よりも70年の方が権利者不明作品というの
は増えます。

もちろん、現状でも権利者不明作品は多数ご
ざいます。TPPの交渉過程では、あたかも保護
期間延長こそが権利者不明作品問題の元凶であ
るかのような議論をする人もおりました。その
人達は、「冬のソナタ」の権利処理をしようとし
たらもうできなくなっているという例まで挙げ
ています。しかし「冬のソナタ」は10年位前の
ものです。それがもう権利処理できないという
ことは、保護期間が死後50年でも70年でも関
係ない。つまり、死後50年でも十分に長い。既
に解決を要する焦眉の問題であって、それが70
年になるとさらに深刻化するということであり
ます。

それと、私が生まれる直前、1955年の統計
では、男性の平均寿命が日本では63歳であった
のが、2012年時点では80歳になっております。
かつては定年も55歳が普通だったのが、今は
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65歳で70歳でもおかしくないというようになっ
てきております。このように人が生きている期
間が延びれば、それだけ著作権の保護期間も延
びるわけであります。

これを解決するときに、権利者不明の場合に、
不明とは一体何を意味するのか、どう認定する
のかというのが1つ、その不明な権利者にどう
いう効果を与えるのかというのがもう1つ、2つ
が問題になるわけですけれども、基本的な方向
は諸外国でも大体収斂してきております。まず、
オプトアウト方式で、嫌だという人は手を挙げ
てもらう。これまでは利用する前に利用者が許
諾を取るというのが原則であったのを、権利者
不明作品については利用される前に権利者が拒
絶するのが原則だと変えていく。では、権利者
が不明という場合はどういう場合であるか。そ
こは慎重に認定する。そして、権利者が利用さ
れるのは嫌だ、待ってほしいというオプトアウ
トの機会をどう確保するか。そこらが各国で問
題になっています。

この問題に現行の日本法も対応はしており
ます。権利者不明作品は、文化庁長官が裁定を
して、それによって利用できるという仕組み
です。著作権法に条文がございまして、著作権
についても著作隣接権についても文化庁長官の
裁定を受ければ適法に使えるということになっ
ております。だが、個別個別の機会に、東京に
1カ所しかない文化庁で裁定という行政処分を
取らないといけないというのは、手間暇が大変
です。それから、これは条約上は強制実施権と
呼ばれるものに入りまして、細かいご説明はで
きませんけれども、実演について強制実施権の
設定が条約上許されるのかどうかという、条約
解釈に関わる非常に難しい問題がございます。
許されないという解釈もできそうな気がいたし
ます。微妙な問題が国際法的にあるということ
です。また、裁定というのは目的によって区別
していない、例えば著作物を複製したいという
とき、日本の文化遺産として持っておきたいと
いう公益に関わるのか、営利なのか、そのあた

りあまり区別をしていない。また、手続きが煩
瑣であるとか、費用がかさむとか、いろんな問
題がございます。その一端はこのあとのご講演
で触れられると思いますけれども、そういった
ことがございます。

実際、裁定件数は、現行法ができたのが昭和
45年ですけれども、昭和の間に18件、平成元
年から15年までの15年間で11件であったの
が、平成26年は40件に増えております。合計
で211件となり、結構増えていると思われるか
もしれませんけれども、実はこの黄色い数字で
書いたもの（講演資料28ページ「裁定の実績」）
がそのうちの入試問題に関わるものです。つま
り入試問題集を作ろうという業者さんが、文章
を書いた著作者の許諾がないと入試問題集を作
れないので許諾を取らないといけない、だが出
典が書いてないものがあるわけですね、問題に。
そのため、裁定を得て問題集を出すわけです。
その分を引くと、あまり多くありません。日本
全国で1年間で一般の申請は20件。ほとんど実
績がないと言って良いと思います。同じような
解決策をとっている国としてカナダがあるんで
すけれども、これも1985年に法律ができてか
ら現状で288件ということですので、利用され
ることはまれだといえます。

この権利者不明作品問題対策が最も進んでい
るのはヨーロッパです。ヨーロッパでは事務管
理法理というものに基づいて事柄に対処してお
ります。事務管理の法理は日本民法にもござい
まして、民法の教科書を見ますと、隣家に洗濯
物が干してあり、雨が降ってきたので取り込ん
でおいてあげるとか、川で溺れている人を救助
するとか、そういった例が挙がっております。
義務も権限もない人が、助けてほしいだろうと
いう本人の推定的意思に合致するように事務を
管理する、これが事務管理ですけれども、非常
に一般的な法理ですので、権利者不明作品問題
にも使うことができます。

例えばJASRACは、会員あるいは委託者以
外に対して権限も義務も持っておりませんけれ
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ども、義務のない権利者不明の作曲家・作詞家
のために、ちゃんと経済的に利用したいだろう
という推定的意思に基づいて、その管理業務を
実行するということも、事務管理の法理ででき
ます。本人が手を挙げて現れたときには、こう
いう状況でしたよ、という報告をした上で、本
人のために預かった金銭を引き渡す、その場合、
その金銭から必要費、あるいは有益費というも
のを差し引くことができるというようなことが、
民法に決まっております。この一般法理を応用
する形で、EUは、EU指令というものを2012
年に出しました。これは欧州電子図書館構想の
一環として公的な機関、図書館とか、文書館と
か、フィルムライブラリーとか、そういった公
的な主体が公益的な目的に限って、つまり商業
的使用は枠の外に置いて管理をするという仕組
みです。たとえば図書館は、権利者不明の出版
物は、保存してほしいというのが本人の意思で
あろうという推定的な意思のもとに、デジタル
化ができる。権利者が後から手を挙げた場合に
は、「正当な補償」を与えることになっておりま
すけれども、商業的使用を前提にしておりませ
んので、「対価」という定めにはなっておりま
せん。公益目的ですから本来対価はないという
整理になっています。

この他に、今、ヨーロッパで広まりつつある
のが拡大集中許諾という仕組みです。拡大集中
許諾とは、かねてデンマークとかスウェーデ
ンとか北欧諸国で普及していた仕組みでして、
2012年のEU指令も妨げないと明記しておりま
す。指令には入っておりませんけれども、各国
に任されているのでそれぞれでやっているとい
うことです。これは、権利者団体は本来、構成
員のために集中許諾をするわけですけれども、

「拡大」集中許諾というのは、権利者団体が、構
成員でない所在不明の権利者のためにも許諾を
するというものです。権利者団体が許諾をしま
すと、構成員、あるいは委託者でない者につい
ても許諾が成立したことになりまして、権利者
が現れてオプトアウトをしない限りは許諾の対

象になります。これは、管理者の代表性におい
て優れているといえます。つまり、権利者と権
利者団体というのは本来同じ立場であるわけ
です。図書館が許諾を与えてしまうと、これは
どちらかというと利用者側です。また例えば、
この映画にこの役で出ていた場合の出演料は大
体この位だ、というような、見積もりがなかな
かつきません。図書館の司書はそういったこと
に疎かったりするわけですけれども、権利者団
体で実演家の団体、俳優さんの団体であれば分
かるはずです。自分達と同じ料率に従って許諾
をするということであれば、その場にいない権
利者にとっても納得がいくことが多いだろう、
トラブルが少ないだろうというふうに考えられ
ております。

デンマークやスウェーデンはもともと労働組
合の組織率が非常に高く、組合員でない労働者
のためにも労働組合が仕事をするということは
あるので、それと同じようなものだというふう
な説明を聞きます。そして、利用者の側から見
ると、もともと権利を集中許諾している団体に
お金を払えば一発で済む、例えば放送局が権利
者団体に1 年間利用している作品の利用対価を
包括的に支払うことができるということになる
ので、利用者にとっても便利であるということ
が言えます。

イギリスは、この拡大集中許諾を2014年の
10月から入れておりまして、権利者団体が相
当な調査をした上であれば、権利者不明作品に
ついて団体が代わりに許諾できるというような
仕組みを新たに入れております。まだ運用が始
まったばかりですので、これからどういうふう
になっていくか不透明なところはありますけれ
ども、そういう仕組みがイギリスでは始まって
おります。また、ハンガリーは、2009年頃か
ら、かなり独自の仕組みを取ってやっているよ
うです。さらに、絶版になった出版物について
ですが、デジタルアーカイブ化を進めるような
法改正がドイツやフランスではなされていると
いうことです。
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というわけで、拡大集中許諾というのが、今
ヨーロッパで権利者不明作品問題を解決する
策としてトレンドになっているわけですけれ
ども、アメリカはどうか。実はアメリカも、ソ
ニー・ボノ法で著作権の存続期間を長くした時
に、この問題がますます深刻になるということ
で、立案が進んでいます。議会に付属する著作
権局が立法のもとになる提案をしておりまして、
2006年に最初の報告書を出してから、いろい
ろと検討をしております。この報告書に基づい
て、2006年と2008年に議会に法案が出されま
して、特に2008年の時には結構良い線までいっ
たんですけれども、選挙の年だったということ
もありまして、廃案になってしまいました。し
かしGoogle Books訴訟というものが起こりま
して、触発された著作権局がさらに検討を重ね、
今年の6月に「権利者不明作品とデジタルアー
カイブ」という200頁位ある報告書を出してお
ります。

アメリカの法で知られているのは、フェアユー
スでして、これは著作権一般のものです。権利
者不明作品とは関係なく、200年位前からアメ
リカ人がやっていることですけれども、このフェ
アユースは、簡単に言えばフェアな使用であれ
ば著作権侵害にならないという法理です。今は
米国の著作権法の条文にこういうもの（講演資
料33ページ「フェアユース」）がございまして、
こういった4つの事項を考慮してフェアかどう
かを決めるということになっております。これ
をめぐって非常に激しく戦われたのがいま申し
たGoogle Books訴訟でして、Googleはデジ
タルアーカイブを自分たちで作ると言って、大
学の図書館などと契約をして数百万冊に及ぶ書
籍を全ページデジタル化し、検索ができるよう
にしてサービスを提供するようなことをやった
わけですけれども、全部コピーするとは何事だ
と作家組合との間で非常に大きな訴訟になりま
した。しかし第2審判決が今年の10月にござ
いまして、フェアユースに当たると判断されま
した。理由は、元々予定されていたのと全く異

なる形態である、つまり、元々、本は人間の目
で読んでその内容を理解するのに、Googleは
全部デジタルにしてばらして、例えばフェアユー
スというキーワードであれば、この本の何ペー
ジに出てくると。何ページに出てきてその前
後2行はこの位だという、スニペットというも
のを表示するだけであったので、別に本を読ん
で鑑賞するという目的には役立たない、そんな
ものが公開されたとしても本の売上げには影響
がないからオッケーだということになったわけ
です。

しかし、ということは、元々予定されたのと
似た形態、つまり電子的にアーカイブしてネッ
トにアクセスする、そして本をそのまま読めま
すというような形態で利用させるのはフェア
ユースとは言えないという判断が裏から示され
ているのではないか。しかもそういう場合は既
存の作品の販売に影響もありますので、フェア
ユースとは言えないというのがアメリカの裁判
所の判断ではないか。だからフェアユースの法
理があるから権利者不明作品問題が解決できる
ということは言えない。これは解決策にはなら
ないだろう、というわけです。これは、私がそ
う思っているというだけではありません。著作
権局の報告書に書いてあることです。日本の著
作権法を議論する人の中には、フェアユース法
理がアメリカにあるからアメリカ法はすばらし
い、フェアユースを日本にも導入するべきだ、
そうすれば全ての問題が解決する、といったバ
ラ色のお花畑のようなことを言う人もいるんで
すけども、これは全くの間違いであります。今
年6月の著作権局の報告書にも、フェアユース
の法理があっても、それによってオンライン環
境での著作物全体の幅広い利用が可能になると
いうことは想定できない、だから著作権局とし
てはヨーロッパのような拡大集中許諾を提案し
たい、ということが書かれています。著作権局
の提案は2本立てになっていまして、1つは、権
利者不明作品を個別的に利用する場合には、権
利侵害だという裁判が起こったときに、その裁
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判で新しい抗弁を認めるというようなものです。
もう1つは、デジタルアーカイブ化のために拡
大集中許諾の制度を導入するというものです。
この制度導入については、去年3月にワーク
ショップを著作権局でやりまして、そこで異論・
反論・慎重論が相次いだのですけれども、それ
を押し切る形で諸外国でも採用が相次いでいる、
ヨーロッパの方向は無視できない、アメリカに
はそんな伝統はないけれども、導入することは
できるんだと、著作権局はいうわけです。もと
もと、デンマークとかスウェーデンにしか伝統
はないのに英独仏でもやっている、アメリカだっ
てやるべきだというような提案をしています。

我々はどう考えるかということですけれども、
解決策としては3通りあります。

1つは、図書館などの公的組織に、専ら公益
的使命に即した目的のための使用を認めるとい
うものでして、わが国で言えば、例えば国会図
書館とか国立公文書館に、日本人の文化的な遺
産である著作物の保存をお願いしたいというも
のです。保存のための複製はオッケーにすると
いうことですけれども、この面では著作権法の
改正が実は既に進んでおりまして、EUの場合は
指令という28カ国全部を拘束する形の法が必要
ですので非常に揉めたわけですけれども、我が
国は、国会が通れば法律になりますので、これ
は大体解決がつきつつあると思います。

EU指令を作る時に、指令案として図書館に
商業的使用の許諾もさせたらいいのではないか
という案があったのですけれども、これは結
局、先程も申し上げましたとおり、図書館には
代表性が乏しい、また図書館職員が、この作品
をこういう目的で使う対価はいくらですという
ような許諾を権利者に代わってやるというのは
難しい。ですが、公的組織が公的目的のために、
例えば作品を複製して保存しておく、あるいは、
研究者のためにそれを使わせるというようなこ
とは問題なかろう。これによって、われわれの
文化遺産が権利者不明問題のために消えていく
ようなことが避けられるだろう。先程申しまし

たとおり、100年位前の映画フィルムが、権利
者がいないためになくなっていくというような
問題がアメリカではあるわけですけれども、そ
ういった問題はこの策で解決するだろうと思い
ます。

もう1つの解決策は、拡大集中許諾です。こ
れは、権利者を代表できる団体が、商業的利用
のための許諾を権利者に代わって行うというも
のです。ただ、その場合に権利者不明の不明と
いうのが一体何を意味するのか、慎重な吟味が
必要です。ちょっと捜して見つからなかったの
で不明というのでは、本来の権利が守られない
ことになりかねません。ですのでそこは慎重さ
が必要ですけれども、基本的な方向としてはこ
れでいいのではないかと思います。この解決策
のメリットとしては、大きな法改正がいらない
ことです。先程申しましたとおり、民法697条
という一般的な定めに従って拡大集中許諾はや
ろうと思えば今でもできます。ただ、例えば権
利者不明の作曲家・作詞家のために、JASRAC
が拡大集中許諾を今、民法に従って行う、など
ということをすると、例えば不明権利者のため
に集めた許諾料、これはいったんJASRACの金
庫に入れてしまっておく、実際は銀行預金にし
ておくわけです。権利者が手を挙げたらお支払
いをすることになるわけですけれども、権利者
が名乗り出ない場合もあり得ます。あり得ます
と言うか、何せ権利者不明作品が対象なわけで
すから、実際にはその方が多くなると思います。
そうなると、JASRACとしては何十年も何百年
もずっと管理することはできませんので、民法
の原則に従えば10年で時効にかかる。時効に
かかったものはJASRACの一般会計に組み入
れるということが民法上の扱いとしては許され
るわけですけれども、そういうことをやると、
JASRACはとんでもない団体だと言われる。実
際は金額なんてたいしたことないでしょうが、
しかし、それを一般会計に組み入れると言うと
ものすごく非難を浴びるでしょう。もともと権
利者不明作品の管理は、手間暇ばかりかかって
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絶対に黒字にならない事業ですから、そんなこ
とに手を出して非難まで浴びたのではたまらな
いということに恐らくなるでしょう。ですので、
10年経った時点で国庫に納付をして、著作権に
関連する事業、有益な事業に国の責任で役立て
てもらうといった決めごとが必要になります。
だがこれは民法の一般法理では決まりませんの
で、特別法がいることになります。また、委託
者以外の権利の処理をするわけですから、経理
的に変なことやってないということを示すため
には、監督官庁の監督も必要になるかもしれま
せん。しかし、こういったことは、あまり大き
な法改正をしないでできることです。

さらに第3の策として、アメリカの著作権局
の提案にもあります、裁判による事後的な解決
を導入したらどうかという解決策です。これは、
使う人は権利者不明作品は自分の責任でどんど
ん勝手に使っていい、文句があったら裁判で来
いというやり方です。これはアメリカ人のメン
タリティには合うやり方だと思います。裁判で
被告になって、侵害者だと言われたときに、いや、
あなたの所在が不明だったから権利処理ができ
なかったんだよ、だから差止めは勘弁してくれ、
許諾料の相当額としてこれくらいで勘弁してく
れという、権利者不明作品の抗弁を出せる仕立
てになります。しかしそこには、フェアユース
の法理と同じ問題があると思います。つまり、
フェアユースの法理でもGoogleのような巨大
な会社が、これはフェアだと言って作品を使
うと、権利者は訴えてGoogleを負かさないと
自分の権利が守られない。権利者は零細で利用
者は極めて強力というのがネット社会の現実で
すから、こういった法案が実現しますと、利用
の側に著しく偏った、つまり、人の作品をどん
どん勝手に使って良い、ちょっと調べて権利者
がどこにいるのか分からなければ、勝手に自分
のものに取り込んで使う。嫌だったら裁判やっ
てみろということになる。こっちには弁護士が
1,000人ついている、まだいくらだって雇える
ぞとなったら、権利がないのと同じことになっ

てしまう。それでは強いもの勝ちの弱肉強食社
会をもたらすのではないかと思われまして、我
が国では取るべきでないと私は考えております。

基本的なことはこういったことですけれども、
この問題については10年以上前から論文などを
書いておりまして、ごく直近でもこういったも
の（講演資料36・37ページ「参考文献」）を書
いております。ご参照いただければ幸いです。

どうもご清聴ありがとうございました。
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講演資料

権利者不明作品（孤児著作物）とは
著作物である（ように見える）
権利者の行方が知れない
または、そもそも権利者が現存
しているかどうかが不明
※権利者消滅なら著作権も消滅
（著作権法62条1項）

➡ 権利処理ができない
（適法に使えない） 3

本日の内容
権利者不明作品問題とは何か
行政処分ー現行法の用意する方策
事務管理―ヨーロッパ法のあり方
公的機関による管理ーＥＵ指令
権利者団体による管理―拡大集中許諾

米国法の動向
米国特有の法理による解決（？）
現在の検討状況

まとめ―権利者不明作品問題の解決策

2015年12月9日
玉井克哉 (東京大学・先端研）

権利者不明作品問題について
～これからの法制度をどうするか～

JASRACシンポジウム
「それは『越えられない壁』なのか？
～コンテンツ市場の活性化と権利者不明作品～」

1
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たとえば、
無方式主義（ベルヌ条§5(2)）
著作物が完成した瞬間に発生
Cf.: 特許権: 登録により発生

長い保護期間
著作権: 死後50年（§51 I ）
隣接権: 実演等から50年（§101Ⅱ）

多様な利用方法と新たな権利
公衆送信権等（§23 Ⅰ）:1997年

6

もともと権利者が不明
例: 新聞の投書欄

権利者が多数
例: 大作映画

古い作品
例: 以前流行した楽曲をCMに

新たな利用方法
例: 放送➡ DVD化／ネット配信

たとえば、
無方式主義（ベルヌ条§5(2)）
著作物が完成した瞬間に発生
Cf.: 特許権: 登録により発生

長い保護期間
著作権: 死後50年（§51 I ）
隣接権: 実演等から50年（§101Ⅱ）

多様な利用方法と新たな権利
公衆送信権等（§23 Ⅰ）:1997年

5

なぜ権利者不明作品が発生するか
無方式主義（ベルヌ条§5(2)）
著作物が完成した瞬間に発生
Cf.: 特許権: 登録により発生

長い保護期間
著作権: 死後50年（§51 I ）
隣接権: 実演等から50年（§101Ⅱ）

多様な利用方法と新たな権利
公衆送信権等（§23 Ⅰ）:1997年

4
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何が問題なのか

A B

C

D

E
F

G

JH
著作権法上
の権利者
=許諾権者

事業化
したい
人

P

面倒だな・・・

所在不明

9

××

アクセス
できない !!

無許諾!!

問題の二つの表れ方
デジタル･アーカイブ化
(Mass Digitization)
文化の保存＝公益的な意義

商業的利用
＝コンテンツ・ビジネス
重要: ｢パン｣より｢サーカス｣

両者で問題への対処法が異なる
8

何が問題なのか
権利者は公表に同意
新たな利用形態にも（たぶん）
同意する
むしろ経済的対価を望む（はず）

しかし、権利者を見つけ出すことが
困難（取引費用が高い）
➡ 作品が利用されない（死蔵）

誰にとっても得にならない 7
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権利者不明作品問題
これからますます深刻
保護期間延長 死後70年に
長寿社会
男子63歳(1955) → 80歳(2012)

｢不明｣作品の特別な取扱い
どう要件を認定するか
どのような効果を与えるか 12

これは仕方がない

A B

C

D

E
F

G

JH
著作権法上
の権利者
=許諾権者

事業化
したい
人

P

面倒だな・・・

嫌じゃ！

所在不明

11

法政策の目標

権利処理をなるべく簡単にする
特に、推定的同意がある場合
全体のコストを低減する

権利者が「いやだ｣「待ってほしい｣
と申し出る機会を確保する
＝オプト・アウトの機会の確保

10
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文化庁長官の裁定－著作権者
（著作権者不明等の場合における著作物の利用）
第67条 公表された著作物又は相当期間にわ
たり公衆に提供され、若しくは提示されてい
る事実が明らかである著作物は、著作権者の
不明その他の理由により相当な努力を払つて
もその著作権者と連絡することができない場
合として政令で定める場合は、文化庁長官の
裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当
するものとして文化庁長官が定める額の補償
金を著作権者のために供託して、その裁定に
係る利用方法により利用することができる。15

本日の内容
権利者不明作品問題とは何か
行政処分ー現行法の用意する方策
事務管理―ヨーロッパ法のあり方
公的機関による管理ーＥＵ指令
権利者団体による管理―拡大集中許諾

米国法の動向
米国特有の法理による解決（？）
現在の検討状況

まとめ―権利者不明作品問題の解決策

基本的な方向

オプト・アウト方式の採用
｢利用する前に利用者が許諾を取れ｣
｢利用される前に権利者は拒絶せよ｣

｢権利者不明｣の慎重な認定
権利者が「いやだ｣「待ってほし
い｣と申し出る機会の確保
➡ 権利者が信頼できる仕組み 13
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裁定の実績
 昭和（47～） 18
 平成元～15 11
 平成16～20 20
 平成21 11
 平成22 20
 平成23 23
 平成24 29
 平成25 34
 平成26 40

入試問題
4

13
15
15
23
20

一般
7
7
8

14
11
20 18

合計 211

裁定制度の特徴と問題点
個別の行政処分
条約上は｢強制実施権｣
✓実演についての強制実施権
の設定が許されるのか

目的による区別はない
公益・文化／営利

手続が煩瑣 ■費用がかさむ
17

文化庁長官の裁定－隣接権者
（著作隣接権の譲渡、行使等）
103条 ……第67条、第67条の2（第1項ただ
し書を除く。）、第70条（第3項及び第4項を
除く。）、第71条から第73条まで並びに第
74条第3項及び第4項の規定は著作隣接権者と
連絡することができない場合における実演、
レコード、放送又は有線放送の利用について､
それぞれ準用する。

16
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事務管理法理
民法697条 義務なく他人のために事務
の管理を始めた者は、その事務の性質に
従い、最も本人の利益に適合する方法に
よって、その事務の管理をしなければな
らない。
２ 管理者は､本人の意思を知っていると
き、又はこれを推知することができると
きは、その意思に従って事務管理をしな
ければならない｡

21

本日の内容
権利者不明作品問題とは何か
行政処分ー現行法の用意する方策
事務管理―ヨーロッパ法のあり方
公的機関による管理ーＥＵ指令
権利者団体による管理―拡大集中許諾

米国法の動向
米国特有の法理による解決（？）
現在の検討状況

まとめ―権利者不明作品問題の解決策

行政処分による解決策

カナダ（1985年著作権法）
著作権委員会(Copyright Board)による
個別的な（case-by-case）利用許諾
｢合理的な努力(reasonable effort)｣
が要件

非排他的な許諾
複製・出版・上演・配布のみ
 “利用されることは稀” 現状で288件19
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拡大集中許諾
かねて北欧諸国で普及
 2012指令も｢妨げない｣と明記

権利者団体
集中許諾…構成員など（委任､信託)
拡大集中許諾……所在不明権利者
オプト・アウトしない限り許諾対象

管理者の代表性において優れる
コストが低い ➡ 利用者にも便利 24

公的機関による管理―ＥＵ指令
デジタル・アーカイブ化（欧州電
子図書館構想）の一環

管理者: 図書館､文書館､フィルム・
ライブラリーなどの公的主体

公益的目的に限る
商業的使用は不可
権利者には｢正当な補償｣

cf. 2011年指令案
×｢対価｣

23

事務管理法理

①権限や義務のない者が
②本人の推定的意思に合致するよう
③その「事務」を管理する。
本人が現れたとき、管理者は、
④ 管理状況を報告した上で本人のため

に受け取った金銭を引き渡す｡
⑤ 事務処理に要した必要費や有益費の

償還を求めることができる。 22
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拡大集中許諾の動向

絶版作品(out-of-commerce 
works)のデジタル・アーカイブ化
ドイツ …1965年以前の絶版作品
権利集中管理団体に権利行使が委託
されたと推定

フランス …2000年以前の絶版作品
国立図書館が登録 ➡ 集中管理団体へ
権利者には6ヶ月間の異議申立期間

27

拡大集中許諾の動向

ハンガリー（2009年2月～）
管理者＝権利者団体（官庁の許可）
構成員以外の者のために許諾が可能
権利者にオプト･アウトの機会を保障
集中管理の対象になっていない作品
も官庁の｢強制的集中管理｣の対象
｢相当な調査(diligent search)｣
国内のみ／非排他的／譲渡不可能26

拡大集中許諾の動向

英国（2014年10月～）
管理者＝権利者団体（主務大臣の許可）
｢相当な調査(diligent search)｣が要件
非排他的な許諾
許諾料: 類似の場合と比較し公的決定
権利者にオプト・アウトの機会を保障
権利者不明のままのとき
➡ 公的機関が有益な目的に使用 25
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米国での検討の経緯
グーグル・ブックス訴訟

2011 議会著作権局報告書『デジタル・
アーカイブ化に関する法的問題』

2012 議会著作権局、権利者不明作品に
関する検討を再開

2014 3. 拡大集中許諾を含む試案を提示
｢ラウンド・テーブル」

2015 6. 議会著作権局報告書『権利者
不明作品とデジタル・アーカイブ』

➡

30

米国での検討の経緯
2006 議会著作権局『権利者不明作品

に関する報告』
2006/ 2008 権利者不明著作物法案
 ｢誠実で合理的に相当な｣調査が要件
 裁判による差止めと損害賠償を制限
 個別案件ごとの判断
 権利者: 合理的な補償を受ける請求権

 教育機関や博物館などは非営利的使用に関して
金銭の支払いを免れる

29

本日の内容
権利者不明作品問題とは何か
行政処分ー現行法の用意する方策
事務管理―ヨーロッパ法のあり方
公的機関による管理ーＥＵ指令
権利者団体による管理―拡大集中許諾

米国法の動向
米国特有の法理による解決（？）
現在の検討状況

まとめ―権利者不明作品問題の解決策
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フェアユース法理の適用
～グーグル・ブックス訴訟～

 Authors Guild v. Google, Inc., 
804 F.3d 202 (2d Cir.  Oct. 16, 2015)

 Authors Guild v. HathiTrust, 
755 F.3d 87 (2d. Cir.  June 10, 2014)
①もともと予定されたのとまったく
異なる形態（transformative）
Hathiは検索結果/Googleはスニペット表示

④既存の書籍販売への悪影響がない
33

フェアユース
In determining whether the use made of a 
work in any particular case is a fair use the 
factors to be considered shall include—
(1) the purpose and character of the use, 
including whether such use is of a commercial 
nature or is for nonprofit educational purposes; 
(2) the nature of the copyrighted work; 
(3) the amount and substantiality of the portion 
used in relation to the copyrighted work as a 
whole; and 
(4) the effect of the use upon the potential 
market for or value of the copyrighted work. …32

フェアユース
17 U.S.C. § 107. Limitations on 

exclusive rights: Fair use
Notwithstanding the provisions of sections 
106 and 106A, the fair use of a copyrighted 
work, including such use by reproduction in 
copies or phonorecords or by any other 
means specified by that section, for purposes 
such as criticism, comment, news reporting, 
teaching (including multiple copies for 
classroom use), scholarship, or research, is 
not an infringement of copyright.

31
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米国著作権局による立法提案
権利者不明作品の個別的利用
＝2008年法案型
個別的な判断
損害賠償・差止めの制限

デジタル・アーカイブ化
➡ 拡大集中許諾の導入
諸外国でも採用が相次いでいる
伝統がなくとも導入することは可能36

米国議会著作権局による評価
｢極めて必要度が高いが例外的でもあるような
一定の場合に、裁判例は、フェアユース法理
によって〔デジタル・アーカイブ化の〕プロ
ジェクトが護られるとしてきた。しかし、オ
ンライン環境での著作物全体の幅広い利用を
望む者もいると考えられるのに､フェアユース
法理がそれを適えるとは、想定できない｣｡
｢……議会を補佐する立場から、著作権局は､
本報告書において、拡大集中許諾として知ら
れる立法的な枠組みを提案する」。

35

フェアユース法理の適用
～グーグル・ブックス訴訟～

 Authors Guild v. Google, Inc., 
804 F.3d 202 (2d Cir.  Oct. 16, 2015)

 Authors Guild v. HathiTrust, 
855 F.3d 87 (2d. Cir.  June 10, 2014)
①もともと予定されたのとまったく
異なる形態（transformative）
Hathiは検索結果/Googleはスニペット表示

④既存の書籍販売への悪影響がない
34
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解決策
A)図書館など｢公的｣組織
専ら｢公益的使命に即した目的｣
のための利用
 ｢商業利用｣は一切不可
（ＥＵ指令型）
公的機関に｢商業的使用｣の許諾を
させても、対価が決められない

39

本日の内容
権利者不明作品問題とは何か
行政処分ー現行法の用意する方策
事務管理―ヨーロッパ法のあり方
公的機関による管理ーＥＵ指令
権利者団体による管理―拡大集中許諾

米国法の動向
米国特有の法理による解決（？）
現在の検討状況

まとめ―権利者不明作品問題の解決策

参考: 権利失効法理の制限
Petrella v. MGM, 134 S. Ct. 1962, 1967 
(2014)
請求権発生後３年以内に権利を行
使しなかった場合には権利行使が
できないとする条文が著作権法に
ある以上、権利失効法理を適用す
る余地はない。

Cf.: Danjaq LLC v. Sony Corp. (9th Cir. 2001)
37
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参考文献
 玉井克哉＝鈴木雄一「デジタル･コンテンツ
資産の活用を促進するための法政策」日本知
財学会第二回年次学術研究発表会講演要旨集
（2004）350頁。

 玉井克哉「アメリカ著作権法における権利失
効原則－コンテンツ流通を支える法制度の観
点から」InfoCom REVIEW 第37号
（2005）69頁。

 鈴木雄一＝玉井克哉「所在不明実演家の権利
処理に関する研究」日本知財学会第五回年次
学術研究発表会講演要旨集（2007）102頁｡42

解決策（？）
C) 米国2008年法案型の方策
 裁判になったとき｢権利者不明
作品の抗弁｣を出せる

フェアユース法理と同様の問題
 権利者は零細
 利用者は強力
｢強い者勝ち｣の弱肉強食では 41

解決策
B) 拡大集中許諾
 権利者を｢代表｣できる団体
 ｢商業的利用｣が可能に
 相当な調査が必須
実は大きな法改正は不要
 団体の監督
 残存ライセンス料の取扱い 40
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参考文献
United States Copyright Office, 
Orphan Works and Mass 
Digitization. A Report of the 
Register of Copyrights (June 
2015)

45

参考文献
 玉井克哉「行政処分と事務管理――孤児著作
物問題の二つの解決策」NEXTCOM 
Vol.21(2015 Spring)、4頁。

 鈴木雄一「孤児著作物問題の解決策としての
拡大集中許諾――米国著作権局の最近の提案
をめぐって」NEXTCOM Vol.21(2015)14頁

 福井健策・玉井克哉｢著作権保護期間延長問
題をめぐって｣情報通信学会誌32巻1号（
110号、2014）39頁。

44

参考文献
 鈴木雄一＝玉井克哉「孤児著作物の権利処
理に関する著作権法上の諸問題－所在不明
実演家の権利処理を中心とした基礎的考察
－」情報処理学会研究報告（2011)
2011-EIP-54、1頁。

 鈴木雄一＝玉井克哉＝村上愛「EUにおける
電子図書館構想と著作権－孤児著作物問題
の検討をかねて－」情報処理学会研究報告
（2013) 2013-EIP-62, No.3、1-8頁。

43
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裁定制度の利用と課題
～著作権者不明等の場合～

梶原	均	氏
NHK知財センター 専任局長

玉井先生からもお話がありましたけれども、
NHKでは裁定制度を使っていますので、実際の
手続きとその課題についてお話をしたいと思い
ます。

平成21年に法改正が行われたんですけども、
それ以前は使いづらいということで、先程も数
の紹介がありましたけども、ほとんど使われて
いませんでした。ただ、NHKではネットで過
去の放送番組を出していかなければいけないと
ころで、大量の権利処理をしなければいけない
という課題がありました。実際に権利処理を進
めていく中で、実演家の方々、ドラマで言うと
俳優さん達ですけども、そういった方々の所在
が分からないということが出てきまして、NHK
としましてもいろんなところ、例えば経団連
の研究会において第三者機関を作って簡便な
方策でできないかとか、あるいは、その当時、
CPRA(実演家著作隣接権センター )さんに権利
者不明の対応をお願いしたといったようなこと
をしておりましたけれども、そういったことを
受けて平成21年に法改正が行われ、それまで
実演家は裁定制度の対象ではありませんでした
けれども、対象になったということがございま
した。

ただ、NHKとしては、もっと簡便な抜本的
な対策を期待していたんですけども、裁定制度
の改善でしか法改正はされませんでした。ただ、

その裁定制度を使うかどうかということで結構
悩んだのですけども、当時の文化庁が法改正に
あたっての趣旨に、この法改正によって過去の
放送番組のネット配信が進みますよと。例えば、
NHKオンデマンドという例も出ていたというこ
ともあって、そう言われたら、この裁定制度を
使わざるを得ないね、ということで使っている
次第でございます。

実際の裁定制度ですけども、最初に「相当な
努力」をする必要がございます。具体的にどう
いうことかと言うと、名簿またはインターネッ
トで検索をして、例えば私の名前、梶原均で検
索をして出てくるかどうかということをやる必
要がございます。名簿というのは過去にいろん
な出演者名簿とかありました。そういったもの
で名前を捜す必要があります。あとは、権利者
団体等への照会ということで、管理事業者、あ
るいはその権利者の組織に対して照会をすると
いうこと。それと、日刊紙またはCRIC（著作
権情報センター）のホームページに掲載する
ということがございます。CRICのホームペー
ジには7日間以上掲載することになりますけど
も、その掲載料が1件につき8,100円かかりま
す。CRICは著作権情報センターという組織で
す。ここにいらっしゃる方は名前など聞かれた
ことがあるかもしれませんけども、ほとんどの
方はCRICといってもよく分からない。権利者
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団体のホームページとか、あるいは文化庁のホー
ムページの方がよっぽど人は見るんじゃないか
ということで、そういったところの掲載があれ
ばいいんじゃないかというふうにいつも言っ
ているんですけども、今はまだCRICのホーム
ページを通じて掲載することになっています。
具体的に言うと、これがCRICのホームページ
ですけれども（講演資料42ページ「CRIC」）、
権利者を捜していますということで、2番目に
aRma（放送コンテンツ権利処理機構）が実演
家を捜していますよということで、CRICのホー
ムページに詳細を書くこともできますし、リン
クを張って詳細な情報を示すことも可能です。
これは実演家の場合ですけども、実際に詳細な
情報はaRmaのホームページに書いてあります。
これがaRmaのホームページ（講演資料42ペー
ジ「aRma」）で、放送番組に出演された方々を
捜していますと。最初、阿部さんですかね、大
河ドラマ「春日局」に出てらっしゃった方とい
うことで、こういう形でCRICのホームページ
に掲載することが必要になります。

そういった相当の努力をやったあと、実際に
文化庁に申請をすることになります。申請書に
必要な事項を書いて、あと相当な努力をやった
ということについて疎明する資料をつける必要
がありますし、公表された著作物等ということ
ですから、公表されたかどうかということを裏
づける資料も必要になってきます。放送番組の
場合は番組表、いわゆるラテ欄みたいなものを
つけて申請をすることになります。

手数料が1つの申請で1万3,000円かかると
いうことで、この金額的な部分が裁定申請する
に当たってコスト的には結構大変な部分でござ
います。裁定申請をしたら、文化庁から担保金
の通知が来て、その担保金をもって法務局に担
保金の供託をすることになります。そうすると、
申請中の利用が可能になるということで、最終
的に、申請を受けてから裁定の可否の決定まで
2カ月ぐらいで正式に裁定が下りるということ
になります。担保金と補償金が異なる場合には、

その差額を精算するということになります。通
常は担保金イコール補償金というふうに考えて
いただいていいかと思います。

では実際に、NHKの裁定について説明したい
と思いますけども、これまで裁定申請をしたの
は実演家のみでございます（講演資料41ページ

「NHKの裁定申請について」）。申請数は20。番
組タイトル数でいくと19です。利用方法でネッ
ト配信とDVDについてやっていますけども、
ネット配信とDVDそれぞれ同じ番組でやって
いる部分があるので、タイトル数は19になって
います。これまで、その20申請の中で、不明の
実演家数の総数が1,231名ということで、1申
請あたり62名になっています。最も不明実演家
が多かった番組は大河ドラマ「春日局」。平成元
年放送になりますけども、155名で、実際に判
明したのが約30名になります。これ、多いと捉
えるか少ないと捉えるか。ご記憶の方いらっしゃ
るかと思いますけれども、aRmaのホームペー
ジで、今年の6月でした。宝生舞さんが不明に
なっているということで、ネットで少し話題に
なりました。その結果、割と判明者が増えて6
月以降ですね、今30名ですけども、16名が6
月以降判明した方でございます。1人当たりの
初回担保金が平均でいうと2,152円です。申請
しているのは、ほとんど大河ドラマです。大河
ドラマは40本から50本ありますし、相当話数
が多いわけです。そういった番組でも、1人あ
たり大体2,152円位ということになります。で
すから、少ない方は1,000円にも満たない金額
ということになります。

手続きのための時間として、相当な努力に1
週間から3週間。担保金の決定に2週間程度と
いうことです。相当の努力は、不明の方が多け
れば、それだけ長くかかるということになりま
すので、1週間から3週間かかることになります。
経費や手間を考えると、課題ですけども、全て
の番組について裁定制度を利用することは難し
いということでございます。実際に裁定申請し
た中では、先程、手数料1万3,000円と書いて
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ありましたけども、実際に権料だけで1万円に
も満たないような申請もありますので、そういっ
たことを考えると全ての番組、大量に不明な人
がいるような番組、あるいは、その話数が多く
て、それなりに収入も見込める番組については、
この裁定制度を使うことができますが、単発だっ
たり、数本の番組のドラマ等だと、費用と収入
の見込みを考えると、なかなか難しいというこ
とがございます。

あと、1度裁定を受けても、当初の申請と異
なる利用方法だとか、許諾期間を超えて利用す
る場合には再度申請が必要になります。平成26
年に若干運用の改善が行われまして、最初から
分かっていれば、1つの申請でネット、あるい
はDVDも一緒に申請できるようになりました。
ただ、最初にネットしかやってなくて、次に
DVD化するといったようなときは再度申請が
必要となります。

さらに、権利者が判明しても還付手続きが結
構複雑です。そうすると1人当たりの補償金の
額、平均でも今2,152円と申し上げましたけど
も、これを取りにわざわざ法務局に足を運ぶと
いう人はほとんどいないということになります。
還付手続きを受けるためには官報の写しが必要
だったり、あるいは戸籍謄本が必要だったりと
いったようなことで、恐らく補償金をもらうた
めの経費が掛かり過ぎて、もらいにいく人が少
ないということがございます。実際には、先程
30名位判明したということを申し上げました
けども、最終的には我々の方でご本人に補償金
の額をお支払いしているという実態があります
ので、我々にとってもこの辺は課題と思ってい
ます。

あと、これも先程玉井先生からお話がありま
したけど、不明者が判明することは少なくて、
その結果、補償金の多くが国庫に入ることになっ
て補償金が権利者のために活用される制度と
なっていないということも1つあると思います。

さらに権利者に名乗り出てもらうための周知
が不足ということで、権利者を捜すホームペー

ジはCRICしか認められていないというような
こともありますし、先程そのaRmaの記事が出
たら、少し、どっとではないですけども、十数
名判明したということがあります。やっぱり、
せっかく裁定制度を利用しているわけですから、
その後たくさんの方々が何らかの形で名乗り出
てもらうということは必要かと思います。担当
者に聞くと、あまり名乗り出てもらうと結局法
務局に行ってお金を取るのは難しいので、自分
達で払わなきゃいけないと。そうなると、あま
りたくさん出てくるとコスト的に大変だという
ような話がありますけども、一方で、せっかく
ホームページ等で周知をするということであれ
ば、もう少し何らかの形で名乗り出てもらうた
めの方策等を考える必要があると思っていると
ころでございます。

これが、現行の裁定制度についての現状と課
題です。平成21年、あるいは平成26年の運用
の改善によって、かなり使いやすくなったと思
いますけども、現行の裁定制度も還付金の手続
きの簡素化だとか、あるいはなぜCRICのホー
ムページでないといけないのか等々、まだまだ
改善できる余地はあるのではないかと考えてい
るところでございます。

私からのご説明は以上です。ありがとうござ
いました。
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講演資料

3

ＮＨＫの裁定申請について

 申請数 ２０（番組タイトル数１９）

 利用方法 ネット配信とＤＶＤ化

 不明実演家数 １,２３１名（１申請当たり６２名）
※ 最も不明実演家が多かった番組は「大河ドラマ春日局」（平成元年放送）の１５５名

 判明者数 約３０名

 １人当たりの初回担保金 ２,１５２円

 手続きのための時間 相当な努力 １週間～３週間

担保金の決定 ２週間程度

課題
・ 経費や手間を考えるとすべての番組について裁定制度を利用することは

難しい

・ 一度裁定を受けても、当初の申請とは異なる利用方法や許諾期間を越えて
利用する場合には、再度裁定申請が必要

・ 権利者が判明しても還付手続きが煩雑なため、１人当たりの補償金の額を

考えると法務局に行って手続きをしてもらうことは難しい

・ 不明者が判明することは少なく、その結果補償金の多くが国庫に入ること
となり、補償金が権利者のために活用される制度となっていない

・ 権利者に名乗り出てもらうための周知が不足

現状 これまで裁定申請した著作権者等は実演家のみ

相当な努力

• 名簿またはインターネットでの検索

• 権利者団体等への照会

• 日刊紙またはＣＲＩＣのＨＰ（７日以上）への掲載 ※ＣＲＩＣの掲載料１件８,１００円

裁定申請

• 申請書、疎明資料、公表等を裏付ける資料

• 手数料１申請１３,０００円

担保金

の供託

• 担保金（通常の使用料）を法務局に持参

• 申請中利用が可能

裁定の可否及び
補償金の決定

• 申請を受けてから裁定の可否の決定まで約２か月

• 担保金と補償金が異なる場合は差額を精算

裁定制度の手続きについて

ＮＨＫ知財センター

梶 原 均
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それは『越えられない壁』なのか？
～コンテンツ市場の活性化と権利者不明作品～

コーディネーター

	 日本経済新聞社 編集委員 関口 和一	氏

パネリスト

 NHK知財センター 専任局長 梶原　 均	氏

 カドカワ株式会社 代表取締役社長／株式会社ドワンゴ 代表取締役会長 川上 量生	氏

 慶應義塾大学大学院 教授 岸　 博幸	氏 

 小説家／公益社団法人 日本文藝家協会 副理事長 三田 誠広	氏 

 一般社団法人 日本音楽著作権協会 理事長 菅原 瑞夫
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【関口】　ご紹介をいただきました日本経済新聞社編集委員の関口和一でござい
ます。
　ただいまより、「それは『越えられない壁』なのか？～コンテンツ市場の活
性化と権利者不明作品～」と題しまして、パネルディスカッションを行わせて
いただきたいと思います。
　先程、玉井先生から、Orphan Works と呼ばれる権利者不明作品について
の問題点をいろいろご説明いただきました。
　そして、梶原さんからは、実際の権利処理のために、どれだけ大変なことを
やっていらっしゃるかというご説明もあったかと思います。

　権利者不明作品が、ここのところ注目を浴びたのは、玉井先生のお話にもありましたように、TPP
の議論で権利保護期間の延長ということが出てきたわけですが、その中で、この Orphan Works をど
う扱うかという問題が一つの大きな話題になったかと思います。また、ちょうど今年 9 月、アメリカ
の Netflix が上陸したり、あるいは Spotify のようなサービスが今度始まるとか、オンライン配信が、
日本でも本格的に立ち上がってくる。すなわち、コンテンツの二次利用が大きなビジネスになってく
る可能性がある中で、この権利者不明作品をどうやって権利保護をし、なおかつ、それを流通に回せ
るかということが、日本としても大きな課題になっているのではないかと思います。
　その意味で今回のパネルディスカッションは、非常に良いタイミングでの議論になるかと思います
ので、最初に皆さんに 5 分位ずつ、それぞれの取組、そしてお考えになっています課題と問題点、そ
して、その解決策をお話しいただき、その後にディスカッションに移らせていただければと思います。
　それでは、今回の主催者団体でもあります JASRAC 理事長の菅原さんから、この問題を取り上げる
にあたっての意義、そして、お感じになっている問題点をご説明いただければと思います。

【菅原】　JASRAC の菅原でございます。
　毎回、JASRAC のシンポジウムは、何で JASRAC はそんなことをやるのと
いうものが多いですけれども、特に、この Orphan Works、権利者不明作品
の問題は、過去からもずっと言われてきたところではあります。
　音楽に関しては、いろいろなお問い合わせを日頃 JASRAC はいただくわけ
ですけれども、どうしても不明は不明というところがあって、そこをどうする
かというのは、実際に分かっている方の権利を管理する立場からも重要であろ
うと思っているところです。中には、不明なのだからいいじゃないというよう
なご意見をお持ちの方もいるんですけれども、例えば、アメリカでも、特許で

サブマリン問題というのがありました。冒頭で玉井先生からもお話がありましたように、権利は、ラ
イセンス、許諾が前提となって使われるわけですから、えいやと使っていて、後で判明したときのリ
スクは大変大きなものになる。これは、利用する側からです。そういう点から、問題提起がされてい
たんだろうと思います。

関口	和一	氏

菅原	瑞夫
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　冒頭ですから 2 点、申し上げておきたいのは、1 つは、よく保護期間の問題と併せて議論されるわ
けですけれども、保護期間による Orphan Works の問題は、ごく一部であるということです。つまり、
保護期間イコール Orphan Works の問題ではないということです。
　それではなぜ、Orphan Works になるかという点を申し上げると、大きく分けて 2 つあるのかなと。
つまり、先発的に Orphan になっているのと、後発的に Orphan になるということだと思います。
　保護期間は、現在、著作者の死後 50 年ですけれども、その間にはとりあえず相続関係というのが起
きるわけであって、子供の代、孫の代となってくると相続も含めた権利者、著作権というのは、どこ
にあるんだろうというようなことが起きるわけで、これは、保護期間とも若干関わるところであります。
　一方で、先発的な問題として、最初から権利者が分からないというのがあるわけです。たとえば、
無名著作物、変名著作物との関係があるんですけれども、一般には分からないペンネームで作品を発
表する。あるいは名前をつけないで発表する。この場合保護期間は、公表後 50 年ですけれども、権利
者はいるわけです。しかし権利者が誰かは分からない。
　また、いろんな場面で著作物を作るときの、これはコンテンツを制作する現場といってもいいのか
もしれませんけれど、通常は、そこでいろいろな権利に関する情報が集約されているわけです。これは、
著作権者だけじゃなく実演家もあるわけですけれども、そのリストがなくなってしまうと明細が分か
らなくなる。場合によっては、これは、あっては困るんですが、制作現場で、そもそもリストを作ら
ないということがあると、そのコンテンツはできるかもしれませんが、先々、誰が関わっていたのか
分からなくなるという問題があります。これは保護期間とは全く違う、現場での話ですけれども、最
初から権利者なり、著作者なりが分からないというケースです。
　これらの他に、著作者は分かっているけれども、その方の所在が分からない、あるいは権利承継者
が分からないということがあるわけで、この辺はまず大前提として、整理して理解しておく必要があ
るのではないかと思っております。これまでの議論を見ていますと、どうも Orphan Works と言うと、
1 つのこととしか議論されていませんが、実は、そのように分かれているということを冷静に見ておく
必要があるだろう。
　申し上げておきたいことのもう 1 つは、この議論、当然、権利者の保護という意味では、不明でも
権利者がいるわけですから、その保護という意味もありますけれども、前段の講演でもありましたよ
うに、利用される方からすると、そのサブマリン的なリスクというものを解消してくためには、やはり、
利用する上での保障がどう社会的に得られるのかということが課題であろうというふうに思っており
ます。そのようなことから、今回の案件としたということでございます。今日の位置づけも含めてご
案内をして、述べさせていただきます。

【関口】　ありがとうございました。
　それでは、続きまして、三田さんにお願いしたいと思います。三田さんは、日本文藝家協会の副理
事長を務められておりまして、特に、Orphan Works については、いろいろな形で問題提起をされて
いらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
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【三田】　文藝家協会でも、著作権の管理事業というものをやっております。映
画やドラマの原作等のエージェントもやっておりますけれども、最近、ドラマ
の原作はほとんど漫画なんですね。だから、あまり機能していないんですが、
一番大切な仕事としてやっておりますのは、教材関係であります。皆さんも中
学・高校・大学受験で、問題集というものをやられたと思います。旺文社の赤
本というのがありまして、大学別の問題集が出版されたり、入試問題集という
形で問題集を出すことがあります。大学の先生が入試問題を作るときには何の
手続きも必要ありません。それは、入試問題と検定試験で著作物を問題の中に
取り込むような場合には権利制限ということになっております。権利制限とは、

権利の剥奪でありまして、著作権はそこでは適用されない、自由に勝手に使って良いということになっ
ております。ですから、問題を出す先生方は、自由に問題を作ることができるのです。ところが、こ
れを入試問題集という形で本にして市販するということになりますと、これは、出版社が儲けるわけ
でありますから、権利制限にはなりません。そうしますと、許諾と使用料が必要になります。これを
文藝家協会で管理をしているんですけれども、あらゆる作家やエッセイストが全て文藝家協会に登録
をしているというわけではありません。予備校とも提携を結んでおりまして、使用料をいただいてお
りますけれども、予備校で使っている国語の問題の中で、文藝家協会に登録しておられる方が、大体
30％位だろうというふうに言われております。多分、JASRAC さんだと 100％位の著作物を押さえて
おられると思うんですが、なかなか文芸の場合には、100％に行くのはほぼ不可能だろうと思われます。
　それだけでも、わずかな管理しかできないんですけれども、よく、私立中学の先生方から、こうい
うことを言われます。出題する人が自由に問題を作ったのはいいんだけれども、私立中学では、願書
を販売するわけですね。その中に去年の問題が封入されているんです。封筒の中に有料で 500 円とか
300 円とかお金を取って去年の問題を入れますと、これは権利制限にはなりません。許諾が必要です。
ですから出題する先生が勝手に使ったもので、いざ、許諾を求めようと思ったら、文藝家協会に入っ
ていない人です。
　それから、出版社に問い合わせても、分からないことがあるんです。昔の本で、書いた人がそれ程
有名でなくて、本が次々に増刷されるということがないと、出版社でも管理しきれなくなって、その
人がどこにいるのか分からないということになります。
　それから、古い本ですと、いつ書いた人がお亡くなりになったのかも分からない。日本ですと、今
のところ保護期間が 50 年ですから、50 年前に亡くなっていたら、自由に使えるわけですが、もしか
したら生きておられるのかも分からない。何も分からないと、いわゆる Orphan Works になりますけ
れども、そういうものがありますと、問題集に入れることもできなくなるということで、大変困って
いるというのが現状です。
　こういうふうに、公共性の高い利用であっても、所在不明の著作者、及び著作権者が大変に多いと
いうことは、社会全体に大きな問題を残すことになります。
　それから、もう一つ、我々著作者は、実は権利者であると同時に、利用者でもあります。例えば、

三田	誠広	氏
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最近は電子書籍というものが盛んに作られております。改めてテキストを作って電子書籍を出すとい
うのは、売れている人の場合でして、売れていない作家の本は、昔出した本の版面をデジカメで撮る
というような形で、画像として販売する。ほとんど売れないですけれども。一応、なるべく全作品をアー
カイブを兼ねて、売れるようにするのですが、その版面の中に挿絵が入っておりまして、その挿絵の
画家が行方不明ですと、その版面を電子書籍にすることができない。あるいは表紙が使えないという
ことが出てきます。
　それから、何か非常に凝ったデザインで、デサイナーが文字情報の横に、常に模様が入っているよ
うなデザインをしますと、その版面をデザインした人が行方不明ですと、その版面そのものが使えな
いことになります。1 冊の本を世に出すためには、いろんな人が関わっておりまして、それが版面に反
映している場合には、その版面を使えないことになります。すると、その本は電子書籍にならないと
いうことで、これは、読者にとっても大変残念なことだろうと思います。挿絵に払うお金はそんなに
大きな金額ではないんですね。これを電子書籍にした場合に、作家に入るのも 500 円とか 1,000 円と
か、その程度なんです。だから、挿絵の人に払えるのは 1 円位かもしれないんです。でも、勝手に使
うわけにはいかないということが、大変大きなハードルになっていると。これを何とか簡単に使う方
法はないかなということを、著作権を扱っているいろんな団体と協議をしておりますけれども、これは、
利用者の側からももっと提案をして、何とか使いやすい方式を作っていきたいというふうに考えてお
ります。以上です。

【関口】　ありがとうございます。
　それでは、続きまして、慶應義塾大学大学院教授の岸さんにお願いしたいと思います。岸さんは、
小泉内閣の時にいろいろな規制改革等にも臨まれまして、現在、テレビなどで皆さんもおなじみかと
思いますが、著作権の分野でもいろいろご発言をされています。では、お願いいたします。

【岸】　私は、この問題を語る場合、どのポジションから語るかで、結構悩まし
いところがありまして、というのは、大学の立場では当然、政策にはいまだに
いろいろ関わっているんですけれども、その一方で、エイベックスの人間でも
ありまして、権利ビジネスをやっている立場であると。加えて、なぜかテレビ
にいっぱい出ておりまして、これは実演家の立場であると。例えば、私がレギュ
ラーをやっている「有吉反省会」は、実は海外にはもうコンテンツを出してお
りまして、当然、その使用料は、私にもくると。そういう出演者の側からもい
ろんな経験をしておりまして、立場によって、だいぶ変わる部分はあるんです
けども、そういういろんな経験をして、それをベースに政策の観点から、この

問題をどうなのかということを、簡単に自分なりの問題意識として言わせていただきますと、政策の
観点から、今一番目指すべきは、ネットというコンテンツのメインの流通経路での流通を増やすとい
うことだよな、というふうになります。

岸	博幸	氏
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　そういう意味で言えば、著作権の絡みで、最近 TPP のことなんかがよく言われますけれども、ある
意味で TPP の締結、これは、政策的には手段に過ぎない。こういった TPP とかもしっかり手段とし
て活用しながら、いかに日本発のコンテンツの流通を増やしていくのかと、そういう観点は非常に大
事になる。
　では、その観点を政策的な目的を実現するために、これまでどういう議論があったか。例えば、フェ
アユース規定を創設すべきだということがずっと言われてきておりまして、今も自民党の一部では、
やっぱりこれが必要だろうという声が結構あるんですけども、フェアユースというのは、当然ネット
企業の側からそれを望む気持ちは分からないでもないですけども、コンテンツの流通を増やすという
観点、当然コンテンツの制作側も関わってくる中で、それがベストのソリューションかどうかは分か
らないよねと。実際、こういう主張をする人が多い片方で、この後お話しいただける、川上会長がやっ
ていらっしゃるニコ動が典型で、逆に既存の集中管理の仕組みを JASRAC とうまく活用する形で、ネッ
ト上のプラットフォームとしてすごい存在になっている。
　そういう現実を考えると、フェアユース規定が一番の必要なソリューションでは多分ないよなと。
　一方で、やっぱりネット上のコンテンツ、映像が中心になってきたと。映像のコンテンツに関する
現実を見ると、自分自身、いろんなテレビ番組に出ていて、ロケも行くことが多いんですけども、例
えばロケに行きますと、少しでも写り込む一般の方全員から許諾を取る。それでスタッフは、意外と
現場では結構走り回っている、当然、出演者に関してもしっかりやるんだけども、こういったものを
全ての番組で使う、全てのロケの映像で全部管理するというのは、もちろんできないことはないけど、
すさまじい労力になってしまうと。そういうのを、自分の現場でいろいろ見ていて、つくづく思うこ
とは、じゃ、とにかく何でもかんでも許諾を出演者なりから取って用意するというのが本当にいいのか。
もちろん、過去の映像に関しては、そういうのがない場合も多い。そう考えると、この集中管理の仕
組みをネットに対応する形にしっかりやっていく中で、本来は、こういう Orphan Works、先程、菅
原理事長もおっしゃられたように、過去のものもそうですし、現状のものもそうなんですけども、そ
こで、権利者不明作品というのは必ず出るよねと。それへの対応というのをしっかりやれるようにす
るということが、一番大事ではないのかなと。　
　もちろん、その対応としては、著作権法上、裁定制度があります。でも、これも先程講演でもお話があっ
たように、なかなか現実には使いにくいよなと。なかなか大変な労力が掛かってしまうと。裁定制度
という名前のとおり、最低だよなということになると。　
　そういう中で、この Orphan Works の対応をどうしっかりやるのかというのは、私は、やっぱり今
の集中管理の仕組み、これが非常に、ある意味世界に誇れるぐらいしっかりした仕組みだと思います
ので、これを、うまく Orphan Works の世界にも適用することによって、現実的な問題解決をする。
その結果、映像を中心としたコンテンツの流通がなるべく増えていくようにすることが、実は、ネッ
ト関係、デジタル関係で、政府は一番標榜している政策目標、コンテンツの流通を増大させると。特
に TPP の中で、それを海外にも出していくという観点からは、一番現実的な政策対応になり得るべき
ではないのかなというふうに個人的に思っています。
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　そういう意味では、この集中管理という非常にしっかりした仕組みをどう活用していくのかという
ことを Orphan Works について考えるのは、フェアユース規定の導入うんぬんよりも、よほど早道で
はないかと。そういう現実的な検討がどんどん政策の現場で進んでいかないと困ると思っております。
　ちなみに、集中管理のことを言いましたが、ちょこっと一言だけ、最後に余計なことを言いますと、
ちょっと前に新聞で、私がいるエイベックスが JASRAC から離脱するという報道がありましたけれど
も、あれは全く違います。関口さんもいる日経が何でそんな誤報をするのかと、びっくりしたんです。
せめて、「エイベックス JASRAC を離脱か？」みたいな、東スポ的なセンスがほしかったなと、つく
づく思ったんですけども。あれは、現実問題として、JASRAC と管理事業法で競争しているイーライ
センスと JRC がエイベックスからの資本が入ったというのは間違ってないんですけども、JASRAC で
ないと対応が困難な権利、演奏権とかが、しっかりあるわけでして、そういう部分は当然、エイベッ
クスも JASRAC のお世話になっている。そういった部分を突然変えるなんてことは現実的にあり得な
いわけでして、ちょっと前の話ではあったんですけども、あれが大分いろんなところでさざ波を呼ん
だものでして、あの報道は正確ではありませんということだけは、最後に言わせていただこうと思っ
ております。以上です。

【関口】　ありがとうございました。その点はディスカッションで触れていきたいと思います。
　それでは続きまして、カドカワ株式会社代表取締役社長、そして、今、このパネルディスカッショ
ンもニコ動を通じて流れているわけですけれども、そのドワンゴの代表取締役会長でもいらっしゃる
川上さんにお願いしたいと思います。

【川上】　今日、どういう立場でお話ししようかということを考えていました。
今回のテーマは、権利者の不明なものに対する著作権をどういうふうに考える
かという、そういうテーマなんですけれども、ニコニコ動画を運営している立
場では、権利不明なものも権利者がはっきりしているものも自由に使わせてほ
しいというのが、われわれの考えかなというふうに思っています。
　先に説明しておきたいのですが、一応、カドカワという肩書を私は持ってい
ますけれども、カドカワのほうは、作者さんの権利を預かっている立場です。
ニコ動のほうは、サービスの運営サイドで、この立場でなかなか両方整合して
お話しするのは非常に難しいので、こちらは都合の良い方で、立場を切り分け

てお話ししたいなと。でも、どの立場でしゃべっているのかというのをいちいち説明できませんので、
皆さんの方で、僕にとって都合の良い方で聞き分けていただきたいなと思います。
　孤児著作物ということですが、この問題って結構深刻でして、権利者が分からないものに関する問
題だと皆さん思われると思うんですけど、実は権利者が分かっているものでも、権利者が分からない
ものでも、その境界というのは非常に曖昧なんです。特に、ニコ動というユーザー自身がものを作っ
ている世界においては、非常にそれが顕著です。というのは、もともとユーザーは、面白いからもの

川上	量生	氏
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を作っているわけで、そもそも権利を主張しようという意思が最初からない人たちが多いんです。た
またまユーザーさんが作ったものが 100 万再生とか、大ヒットしてネットで人気になったとしても、
本人は、権利主張する気が最初からない。でも、それを何らかの形で、世の中の他のメディアで紹介
しようとしたり、何か商品化したい場合は、やはり、著作権というのが自動的に発生しますので、本
人に許可をもらいに行かないといけないんです。そうすると、どうなるかというと、まず、連絡先が
分からない。Twitter の ID が分かるので、Twitter 経由で呼び掛けてみるとか、メールアドレスが分
かるのでメールで連絡をするとかするんですけども、返事がこない。そういう問題が当然発生します。
　なぜ返事がこないかと言いますと、まず一番多いのは読んでないということです。そもそもメール
がたくさん来るので読んでない。読んでも、1回ぐらい返事するんですけども、やりとりしていくうちに、
面倒くさいと思って返事しないとか、そういうことは実は日常的に起こっています。後は、これはユー
ザーの心理ですけども、人気があるといろんな人が使わせてくださいと言うんです。そうすると、あ
るタイプの人は、全部に「使っていいですよ」と言うんですけども、だんだん言うのが面倒くさくなっ
て返事をしなくなる。もしくは、1 回ぐらいは拒否したくなるという欲望にかられるわけです。何か権
利者として、権利行使をしないといけないんじゃないかと思って、よく分からない理由で拒否すると
いうことも、やっぱり頻発するんです。そして、次第に飽きちゃって、大体最後は何もアクションが
なくなるということが起こっています。権利者が分かっていても、実際、そういうことが起こるので、
権利者に連絡が取れないということがいかに普遍的な問題なのかというのが分かると思います。
　他にこういう例もあるんですけども、ニコ動で「チーターマン」というゲームの音楽が流行ったこ
とがありました。これは、当然権利者に許諾は一切得ないでユーザーが勝手にやっていたんですけど、
これは海外のゲームだったんです。「チーターマン」は大昔のファミコン時代のゲームでして、作って
いるゲーム会社が倒産しているんです。そうすると、これが人気になって、これを商用化しようとし
たときに、まさに孤児著作物の問題が発生しまして、それで、僕らも権利者をすごく捜したところ、
会社は倒産していましたが、ゲームの作者が見つかったんです。彼らの許諾を得れば、一応法的には
問題がないんじゃないかというようなアドバイスとかもあったりして、彼らに許諾を求めると、その
ゲームはあまり売れなかったゲームで、会社も潰れたと。あの時代のことは忘れたい、そっとしてお
いてくれと。関わりたくない、思い出したくないんだという理由で許諾をいただけなかったという、
そういう例もございます。なので、孤児著作物の問題というのは、孤児著作物だけの問題ではなくて、
実は権利者がいる場合でも同じような問題が起こるということが、今日、私の方から言いたいことか
なと思います。以上です。

【関口】　どうも、身につまされるお話をありがとうございます。
　今のお話を伺って思ったんですけれども、以前、川上さんにご講演をお願いしようと思って一生懸
命メールを書いたのですが、全然返事がなくて、結果的には違うところに行ってしまっていて、ご本
人の目に入っていなかったというのが後で分かったのですけども、確かにそういう問題もあるわけで
すね。
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　それでは、最後に、先程ご講演いただきました梶原さん、つけ加えること、あるいは他の 4 名の方
のお話に対してのコメントでも結構です、お願いします。

【梶原】　今後、権利者を捜すにあたって、どういうことがあり得るのかなと思
うんですけども、現行の裁定制度を改善するという方法もあるでしょうし、先
程から出てますけども、新たな制度の検討ということで、拡大集中許諾制度み
たいなものもあるでしょうし、あるいは登録みたいなこともあるのかもしれま
せん。あるいは、お話がありましたけど、抜本的な改革として自由に使えるみ
たいなこともあるかもしれませんけども、全てを一つの制度で対応するのは難
しいのかなと思います。
　その利用の目的、公共的な利用、あるいは営利的な利用によって制度とし
て違うのかなと思ったりもしますし、そもそも権利者が分からないケースと、

権利者が分かるんだけども、連絡先が不明のケースというようなところでも違うのかも分かりません。
あるいは、本を電子書籍にするだけ、あるいはアナログをデジタルにするだけ、これなんか、報酬請
求権的で良いのかなと思ったりします。あるいは、原作をドラマ化するとなると、これはちょっと人
格権に関わるみたいなことがあるので、こういうのは、少しハードルを高くするとかいうこともある
のかもしれませんけども、全てを 1 つの制度でまとめて考えると、なかなか前に進まないのかなと、思っ
ている次第です。

【関口】　ありがとうございます。
　一通りお話を伺ってまいりました。皆さんのお話をお聞きして思いましたけれども、共通している
のは、やはり、コンテンツの流通をいかに加速していくかと、特に岸さんがおっしゃったと思いますし、
菅原さんも、その事業化にあたっての権利、あるいはビジネス自体の不安定さを取り除くと。サブマ
リン特許のお話がありましたけれども、そういったものを、どうやって排除して、事業として成功す
るかということが大きな問題ではないかと思います。
　そして、課題的には、今の裁定制度のお話もありましたように、実際にその権利者がいるのかもし
れないけど、なかなかそこに行き当たらないといった物理的な問題等もあると。これは、今の裁定制
度の問題点でもあると思うんですが、そのような問題。
　それから新しいビジネスチャンスとしては、岸さんがおっしゃったように、市場は日本だけではな
くて、特に今後、アジア・海外を含めますと、日本のコンテンツって、まだまだポテンシャルがある
と。その意味でも、この制度をきちんとやっていく必要があるんではないかと。こういったお話があっ
たかと思います。
　それでは、議論の出発点として、まず裁定制度からいきたいと思います。先程梶原さんからご説明
をいただいたわけなんですけども、そもそも何でそんなに面倒くさいことをやらなければいけないの
かと、制度設計の問題。梶原さんが、それをうんぬんする立場にはないかもしれませんけれども、梶

梶原	均	氏



JASRAC  シンポジウム

第2部　パネルディスカッション54

原さんのお立場から、こういうふうだったらいいなと、逆に言うとですね。そういう裁定制度、ない
しは拡大集中許諾かもしれませんけれども、理想的なスタイルとはどんなものか、その辺からお聞き
できないかと思います。

【梶原】　先程ご説明をしましたけども、相当な努力の部分でいうと、今かなり簡素化されていまして、
ネットで名前を入れて捜すということと、権利者団体に尋ねるということだけ。後は、CRIC（著作権
情報センター）のホームページに広告を出すということですから、相当な努力の部分については、権
利者が不明だったら、普通これぐらいはするだろうなというようなことだと思います。
　ただ、その後、申請の手数料が 1 万 3,000 円かかったり、当初の予定でない場合には、もう一回同
じような申請をしなければいけないとか、そういったところで簡素化できるのかなと思いますけれど
も、それをどんどん突き詰めていけば、多分、玉井先生からお話のあった拡大集中許諾制度みたいな
ことになるのかな。つまり、権利者団体がそういった部分を引き受けてくれるということになれば、
かなり簡素化できると思います。　
　ただ、課題としては、ある程度集中管理の話、先程出ましたけども、音楽だとか実演の部分は、か
なり進んでいますけども、それ以外の部分、先程、文藝家協会、30 パーセントというお話がありまし
たけども、そういった集中管理が進んでない部分も、そこに含めちゃっていいのかどうかというよう
なことが課題かなと思います。

【関口】　三田さんは、実際にこの裁定に関わったりされてるんですか。

【三田】　10 年位前、著作権の保護期間、日本は 50 年、今でもそうですけれども、世界標準が 70 年で
すので、70 年に延ばしてほしいという要望を他の団体の方々と一緒に陳情しましたら、著作権は短い
方がいいとか、ない方がいいとか、コピーレフトというんですけれども、そういう人たちと議論をし
てほしいというふうに文化庁さんに言われまして、何度かシンポジウムをやりました。
　それから、文化庁の著作権審議会、分科会等でも議論をしまして、その時に、やはり、著作権の保
護期間を延ばして一番大きな問題は、Orphan Works の問題だろうと、これにどう対応するのかとい
う議論をしばらく続けました。
　それで、いろんな団体さんにご協力いただいて、こういうものを作りました。各団体がそれぞれホー
ムページを持って自分が代行できる著作者のリストを持っているんですけれども、それを全部統合す
るポータルサイト、入口となるサイトを作りまして、そこに人の名前を打ち込むと、JASRAC に登録
しているかとか、文藝家協会に登録しているかとか、あるいは作詞作曲家でもエッセイ集を出すと、
これは、文芸になります。ですから、いろんなところに登録している人がおりますので、どの団体に
所属しているかということが分かれば、そこに手続きをすればいいということなんですが、分からな
かった場合に、尋ね人の欄みたいなものを作って、それを裁定制度の告知制度とドッキングしようかと。
できれば、CRIC で支援制度の告知をするということを、当時からやっておりましたので、そことドッ
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キングをしてやればいいかなと、そのポータルサイトはもう実験的にできておりまして、誰も使って
いないんですが、今でもあると思います。
　ところが、それでも急にわれわれのモチベーションがなくなったのは、当時、韓国がアメリカと二
国間交渉で保護期間を 70 年に延ばしたんです。それを見ておりましたら、ああいう二国間交渉という
のは、お互いがカードを持っておりまして、自動車とか、米とか、野菜とか、肉とか、そのカードを
いっせいのせで、1 枚ずつチャラにしていくということをやるんです。そのときに著作権の保護期間を
50 年から 70 年にしますよというカードを 1 枚持ってると、米か野菜が助かるという、それで、ポン
と出して 70 年にできるじゃないかということで、日本も著作権のカードを温存しておかなければいけ
ないということを政治家の方に言われまして、これは、当時の政治家にいくら頼んでも駄目だと思っ
て、やめたことがあります。しかし、その頃から Orphan Works の問題は非常に重要だと思っており
ました。
　当時私が考えたのは、現在の裁定制度で一番問題なのは、文化庁への供託金です。お金を納めるん
です。それで、後で審議会でもうちょっと納めなさいとか、ちょっと値段の幅が増えたりも減ったり
するんですけれども、結局納めたお金は、誰も名乗り出る人がなかったら、国が取ってしまうんです。
これは、とても変だと思います。
　私のプランですけども、CRIC みたいなところで、そういう尋ね人をやっているとしたら、お金を
とりあえずそこに出しておけば使えるようなシステムができないかなと思います。著作権等管理事業
法というものがありまして、著作物の利用については、いくらでやるかということは文化庁に届ける
ようになっておりますので、値段がついているんです。ですから、孤児著作物も、その値段で使用で
きるということにして、お金を CRIC みたいなところに預けておく。それで、それがたまったら、こ
の人の分がものすごくたまっているということであれば、そのお金を使って調査をして、ご遺族の方
を捜し出すみたいなことで、お金がたまったものを誰かが勝手に使うことのないように、透明性を保
ちながら著作者を捜し出す事業をやるような、そういう半公共的な組織を作って、そこに一定のお金
を払いさえすれば、利用できるというようなシステムを作ればいいのではないかと考えておりました。
これは、今からでも遅くないから、やればいいんじゃないかなと思います。

【関口】　実際の文藝家協会としては、具体的なプロポーザルとしては、今どんな形で提案をしている
わけなんですか。

【三田】　今、また JASRAC をはじめ、他の写真家とか、漫画家の方、そういう管理事業者等を集めて、
オーファン勉強会、これは略称で、権利者による権利者不明作品問題を考える勉強会という正式名称
ですけれども、今、言ったようなプランがどうやったら実現できるかということを考えながら、いろ
んな識者の意見も聞きながら勉強をしているという段階です。
　皆さんと協力して何か形のある提案ができればいいなと思っております。
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【関口】　菅原さんと岸さんにぜひお伺いしたいんですが、先程 70 年の延長、一応 TPP でそういう方
向が出たわけですので、それを前提にして考えると、Orphan Works の問題が増えると今まで言われ
てきたんですけども、本当にそういう関係なのかどうなのか、その関係をご説明いただけますか。

【菅原】　冒頭申し上げましたように、そこが起きるとすると、相続関係が二世代、三世代といくこと
による可能性が増えるということだろうと思うんです。ただ、実態的に見たときに、まず、50 年使わ
れている著作物がどれだけあるかというと、例えば、今公表されてる著作物から見ると、ごく一部で
す。やはり、これは多くの社会の中で、多くの人から受け入れられたものだけが残っている。そうす
ると、そこから先というのは、20 年ありますから、もうちょっと減ると、低減するかどうか分かりま
せんが、そんなに大きな部分ではないだろうと。ただ、さっきありました、人知れずあった物を使お
うというときには、出てくるんですが、これは、50 年、70 年関係ないですね。もっと手前のところで、
そもそも分からないということですから、そこは分けて考えていくと、保護期間の延長によって、こ
の Orphan の問題が大きくなるというようなことは、あまり考えられないんじゃないかと思いますけ
ども。

【関口】　岸さん、どうですか、この辺り。

【岸】　私も基本的には菅原理事長と同じでして、確かに現実面では、そこまで影響ないだろうなと。た
だ、やっぱり理屈の上では保護期間が延びると、当然可能性としては大きくなり得ると、Orphan が
より多くなるという可能性は否定できない。それはあると思います。だからこそ、今、早く Orphan 
Works 対応をやらなければいけないと思うのが、やっぱりビジネスをやる観点から、これは著作権ビ
ジネスに限定しないで、あらゆるビジネスがいろんな関連する制度について予見可能性が高い。つま
り、この Orphan Works に関して言えば、オートマティックにとりあえず使えると分かることが大事
なわけでして、今の裁定制度だと、裁いて定めるという漢字を使っているくらいですから、やっぱり
いくら昔に比べて手続きが簡素化されたとはいっても、それなりに予見可能性という観点から言えば、
裁かれるとなると、場合によっては何かトラブルが起きるかもしれない。これは当然、ビジネス的に
考えると、なかなか難しいなと思われてしまう要因になり得ますから。だからこそ、この保護期間が
70 年に延びるタイミングで、まさに、著作権ビジネスをめぐる予見可能性を高めるという観点からも、
この Orphan Works への対応をオートマティックにできる形に改めないとまずいのではないかと思い
ます。

【関口】　川上さん、この点、何かありますか。

【川上】　先程も言いましたけども、著作権が切れたものというのは、非常に分かりやすいんですけども、
著作権が残っていて、権利者が不明なものということですよね。それは、権利者がいればオーケーす
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るものに関してなのか。著作権者がいないために権利処理ができないのであれば、Orphan Works の
議論というのは、本当に意味があると思うんですけども、現実問題としては、著作権者がいる場合にも、
やっぱり同じような問題ってあるわけです。特に、僕らはネットのサービスをやっていますから、ネッ
トを知らない人に、まず、僕たちがやっていることを説明しなくちゃいけないわけです。聞いてもら
うコストもすごくかかります。権利者がいるかどうかが問題ではないんですよね。要するに説明して
理解してもらうためのコストが実際の経済利益を上回ってしまうという現象が発生して、それによっ
て著作物を利用することができないという現象があるというのが、この問題の本質だと思うので、そ
れは、Orphan Works だけの問題ではないと思います。
　Orphan Works の問題が解決されたとしても、僕らにとって楽になるかと言ったら、多分、あまり
関係ない。ただ、議論としてすごく重要だと思っているのは、多分、この議論というのは、そのまま
援用されて、実際に権利者がいる場合にも、割と、説明コストが減るような形で利用できて、ちゃん
と権利料もお支払いできるようになる。そうすると、利用が増えてそういうマーケットは拡大します
から、最終的には著作権者には経済的な利益に必ずなるんです。そういった方向に進むための最初の
ステップとしての議論として、僕はすごく重要だとは思っているんですけども。これだけでは、解決
しないと思っています。

【関口】　そうしますと、冒頭、菅原さんに、Orphan Works が生まれるパターンを幾つかお話いただ
いたと思うんですけれども、さらに今の川上さんのお話で言えば、いても出てこないという場合もあ
るし、話に応じないという場合もあるわけですので、それぞれによってその対応は変わってくると思
うんですが、菅原さんがお考えになる、今のパターンの中で一番深刻な問題、あるいはこうやればそ
こは解決し得るのにという意味でいうと、どのパターンになるでしょうか。

【菅原】　現状、例えば JASRAC だけ見ると、お預かりしている権利の行使ですから、全くこの問題は
関係ないんです。ただ周辺の、例えば、音楽にしても同様の問題があるわけです。
　それで、管理事業者が複数化といっても、これはそれぞれ窓口がある。それから、特に音楽の場合に、
音楽出版社が自己管理するという分野もあるんですけれども、これも権利者がはっきりしている。そ
れから、通常ビジネスを前提としますから、条件づけの交渉はあるにしても、使える前提があるとい
うことはあるわけです。それから外れた著作者、どこにも所属してないとかいうのが音楽の場合も一
番問題だろうと思います。
　もう一つは、他のジャンルの著作物で言うと、もっとその幅が広い。例えば、特別講演で玉井先生
から三つありましたけれども、どれか一つにというよりは、もしかしたら日本型だと合わせ技なのか
なと。つまり、Orphan も含めた、分からない、捜しても連絡も取れないとかいうものの、利用者側
から見たときの保障を受ける拡大集中と言いますか、という意味と、それから、当然、それに全てを
著作者無条件で入れるというわけにはいかないと思うんです。私的権利ですから。そうすると、当然
オプトアウトとしての、自分でこれは主張しますというのがあるわけですけれども、ちょっと今の裁
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定とは意味が違うかもしれませんけれど、そこで交渉でなかなかうまくいかないようなときに、公的
な部分での文化庁の斡旋であるとか、裁定であるとかいうものが並列的にあって、多くのものは拡大
集中なりで動けるとすると、ほとんどのところの利用される方から見たときのリスクというのは軽減
できるのかなと。ただ、一方では、繰り返しになりますが個人の権利ですから。全てを全体主義的に
集めちゃうというわけじゃなくて、当然、個別の主張というのがあるときに、それでも、もう一つ道
があるという方が合理性があるのかな、というふうには漠然と思っています。

【関口】　先程の玉井先生のお話では、最後、解決策 3 パターンがご紹介あったかと思います。
一つは図書館のような公的な機関がやると。ただ、この場合は商業利用については、対応ができない
という問題があったかと思います。
　二つ目が拡大集中許諾と。これは、昨年の秋、英国でも実際に導入がされつつあるということです。
　三つ目は、米国型といいますか、フェアユースを一方で置きながら、権利者不明作品に対して抗弁
ができるという、合わせ技ですかね。これが三つ目の策だと。
　ご講演ではどれがいいか、はっきり玉井先生おっしゃってなかったので、先程、控室で訊いたら、
それはやっぱり拡大集中許諾でしょうということをおっしゃったので、この二つ目のパターンがビジ
ブルなのかなという気がいたします。
　ここから先は、ある程度この拡大集中許諾を視野に入れて、それを実現していくために、どんな課
題があるのか、その制度設計をするためには何をやらないといけないのか、というところに進めてい
きたいと思うのですが、その前に、先程、岸さんがおっしゃったフェアユースの議論です。これは、
日本でも議員の一部にもそういう声があると言われておりますけれども、フェアユースをやった方が、
特に技術との関連で行きますと、インターネットの世界、どんどん技術が進歩しますので、現在のよ
うに、利用可能なものをいちいち書き込んでいく、法改正を伴うようなやり方ですと、技術革新に追
いついていけないと。だからフェアユースがいいんだという声が、今もまだあるわけです。この辺の
可能性をいいのかどうか確認したいと思うんですけど、実際に権利処理をやっていらっしゃる梶原さ
んから、フェアユースというのはどうなんでしょうか。

【梶原】　フェアユースで権利者不明の部分を救えるのかというのは、ちょっと疑問かなと思っていま
す。もう少し、例えば、先程 Google 訴訟の話がありましたけれども、著作物は全て利用しているわ
けではないというようなこともあって、それはフェアユースということだったんでしょうから。例えば、
NHK オンデマンドをやるときに不明権利者がいて、ある程度捜しました。それがフェアユースですよ
というふうになるのであれば、いいんでしょうけども、恐らく法制度を考えたときに、そこまで踏み
込んだフェアユースは、あまり考えられないかなと思っていますけれども。

【関口】　岸さん、どうですか。
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【岸】　私は、裁定制度が最低とすれば、フェアユースは最低以下だよなというふうに思っています。
というのは、やっぱりフェアユースというのは、当然プラットフォーム側から考えれば合理性がある
んですけれども、コンテンツを作る側からすれば、逆に合理性がだいぶ減るんです。そういう意味で
言えば、さっきも言いましたように、ビジネスの予見可能性がすごく大事と。コンテンツ側、プラッ
トフォーム側、両方に予見可能性を与えるという観点からすれば、フェアユースというのは、少なく
ともベストの解決にはならないのではないかと思っていますので、特に Orphan Works については、
それは該当すると思っています。

【関口】　同じことを三田さんと川上さんにお聞きしたいと思いますが。

【三田】　著作権の存続期間の延長が 70 年になりそうだというのは、TPP ですね。ほぼアメリカと協
議をして、大筋合意になったわけであります。そうしますと、何でもかんでもアメリカのやり方を取
り入れればいいじゃないかという議論が出てくるだろうと思います。アメリカの場合にはフェアユー
ス規定というものがあって、フェアなユースであればフェアなんだということになるんですね。著作
者に損害をかけてはいけないとか、ある程度公共性がないといけないとか、条件はついているんです
けれども、しかし、著作者にどんな損害があるのかということは、著作者にしか分からない面がある
んですね。
　アメリカでは、フェアユースだといってどんどん使っていたら、権利者が訴えて、裁判になったら
とんでもない賠償金を払ったという事例が幾つもありまして、それが、いわば抑止力になっていると
いうことがあります。ところが、日本には、そんなものが全くない、それから、裁判そのものがあま
りやられていないと。どうも国のやり方を見ておりますと、日本もアメリカみたいに裁判を増やそう
としていて、法科大学院を作って、弁護士いっぱい作って、それで裁判が起こらないなら、フェアユー
スみたいなことをやったら、弁護士とか裁判官の需要が増えるんじゃないかということで、フェアユー
スを拡大して日本に持ってくるみたいな、そういう事態が起こることを、私は一番恐れております。
　しかし一方で、裁判を起こされる可能性があるようなシステムでしたら、教育関係、大学とか高校
では、それは使えないです。大丈夫だろうと思っても、訴えられるということは、勝つか負けるかじゃ
なくて、訴えられたこと自体が評判を落とすということになりますので、日本の教育機関では利用で
きないだろうと思います。　
　でも、何年かたって誰も訴えないということがじわじわと分かってきたら、今度は手のひらを反す
ように、どんどん使ってしまうということがあるだろうと思います。今でも、学校現場では、不当な
コピーが横行しております。例えば、業者さんが教科書準拠ドリルを学校に、これ使ってくださいといっ
て試供品を届けたら、うちでは使わないといって突き返されたんだけど、実はコピーされて、学校のサー
バーの中に入っていて、全学年それを使っているとか、そういう事例があるんです。
　教育現場では何をやってもいいというような、そういう風潮もあります。事実、担任の先生が、50
人位のクラスに、自分で作った教材を配付するのは権利制限だという規定があります。ただし、業者
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さんが作った物をコピーするのはアウトですけれども、自分で作ったものか、でも、業者さんのものだっ
て自分でコピーした、というような拡大解釈で使ってしまう人も多いんです。
　ですから、フェアユースという言葉だけが広まってしまいますと、そういう不当な利用が一挙に広
まる恐れもあります。すると、教材を作っている業者さん、みんな潰れてしまいます。すると、最初
の問題集を作る人もいなくなって、却って不便になるということが起こるんじゃないかと、私は大変
懸念をしております。

【関口】　川上さん、いかがでしょうか。

【川上】　フェアユースがどうなのかということを議論をするというのが、この問題の本質なのかとい
うと、ちょっと違うなと思っています。例えば、フェアユースって、裁判所が決定するということな
んですけど、裁判所はどういう基準で、フェアユースというのを決めるのか。いろんな法学の理屈と
いうのはありますけれども、結果的に何が決まったのかというと、例えば、図書館のある本の全文検
索はフェアユースだというふうに、Google が勝ったわけですね。これは、僕的な感覚だと、やっぱり
ちょっと行きすぎな、全然フェアには見えない結論が実際出ている。これがどういうことなのかと考
えると、結局アメリカは、コンテンツを作っているコンテンツ産業を守ることよりも、IT 産業を守っ
た方がアメリカの国益にとって得だと、そういう戦略があって、その上でフェアユースの基準も決まっ
ているというのが実態だと思うんです。本当にコンテンツ産業にとって正しいかどうかという議論は、
僕はされていないと思うんです。
　そういう中で、日本で正しいかどうかという議論をすることがどれだけ意味があるのかを考えます
と、ネットのビジネスをやっている僕らからすると、インターネットで Google も Amazon も日本で
サービスをやっているわけですね。日本の法律を守っている部分もありますけれども、純粋にネット
上のサービスとしては、日本ではやってはいけないように解釈できるものであったとしても、彼らは
日本でもやります。
　それに対して、日本がどれだけ言えるかというと、すごい限定的な影響力しか行使できない。既成
事実としてそういうものが入ってきてしまうというのが現状であって、そこで日本だけルールが違う
ことは、現実に何を生み出しているかというと、日本のプレーヤーに対する規制なんですね。だから
外資が独り勝ちするというような結果になりかねない。
　これはフェアユースだけの問題じゃなくて、いろんなところで起こっている問題なんですけれども、
僕らとしては、アメリカとせめて同じ条件で競争させてほしいというのがあるんです。そのための方法
論として、フェアユースをアメリカのまま取り入れるというのもあるでしょうし、もしくは、フェアユー
スを違うやり方で、日本が競争できるような形で取り入れようとか、そういうふうに考えてほしいな
と思います。多分、これも国際的なゲームなので、何が正しいかということよりは、結局、何が日本にとっ
て最終的に得なのかということで議論をしないと、僕は正しい議論にならないと思います。
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【関口】　ありがとうございます。
　確かにフェアユースをそのまま入れても、判例法の国と日本とは違いますので、そもそもその土台
がないという部分と、川上さんがおっしゃるように、却ってアメリカとか海外勢に有利になってしま
う部分は、無きにしも非ずということだと思います。
　大体、議論の方向が見えてきましたので、そうしますと、日本版の拡大集中許諾をどうやって作っ
ていくかというのが、ある意味、今後考えていかないといけない部分だと思うんですが、それでは、
まず、拡大集中許諾について、どんな課題が日本で導入するにあたってあり得るのかという辺りをお
聞きしたいと思うんですが、岸さん、いかがでしょうか。

【岸】　この制度を導入する場合は、法律上の条文の書き方がすごく難しいとか、そういう法理論的な
話もあるのですけれども、導入する段階で、法律の条文以上に一番考えないといけないのは、実務面
だと。こういう拡大集中をやりますと、そのためのインフラを一から作りますかと。これは、その主
体が誰であるかを問わず、あまり、効率は良くないと。そうじゃなくて、日本は幸い、これだけ権利
の集中管理の仕組みが既存のインフラとしてあると。そういう現実を考えると、Orphan Works につ
いても、既存の権利の管理のインフラ、これをどううまく活用するか。基本的にこの権利の集中管理
が行われています。そこの、インフラに乗せる形で、いかに効率的にやれるようにするかという観点
が一番大事ではないのかなと思っております。

【関口】　それは、具体的にどこがやったらいいということなのですか。

【岸】　JASRAC。私 JASRAC 嫌いですけれども、でも、やっぱり JASRAC のインフラというのは、
非常に効率的、かつしっかりしたものになっていると。ならば、こういったインフラを活用すれば、
比較的短時間で、こういう Orphan Works の集中許諾もできるはずだと。そういうことを考えるのが
一番現実的ではないかと思っています。

【関口】　エイベックスサイドからは驚きの発言でもあるのかもしれないんですけれども。

【岸】　あれは、誤解です。

【関口】　菅原さん、どうですか、JASRAC の名前が挙がっているのですけども、一気に話が具体化して、
話しにくいかもしれませんが。課題ということでいうと、どうでしょうか。

【菅原】　社会的にどういう要請があるかということは別にして、個人的に言わせていただくと、とて
も嫌です。というのは、現状で、権利をお預かりしているものの管理だけでも、ものすごい体力と手
間がいるのです。それは何かというと、特に今デジタル化になって、各楽曲のデータというものをど



JASRAC  シンポジウム

第2部　パネルディスカッション62

れだけ正確に保持し、変更があったときに対応し、それで許諾が出せるかということがあるわけです。
　もし、Orphan もということになると、そっちも全部管理しないといけなくなる。データ管理です。
お金の問題ではなくて、そういうインフラ部分というものは、確かにノウハウとか基礎はあるかもし
れませんけれども、そのところというのは、ものすごい気も使いますし、恐らく NHK さんでも、使
うときにはそういう前提があるのだと思うんです。ニコ動でも、そういうものを前提として、いろい
ろ動いているのでしょうけれども、その大本になるわけですから、正直言うと、あまり背負いたくな
いですよね。

【関口】　ですから、銀行さんみたいに預金で結局、最後自分のポケットに入れば、それなりにインセ
ンティブがあるのかもしれませんけど、この場合は、そういうわけにはいかないわけですね。

【菅原】　どういう仕組みになるかによって、例えば今、管理事業でやっている使用料規定、あるいは
手数料規定というのがあるわけです。それと同等の管理ということであれば、直接経緯は賄えるかも
しれませんけれども、その後の、先程あった、例えば、10 年なら 10 年、管理するというと、これは、
別の会計を立ててオープンにした管理をしなければいけないです。しかも、これだけのというのが、
毎年、毎年、Orphan のものを並べてお預かりしています、単価いくらです、というところまでを公
示する必要があるだろうということになると、やっぱりべらぼうな、そこの管理がいるのだろうなと
いう感じはします。

【関口】　梶原さん、どうですか。日本で制度を導入するにあたっての課題。

【梶原】　先程も申し上げましたが、まず集中管理と拡大集中許諾制度って、割とリンクしているのか
なと思います。
　今の管理事業法であれば、そもそも、さっきの話とも通じるのですけれども、基本的には応諾義務
があるわけですね。ですから、集中管理を進めるということが一番大事なのかなと思っています。集
中管理を進めれば、応諾義務がありますし、さらに基本的には不明者というのが出ないのですね。管
理事業者に預けてれば、基本的には不明者にならないということなので、その集中管理を進める仕組
みというのは、いつもいろんなところで今後集中管理、割と日本では進んでいるという話がありまし
たけども、ただ、音楽の分野とか、実演の分野は進んでいるでしょうけども、それ以外の分野は、そ
んなに進んでいないのかなと私は認識しています。少なくとも放送では、そんなに進んでないという
こともあるので、まず集中管理を進めるということも、1 つ大きな目標としてやっていくべきかなと。
集中管理が進めば、それは拡大集中許諾制度にスムーズにつながっていくのかなと考えています。
　ただ、拡大集中許諾制度の場合も、例えば、プロの人、プロとアマの境は難しいけども、じゃ、一
般の人の著作物も、そこで管理できるのかみたいなことは、1 つ検討課題としてあると思います。

040070
スタンプ
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【関口】　実際、その場合には、どこがそれを担ったら良いというお考えですか。新たに作るのか、あ
るいは今の例えば CRIC みたいなところがそういった形に変わっていくべきなのか。

【梶原】　そうですね、著作物の分野ごとにあったほうがいいのか、あるいはそうじゃなくて、先程、
三田先生がおっしゃったように、CRIC みたいなところが、集中的にやる方が良いのかというのは、一
つあると思いますけど、前提として、やっぱり著作物分野ごとに、ある程度権利の集中管理が進まな
いと、拡大集中許諾制度にスムーズに移行できるのかどうかが課題として思うところです。

【関口】　三田さん、どうでしょう。

【三田】　Google がアメリカの図書館の本を全部電子画像に取ってしまったという問題が起こった直後
に、日本の国会図書館に百何十億の予算がつきまして、国会図書館の本をデジタル画像にすることが
起こりまして、当面、1960 年代位までのものをデジタル化するということで、既にデジタル化されて
おります。
　ところが、それぐらいになりますと、石原慎太郎さんとか、大江健三郎さんとか、今生きている人
の本も含まれるわけです。これは国会図書館に行きましたらば、その画像を見ることができるんです
けれども、著作権の関係で他に配信することはできないと。　
　一方で、地方の図書館と国会図書館はつながっておりまして、地方の図書館で見られるものもあり
ます。それは著作権存続期間が切れたものです。そういうものに限っては、見られるという状況になっ
ておりますので、国会図書館はそういうデータベースを今作っております。
　将来的には、国会図書館に行ったらどの本でも読めるわけですけれども、行くのに、電車とバスと
乗り継いでいったら往復で 500 ～ 600 円はかかるわけです。だから、500 円位でお茶の間で、国会図
書館につないだら、著作権のあるものでも読めるようになれば便利だなという声は出てくるだろうと
思います。
　これを、お金とって国会図書館がやるというのは、難しいかも分かりませんけれども、何か公共的
な機関が間に入って、安い料金で本が読めると、そのお金は出版社を通じて著作者に出すと。
　実は、今、電子書籍の国会図書館への納本が行われておりまして、私の本も出版社がアーカイブして、
売っているものがあります。これをそのまま、国会図書館に納本するということでありますから、将
来的にその出版社が潰れた場合でも、国会図書館がお金とって配信してくれたら、著作者としては大
変便利であります。
　そのためには、やっぱりデータベースです。著作者のデータベースで、この人生きているのか死ん
でいるのか、死んでいるならいつ死んだ、いつパブリックドメインになるんだということを、しっか
りとデータベースにする必要があるんですけれども、そういうものを基にして、Orphan Works につ
いても、先程言いましたように、例えば、CRIC のような窓口を作って、そこに定額のお金を払えば利
用できるというシステムを作れば、利用者が簡便に利用できると。もちろんオプトアウトという制度
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は必要ですけれども、名乗り出ていないものについて利用できるということは、頑張ればできるんじゃ
ないかなと。これはやっぱりコンテンツの流通とかネット産業を育てるために、国が乗り出して全体
主義、社会主義的に利用を促進するということがあってもいいだろうと思います。
　そうすると文化庁が、もっと裁定制度を利便化して使いやすくすると。それが面倒なら、どこかの
機関に丸投げをしていただいて、CRIC のようなところがそれに対応して、業務をするというようなこ
とで、公共性は保たれて行くんじゃないかなと考えております。

【関口】　今、国会図書館の話が出ましたけど、ちょうど、その 100 億の予算がついた時、私も国会図
書館の納本制度審議会かな、その委員もやっていましたが、あれは、文化の保存というのが目的で、
あまり現代のものは入っていなくて、古いものばかりですし、しかも、せっかくデジタル化しても、
同時に複数の人が見れないとか、かなり縛りがあって、あくまで保存という形だと思うんですね。
　そういう意味でいくと、先程の玉井先生のお話にもあったように文化の部分と商用流通利用と、こ
れは分けて考えなければいけないので、前者の方は Orphan Works についても、そういう法理である
程度納得はもらえるのかなということだと思います。
　では、後者の方の商業利用をどう促すかということで、先程の三田さんの話ですと、裁定制度を簡
便にすると、あるいはそれに代わり得る CRIC のようなものの権限強化とか、そういったことになる
と思うのですが、実際にそれをお使いになる立場の川上さん、どういう制度だったら使ってみたい、
あるいは作ってほしいかと。それと、さっきおっしゃった、そもそも俺は昔のことを触れたくないよ
という人がいるわけですから、そういう人が見たときに、Orphan Works という形にならないで、流
通を促すための仕組みというのはどうしたら作れるのか、どうでしょうか。

【川上】　というか、この場でいうと本当に JASRAC よいしょになっちゃうんですけど、JASRAC しか
ないんですよね、はっきり言って。JASRAC があればいいんですよ。JASRAC みたいな存在があれば
いいし、それは JASRAC でなくてもいいかもしれないですけれども、現実問題を考えると、実績と能
力から考えて、今、一番安くそういうのができるのは JASRAC さんしかいないと思うんです。嫌がっ
ているじゃないですか、菅原さんは。これ、多分本当なんですよね。それを、多分、世間が分かって
ないというところが、すごく大きな問題で。著作権に限らず、例えば版権会社とか、いろんな事務所
などアーティストの権利を管理する会社組織でも同じですが、とにかく何か権利を管理するときの法
則というのは、ここにいらっしゃる方は皆さん、ご存じだと思いますけど、売れる人だけ管理したい
わけですよ、本当は。それが一番儲かる。で、中堅ですらもはや儲からない領域で、めちゃめちゃ売
れる人だけを管理したいというのが、多分、全ての人の望みで。本当は、裾野の人たちの権利を管理
するというのは、コストでしかなくて、ある意味慈善事業みたいなものになってしまうんです。そこ
の部分を実は JASRAC さんがやられていて、そのことによって逆に底辺のところまでお金が還流する
仕組みができて、僕らからすると使いやすいからどんどん利用して、どんどん権利料がお支払いでき
るわけです。そういう仕組みがあればいいんだけども、作業自体はすごく大変。しかも、その作業を
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やると JASRAC さんが名乗りを挙げた瞬間に、もしくは押しつけられた瞬間に、「また、独占するのか」
みたいな、そういうふうなことを言われるのも、まず目に見えてますよね。本当は、それはすごい大変で、
でも誰かがやらなきゃいけないことで、誰に押しつけるかというのが議論の焦点なんだということを、
世間一般の人も理解する必要があると思うんです。これ、大変な仕事なんで。みんなやりたくない仕
事ですから。

【関口】　すみません、どうなのですかね。一応、登録者のデータベースはあるわけですから、そのキャ
パシティというか、サーバーをちょっと追加投資すればできる程度の話なのか。あと、もう一点、こ
こで大事なのは、仮にそういう制度ができたにしても、権利者を捜す作業が残ると思うんです。これは、
誰がそれを責任持ってやらなきゃいけないかということも含めると、どうなんでしょうか。

【菅原】　まず、データのことですから、当然広げればというのもあるんですけれども、JASRAC の場
合、外国との相互管理契約があって、潜在的には 3,000 万曲から 4,000 万曲を責任もっているわけで
す。ただ、国内で使われたことがある、可動しているのは 300 万ちょっと、400 万弱ということで、ホー
ムページではそれだけの公開をしているんですけれども、それが広がるという前提ですね。そこは当然、
今あるものの、プラス幾つ、という話じゃなくて、掛ける幾つの体制は作らなくてはいけない、ただ、
基本のノウハウは一緒だろうと思います。　
　例えば、図書館のようにコンテンツそのもののデータじゃなくて、それに関わる音楽でいうと、題名、
作詞者、作曲者というような権利情報なんです。これが Orphan ということは、そもそも分からない
から Orphan になっているものもあるわけで、そこの、確認というのは、追跡まで全部やるというの
は多分、無理だと思います。従って、そういうものの実績が起きたときに、さっき申し上げたような
公示をすることによって、そこで、ちょっと前に、aRma でしたか、尋ね人出して、その本人が出て
きたということがありましたけども、そういう体制を作るしかないだろうと思います。ただ、そこの
後ろ側の管理が全体に対して見なければいけませんから。

【関口】　じゃあデータベースの管理のところを、JASRAC さんなり、そういうところがやって、その
実際の権利使用のところは、やっぱり従来の裁定制度、そのまま引き継ぐという、そういうイメージ
ですか。

【菅原】　いや、それでは、特に音楽は利用される方法というのがものすごい幅広いわけです。そうす
ると、それぞれの利用の形態によって使用料の規定も違うわけです。そうすると、一定額というわけ
にはいかないと思うんです。利用の範囲ごとに、例えば現状動いている規定を 1 つの基準にするとか、
いうような見かたをしていかないと、柔軟な対応はできなくなってくるんじゃないかというふうに思
うんです。
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【関口】　じゃあ、菅原さんとか岸さんとかどなたでもいいんですけれども、先程、玉井先生から海外
の事例のご紹介もあったわけです。英国もそういった形で導入すると。EU では EU 指令が 2012 年で
すか、出てると。いうことで言えば、日本よりある意味先に走ってる国もあるわけでして。そういう
ところをご覧になって、こういうやり方がいいんじゃないかと、この方式だったら参考になるんじゃ
ないかとか、そういうのはありますか。

【菅原】　結局、今の議論と一緒で、それぞれの国に、例えば音楽であれば集中管理団体というのは 1
つであるわけですけれども、そこの使用料規定というものが基準になって。要するに、権利を預けて
いる人と同等の取り扱いでライセンスを出すというのは基本になっているわけです。
　だから、他のことを考えるということはなしに、そこはかなりオートマティックに動いていくんだ
ろうと思います。

【関口】　岸さん、どうですか。

【岸】　海外については、今、菅原理事長がおっしゃったことにつきると思うんですけども、この拡大
集中許諾で考える場合には、実はもう一個大事な点があって。これを機に著作権管理事業法の定めて
いる仕組みというのを、ある程度見直す必要があるのではないのかなと。これは、事業法自身、坂本
龍一さんの後ろ側であれを作る段階でいろいろ関わっていた人間としてより一層思うんですけども、
よくステレオタイプに言われるのが、事業法ができて早だいぶたちますけども、なかなか競争が進ん
でないよねと。JASRAC はまだ独占をしてるよねと。そういう中で当然公取とかも、他の事業者頑張
れよということもあって、いろんないざこざも起きているんですけども、やっぱり、特にこれだけネッ
トが当たり前になった中で現実を考えると、他の事業者が、まさに JASRAC のようなインフラも含め、
全て自分で整備して、フルセットでどんどん事業を拡大していくのは、現実的には、実は大変なのか
なと。この Orphan のことも含めて考えると、そういう意味で、例えば JASRAC というのは非常にしっ
かりしたインフラ、まさに権利許諾というもののインフラをもってますと。ならそれを、言いかた悪
いけど公共財的により使えるようにして、Orphan Works の管理を専門にする事業者というのが参入
をして、JASRAC のインフラを使って処理するということもあり得るわけなんです。だから、そうい
う競争の体系、まさにさっき梶原さんがおっしゃったように、拡大集中許諾なり集中管理、これもしっ
かり考える必要があるとおっしゃったんですが、そのとおりで。だから、著作権のいろんな分野ごと、
コンテンツの分野ごとに、もっと集中管理の仕組み自体を進める必要があるだろうねと。その際には、
当然オプトアウトという仕組みが必要だよねと。そういう中で、まさにJASRACが作ったものを中心に、
インフラとして使えるものをどうしっかり使って競争を促進していくのかということをやらないとい
けないと。そのコンテクストの中でも、拡大集中許諾も考えるべきで。そういういろんな観点から考
えると、先程、川上会長はすごい大事なことをおっしゃって。やっぱり、JASRAC はいくら嫌でも逃
げられないんですよ。貧乏くじを引いてもらわざるを得ないわけなんです。それは例えば、昔、通信
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自由化をして電電公社が作った長距離網というインフラ、あとなによりも足まわりも。これを解放して、
活用するということをやった。来年 4 月から電力の自由化が進みますと。これでも当然、電力の自由
化の段階では、送電網に関しては、例えば関東では東京電力が作ったものを当然みんなが活用してい
かざるを得ないと。そういう意味で、この自由化のプロセスに近い部分があると思っていまして。そ
ういう意味では、JASRAC には、菅原さんはどう嫌がろうが、しっかり貧乏くじを引いてもらう必要
があると個人的には思っています。

【関口】　そうすると、JASRAC 離脱ではなくて、むしろ裏ではデータベースの共有化とか、イーライ
センスとの間でそういうことも考えられるんですかね。

【岸】　まあ、JASRAC には嫌われているみたいですから、そこはどこまでいくかよく分からないです
けれども、少なくともちゃんと共存できるような形にしないとまずい。私は、インフラの部分をうま
くみんなが公共財として活用すべきというのは、別にイーライセンスとか JRC のために言っていると
かそういう気は全くありません。もうイーライセンス、JRC というのは既に参入してだいぶたちます
から、それなりに自分達のインフラを作っていると。だからそれは、今後参入するプレーヤーのため
にも大事なんだろうというふうに思っています。

【関口】　はい、菅原さん。手挙がりました。

【菅原】　考え方として非常によく分かるし、前例から見てもそういう発想というのはそうなんだろう
と思うんですけれども、唯一違うのは、電電公社にしても電力にしても、ある面、国策として国のお
金が入っていた企業です。JASRAC は信託者からいただいた手数料だけで、このインフラを作ってき
たんです。だから、国のお金も含めて社会的なそういうバックアップがあったものに対しての共有性
というのはよく分かるんですけれども、これは、先いってどういうふうになるか分かりませんけれども、
こちらの信託の受託者という立場から見たときには、そこだけで議論されるとそれは今度うちの会員
信託者の方に申し訳ないなと言う部分があるんです。そこはぜひご理解をいただきたいな。

【関口】　そこは、先程の岸さんのお話もありましたように、NTT は、昔は国営、国策ですよね。国の
公社だったわけで。ですから、不採算地区まで電話回線を引いてやった。それを民営化したタイミン
グでその費用を誰が賄うのかというので、いわゆるユニバーサルサービスという概念を導入して、皆
さんが携帯電話の明細見ても電話番号 1 つにつき 2 円ですか今は。お支払いになっていると思うんで
すけれども。そういった形で、お金を何らかの形で集めてきて、それを JASRAC さんが別会計でプー
ルして、いろんな意味での運用、マネージメントに充てるとか、そういうスキームなんてのもあり得
るんじゃないかと思うんですけど。
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【菅原】　スキーム的にはあると思うんです。これは、あまり一般の方はご存じないんだけれども、信
託という中で実費弁償というお金の方式を取ってて、毎年毎年実は JASRAC のお金ってゼロになるん
です。
それは、掛かった経費、手数料率が決まっていますけれども、1 年経ってもしそこに余りがあると、翌
年全部会員信託者に再分配するんです。ということがあって、税法上の取り扱いというのを受けてい
る部分があって、他の収入があると、実はその実費弁償が崩れてしまう。崩れるとどうなるかというと、
当然そこの影響が出てきたときに、今度はその会員信託者の方の手数料の取り扱いまで影響が出てき
ちゃうという、別の問題を抱えててですね。だから、将来どうなるかというのは、これは制度の関係
もあるし、いろいろ動いたときには分かりませんけれども、現状ではそういう背景があるということ
はぜひご理解いただきたい。

【関口】　ありがとうございます。
　ちょっと話が各論に入ってきましたので、今回のパネルですけども、狙いはコンテンツ市場の活性
化と権利者不明作品ですから、コンテンツ市場の活性化が最初にくるわけですので、この後の議論は
どうしたら活性化するかと、流通が促進されるかということで、この Orphan に限らず、もう少し、
さっき岸さんが管理事業法の見直しという話もありましたけれども、そこに話を進めたいと思うんで
すけれども。せっかくですので、会場の皆さんからもご質問をいただきたいと思います。ただその前に、
今の議論のポイントで、他の皆さんでここだけは言っておきたいと何かありましたらどうでしょうか。
じゃ、川上さん。

【川上】　そうですね、新しい権利の管理の仕組みができたとして、ちゃんと集金ができるのかという
のが結構大きな問題だと思うんです。例えば僕らが一番心配するのは、わりと真面目な会社はちゃん
とそういうのに対しお金を払うんだけども、ほとんどの会社は無視をするということ。もしくは、海
外の会社は全然払わないとか、そういうことが容易に考えられるわけです。そうすると、結局、正直
な人だけがお金を払うシステムになっちゃうかもしれない。そう考えるとやっぱり、JASRAC がす
ばらしいと思うのは、JASRAC の取り立てについては、いろんな都市伝説もあったりして、その中
には多分事実もあるんだと思うんですけども、多分、現実問題としてちゃんとお金を回収できる、そ
れも日本だけじゃなくて海外のところでも臆せずに戦って勝ち取ることができるのって、実績として
JASRAC だけだと思うんです。そういうところがやらないと、恐らくここら辺の問題というのも、結
局は絵に描いた餅になっちゃうんじゃないかなということを、とりあえず言いたいです。僕らとして
も、そういう仕組みができたとしても気持ちよく応援できないので、ちゃんと戦闘力の高い組織になっ
てほしいと。そう考えたら、あるじゃないここにというね。そういうことを僕はちょっと言いたいで
すよね。

【関口】　他に何かありますか。
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【三田】　今の時代は誰でも著作者なんです。自分のホームページで勝手に日記をアップしている人も
いれば、その中になんか別のコンテンツを取り込んで、この曲いいね、みたいなところで自分のホー
ムページに張りつけちゃう人もいるわけです。こういう時代に対応していくためには、やっぱり何か
新しいシステムが必要だろうと思います。著作権管理団体、たくさんいろんな分野であるわけですけ
れども、文藝家協会がやっているのは、公益社団法人でありますので、公共性があるので仕方なくやっ
ていると。決して儲けているわけではないんです。今の話を伺っていると、JASRAC でさえ儲かって
ないということでありますから、管理団体は基本的に儲けないということでやっております。ですか
ら、管理団体が集まって、何かシステムを作るという新しいインフラを作る能力は全くありませんので。
これは、国が日本国のネット産業を活性化するためにちょっと投資をしていただいて、公共機関を新
たに作って、そこで運営をしてもらうということがぜひとも必要であります。
　さっき私が提案したように、孤児作品についても一定のお金を積み立てていただくということで、
そのお金を維持費に賄うことができましたら、最初に投資だけしていただいたら、あとランニングコ
ストはたまっていくお金でできるんじゃないかな。なぜかと言うと、孤児の人、ほとんど名乗りを挙
げないと思うんです。とりあえず積み立てて使えるようにしさえすれば、どんどんたまっていくんです。
たまりすぎたら、ちょっとお金をかけて権利者を捜索するということで、儲からないようにたえずやっ
ていく必要はあるんですけれども、必要なランニングコストは賄えるんじゃないかと。初期投資だけ
公の機関でいただければうまくいくんじゃないかというふうに思います。

【関口】　ありがとうございます。それでは、会場の皆さんいかがでしょう。ご質問、ご意見でも結構です。
ご意見の場合は手短にお願いしたいと思うんですけれども。いかがでしょうか。よろしいですか。
　それでは、ここから先は Orphan に限らなくても結構です。日本のコンテンツ流通、特にこのネッ
ト時代を迎えて、コンテンツの二次利用というのが大きな今後の課題になってくると思うんですが、
それを促進していく上で今後何をやんなきゃいけないかというところで、Orphan にもちろん関連し
て結構ですし、それ以外でも結構ですけれども、ちょっとご意見伺いたいと思うんですが。実際に現
場でご苦労されている梶原さんの方から、まずはお願いしたいと思います。

【梶原】　コンテンツの流通ということで言うと、不明者を置いておくと、できない部分でいうと、先
程から話出てますけど、やっぱり権利者の許諾が得られませんと。あるいは、使用料が高くて海外で
販売しようと思っても、それだけの収益が見込めないので諦めますとか。あと特に日本の場合、ネッ
トに対する抵抗感というのがすごく強くて、ネットというだけで自分は携帯を持ってないから、ネッ
トとかいわれても分かんないということで、この前も NHK 試験的提供 B ということでテレビの同時
配信の実験をやりましたけども、その際もそういった形で出演者の方から許諾が得られないというこ
とがございましたけども。それをどうやったらいいかと言うと、著作権法上の許諾権があるわけです
から、それを無視してやるわけにはいかないということなので、なかなか良い解決方法はないわけです。
そういった中で、先程からしつこく言ってますけども、やっぱり何らかの形で集中管理的なことをやっ
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ていくという努力しか、今のところ私としての解はないかという感じで思ってますが。

【関口】　でも、先程の裁定の話でも、実際に利用しているのは映像系でいうと NHK さんだけだとい
うお話で。よそのことは言えないかもしれませんけれど、民放さんなんかはどうされてるんですかね。

【梶原】　民放さんはちょっと分かりませんけど、NHK の話で申し上げると、裁定制度をやっている
のもほぼ大河ドラマだけです。じゃ、他のコンテンツや過去のコンテンツを流してないかというと、
NHK オンデマンドで流しています。それは、リスクをとって流しているわけですけども。ただ、その
時に不明者ですからリスクがかなり低いよね、ということで最終的に許諾を得ずに流しているという
ことがあるわけですけども。その一方で、誰が権利者か分かっていて、自分は嫌だよというのに、そ
れはリスクをとって流すというのは、これはちょっとなかなか難しいよねというところです。

【関口】　私の個人的な印象ですけれども、日本は著作権法については、あまりにこと細かにいろんな
ことを前もって決め過ぎているというか。例えば、公衆送信権とかそういうものにしても、世界に先
駆けて作ったのはいいんですけども、気がつくとちょっと世界と違ってしまっているとか。それが日
本のネット産業の育成という意味で、どっちかというとマイナスに働いている部分というのは多分あ
ると思いますし。例えば、クラウドの環境の、これは著作権法が 2010 年の改正まではそういった大量
コピーは認めないということで、日本ではなかなかクラウドや検索サービスというのがたち上がらず、
その間に Google や他のサービスが日本でシェアを持ってしまったわけです。そういう観点から、こ
れまさに昔の通信と放送の融合の時もそういう議論がなされたとは思うんですが、今後の課題として、
岸さんどうでしょう、何をやったらいいでしょうか。

【岸】　本当、この問題ずっと議論してますよね、政府でも。いろんなことやったけど、結局何もあま
り変わってないという現実があって、本当難しいんですけども。でも実は私、今、関口さんがおっしゃ
られたように、著作権法自体も、本当は権利を細分化し過ぎて、却って難しい面がありますので。こ
れも、ビジネスの予見可能性という観点から言えばどうなんだろうと考えると、本当は著作権法の在
り方も、今まではどうしてもデジタルとかネットの動きにちょっと遅れて個別の対応をしてきた。そ
ういう意味では、私、著作権管理事業法と同時に、著作権法もせっかく TPP とかある意味で法律をい
ろいろ変える機会があるわけですので、そこで抜本改正をしてほしい。それをやるだけでも随分変わ
るのか、権利全体の体系を簡素化するだけでも変わるのかということは思うんですけども、現実は文
化庁著作権課、人数少ないんですよね。あの人数じゃとても無理だと。そういう現実を考えると、こ
の部分が難しい。そういう中で、コンテンツの流通をどう増やしていくのかというのを、いろいろこ
ういうことやればいいじゃん、というのは資金面とか手続き面とか多少は言えるんですけども、今ま
で程度のサポートでやってきた中でなかなか進んでないというのはですね、でもその一方でニコ動み
たいに、これだけ素人の人がいろいろ世に出る場ができたというのはすごいことですので、もっとそ
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こをうまく自分が出てるテレビの世界と、もっとニコ動とかも、うまくどう融合してもらって、それ
がどう海外にしっかり出てくることができるかというのが、多分一番の課題なんだろうなというふう
に思ってます。

【関口】　これも個人的な感想ですけども、アナログ時代の著作権とデジタル時代の著作権って、かな
り多分違っていて。デジタルというのは簡単にコピーできるわけですから、ある意味、複製したもの
にも価値があるという意味でいうと、どちらかというと工業所有権に近いような、そういう部分があ
ると思うわけです。そういう意味でいうと、文化庁の今までのやり方でやってていいのかということで、
2001 年の中央省庁再編の時も、そういったデジタルのところを、当時の郵政省、当時の通産省、それ
から文化庁から切り出して、デジタル情報通信省みたいなものを作ろうとか、そういう議論が確かあっ
たと思うんです。
　そういうことでいうと、やっぱり韓国とかアメリカの方が割とざくっとそこを捉えて、実際の事業
の活性化という意味ではうまくやってるような気がするのですが、川上さん、さっきそういう中では
雑草のごとく力強くビジネスを立ち上げてきたドワンゴとしてはどうしたらいいのかという、日本の
制度に対しての期待とか、こうしたらいいんじゃないかというご提言があったらお聞きしたいと思う
んですが。

【川上】　網羅的で使いやすい制度があれば、僕らにとっては良いわけですよ。ただ、現実問題として
僕は結構悲観的に見てるんですよね。変わらないだろうと。そしたら、この中でどういうふうに最適
化して生きていくのかというのを、ビジネスやってる立場としては考えてます。
　例えばニコ動では難しいことを勝手にやるユーザーというのがいる。ネットではつねにすれすれを
狙う人達がいるんですけど、多分、いろんなしがらみの中でやってるから面白いというのはあると思
うんです。それが面白さを生んでいるので、まあ、変わんなくてもいいんじゃないかなということを、
僕は現実問題としては諦めながら思っています。やっぱり禁止されてるから面白いというのはあるわ
けですから。二次利用というところにおいては、TPP はいろいろ言われてますけれども、実際には、
そこまでむごい規制はされないと思ってます。そうすると、規制がある中でも、ユーザーが楽しんで
いくという文化は守られていて、まぁ何とかなるんじゃないかなということを、実は思ってます。ただ、
日本のためということで考えると、そういうのも含めて著作権者の収入になるのが僕は筋だと思うん
です。筋だと思うし、実際に権利というものが使いやすければやすい程、市場というのは広がるので。
それは歴史をみれば明らかだと思うんです。あっちこっちで言ってるんですけど、日本のサブカル
チャーがなぜ世界の中で競争力を持っているか。アニメだとかマンガだとかというのは、うまくお金
にすることに日本は失敗してると思いますけれども、世界中で人気なのはなぜかというと、日本の表
現規制が一番緩いからですよね。それから、今は崩壊しちゃいましたけれども、着メロとか着うたの
ビジネスが日本で非常に大きなマーケットになったのは、やっぱり JASRAC があって使いやすかった
からです。カラオケもそうです。カラオケという巨大なマーケットができたのも、やっぱり JASRAC
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があって使いやすかったからなので。使いやすい集中管理の仕組みがあれば、確実にそこからビジネ
スが生まれて、日本国内においても大きな産業になるんだと思うんです。
　だからそれは、もう答えは分かってるので。その答えになるのを僕は祈ってるだけなんですけど。い
ろいろ難しいことを皆さん言い出すので、誰かがそこの問題を解決してくれないのかなと願ってます。

【関口】　菅原さん、だいぶプレッシャーかかってますね。三田さん、どうでしょうか。

【三田】　いろんなコンテンツを増やそうという議論が盛んなんですけども、人間が使える時間って限
られるんですね。だから、例えばテレビの古い番組を見られるようにする、便利なんですけど、その
古い番組を見ている間、今放送のテレビを見てないわけです。だから、これは同じことやってるんじゃ
ないかという気がします。ところが、私、大学の先生もやっておりますけれども、学生たちの様子見
たり、電車の中で若い人達見てますと、ほとんどの人が反射神経型のゲームやっているんです。あれ
だと頭が馬鹿になります。ロールプレイングゲームならまだいいんです、物語がありますから。電子
書籍を普及させたってね、なかなか若い人は本を読まないんです。これは、やっぱり教育をもうちょっ
と考えて、○×式の試験勉強よりも、中学高校ぐらいにしっかりとした文学作品とか、良い映画とか、
そういうものと触れる機会ができるようにすべきだと思います。映画館では学割ということをやって
ますけれども、書籍なんかでも学割をもっとやったり、あるいは、昔の文学全集みたいなものをパッ
ケージで、補償金制度みたいなものを作って各大学なり高校なりが一定のお金を払ったら図書館で電
子書籍を見放題にするとか、そういう抜本的な、若い人に日本の文化、文化的なコンテンツに触れる
喜びみたいなものを広めていかないと、みんな反射神経型のパズルゲームをやるようになってしまっ
て、他のコンテンツが全部衰退するんじゃないかということを考えております。国の人、何か考えて
ください。よろしく。

【関口】　ありがとうございます。
　じゃあ、菅原さん、いろいろ期待がかかっておりますけど。これだけはやらなきゃいけないという
自らのミッションと、それから、国なり、文化庁なりどこでもいいんですけども、制度に対してこん
なことをやったらいいというご提言があればどうでしょうか。

【菅原】　まず、前提として一つ、アナログとデジタルとの権利というお話もあるんですけれども。多分、
コンテンツを持っている人と現権利者で感覚が全然違うと思います。現権利者はもともと形のない権
利ですから、どういうメディアであれ、どういう方式であれ、そこで使われるということに対するラ
イセンスというのは全く変わりません。だから、そこはあまり、現権利者にすると感じてないという
のはあります。
　それから、ヨーロッパでも送信可能化権はないにしてもオーサーズライツという人権的な権利とし
て、それで及ぶものは全て、というのが前提となってますから。それは日本みたいにいちいち書かな
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くても権利があるんだという前提があるということを申し上げて。それで、活性化も含めて見ていく
と、いろいろなビジネスのアイディアというのは日本の中でもお持ちになってます。それで、特に音
楽を使っていろいろやろうとする方は大体、事前に JASRAC にはご相談にお見えになります。その際、
JASRAC は応諾義務が前提になりますから、ライセンスすることを前提としてお話しているんですけ
れども。いずれにしても、そのビジネスにおいても、それからもともとのコンテンツを作る場、それ
から管理をする場での権利情報の正しいものの共有化ということがデジタルの世界になると必須なん
です。これが昔は本ですと、絶版になって倉庫から廃棄しちゃったんですけれども、絶版のない、ロ
ングテールと言われてるところになるとそれが増える一方ですから。そこが確実に共有化できる、例
えば放送局との間でも、NHK さんとの間で過去の番組についての音楽について共有ができてるとする
と、あの番組ですと言うと、もう応諾義務の中に入っちゃうわけです。そういう仕組みを権利者も利
用される側も、それからその間のインフラも共有していかないといけないということがあります。ただ、
それを作るためには大変にコストと手間が掛かるんですけれども、幸い JASRAC は長い間やってきた
ので基本となるデータベースを持っています。ただ、著作物、著作者の団体の中には、そこまでの体
力がなくて、先程、三田さんからもありましたけれども、まだまだ至ってないところもあります。そ
うしますと、トータルで、デジタルの中で著作物、コンテンツが流通するためには、その基盤の整備
をしなきゃいけない。その基盤整備は、これ実は、お金儲けないんです。コストも出ないんです。と
すれば、日本が全体で新しいデジタルの流通というものを考えるのであれば、国策としてやはりそこ
の基盤作りというのは、まず考えていただく必要があるんではないだろうかと。

【関口】　そういう意味でいきますと、これまで議論してきたことは、過去の作品、すなわちデジタル
時代、あるいはネット配信等を想定してない時代に作られたものだったから、その記録がなかったり、
あるいは権利者が曖昧だったりということで。今から作られているものについては、そういったもの
がきちっとできてるということなんですかね。

【菅原】　なかなかそれが難しいんで、苦労しているとこもあるんです。ただそれは、どこかからでも、
今からみんなでやりましょうということをやっていかないと、5 年後、10 年後に同じ悩みをみんなで
もってるということになりますから、これはやはり社会的不幸ですよね。ですから、今から手を打っ
て、少なくとも今からのものはちゃんと整備ができている。あわせて、その流通にあわせて過去のも
のもそれにつれて整備を進めていくということになれば、お互いに動きやすくなるんではないかと思
います。

【関口】　まだまだお聞きしていきたいんですけれども、お約束の時間がきております。最後にこれだ
けは言っておきたいというのがあったらどなたでも結構ですけれど、どうですか。

【三田】　著作権の存続期間が長くなります。心配してるんですけれども、70年になりましたらひ孫とか、
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おお孫の世代になります。だから著作権の管理をもっとしっかりやらないと、著作者が亡くなったと
きに代表的な相続人みたいなものを設定しておかないと、何十人にも分配してお金を分けるというの
は大変ですし、その何十人の方から 300 円あげるからといってマイナンバーを聞き出すというのは大
変な手数なんです。事実上不可能だと思います。ですから、その制度そのものをもうちょっと整備して、
100 年後に備えておかないと、100 年後に無茶苦茶なことになってしまうと思います。

【関口】　ありがとうございます。マイナンバーの導入も一応利用拡大の方向ですから、そういった使
い方もあるのかという気もいたします。
　そうしますと、一応これで一通り議論を終えたわけですけれども、いろいろお聞きしてきて思った
ことは、やはりネット時代を迎えまして、既にあるコンテンツをどうやって有効に活用していくかと。
その上では、この Orphan Works の問題というのは避けて通れないわけですので、皆さんが知恵を集
めていい仕組みを作っていただきたいと。それと、先程、菅原さんがおっしゃっていましたけれども、
Orphan が生まれてしまったものは仕方ないとして、これからはそれを生まないような仕組みという
のを、ぜひとも作っていく必要があるのではないかと。そういう意味では、ここに会場にお集まりの
皆さん、そういったところにも関わってらっしゃると思いますので、まさに、皆さんのお力と知恵を
集結いたしまして、デジタル時代の新しい制度というものを作っていただければと思います。
　長時間にわたってご清聴ありがとうございました。
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