著作権研究（連載 38）

クリエイタ指向の著作権制度を求めて
上野達弘 （早稲田大学法学学術院教授）
我々写真家であれ、日常生活の中で著作権に頼ることは稀ですが、いざ自分の作品の権利を守りたいと考えた時
に必要になるのが、著作者や著作物を保護することを定めた著作権法です。100 の国があれば 100 通りの著作権法
が存在し、いずれにもその国が自国の文化をどのように考えているのかや守るべきことなどが書かれています。
今回は視野を広げ、日本の著作権法が、写真家の活動と作品にどう関わるのかを海外の著作権事情に詳しい早稲
田大学法学学術院の上野教授に御紹介いただきました。
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５年ほど前のことだ。ロンドン大学で講演を行った

の代わりに日本を客観視することは容易でなくなり、

際、著名なエイドリアン・スターリング教授から日本

いつしか疑うこともなくなってしまうように思われ

の制度について次のような質問をされた。
「日本法の場

る。

合、職務著作に当たると会社が著作権のみならず著作

クリエイタを軽視する
日本の特殊な職務著作制度

者人格権も取得するということで驚いたのだが、
では、

このことは、文化や社会だけではなく法律について
も当てはまる。

そのとき author は誰になるのか？」というのである。
私は「日本法の場合、会社が author ということになり
ます。
」
と答えたのだが、どうも釈然としないといった
渋い表情だった。イギリス法にも職務著作制度はある

日本の著作権法も、ドイツやフランスなどのヨーロ

のだが、
それは日本のようなものではないし、
彼等にと

ッパ大陸法をベースとしながら、アメリカなどにおけ

って自然人以外が author になるというのは理解し難

る個別の制度を寄せ集めて、さらに日本流にアレンジ

いことなのだろう。

した結果、どこの国にも見られない独特の姿になって
いるところがいくつかある。日本の職務著作制度はそ
の典型だ（※ 2）。
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日本にはクリエイタを保護する契約法もない
このように、日本では、自然人のみならず会社も
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取り戻すことができる「終了権」がある。このように、多
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くの国にはクリエイタを保護する著作権契約法がある

気づかなくなりやすい。このコラムで偉そうに国際的

のだ。

視点を云々している私自身も同じである。学会や講演

これに対して、日本の著作権法には、そうした契約法

で外国に行く機会も多いが、日本であくせく仕事をし

が潔いほどに一切ない。日本では、著作権契約は当事者

ていると、
すぐ日本に染まってしまうのだ。
だからこそ

の完全な自由に委ねられており、対価の規制も皆無で

私は、
いくら忙しくても、
毎夏できるだけまとまった期

ある。
したがって、自分の著作権を全て無償で譲渡する

間ヨーロッパに滞在するようにしている。猛暑を避け

というような契約が、書面もなく簡単に締結できてし

ること
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日本が嫌いなわけでは、

まう。
国際的に見れば、このことは決して当然のことで

もちろんない。何とかして外からの視点を持ち続けた
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い、
そんな足掻きのようなものなのだ。

クリエイタに焦点を当てた著作権制度を
そこで私は最近、クリエイタに焦点を当てた著作権
制度を構築すべきことを主張している（※ 3）。
２年ほど前、私のミュンヘン留学中の師だったアド
ルフ ･ ディーツ教授を早稲田大学に招いたことがあ
る。
同教授は講演の中で、ヨーロッパ大陸の著作権法は
法 律 名 に お い て author の 権 利（ ド イ ツ 語 の
Urheberrecht やフランス語の droit d`auteur 等）に言
及 し て い る が、
「 人 」 が 登 場 し な い copyright や
copyright law といった言葉を安易に使用することは、
著作権法が何よりも関心を向けるべき「人」に対する視
点を喪失する危険があることを指摘した（※ 4）。日本
の著作権法も「人」であるクリエイタに対する視点を忘

※ 1：上野達弘「ジャパニーズ・クリスマス」法学周辺 40
号 88 頁（2012 年）参照。
※ 2：詳しくは、上野達弘「出版と著作権制度」上野達弘＝
西口元編『出版をめぐる法的課題―その理論と実務』
（日本評論社、2015 年）１頁も参照。
※ 3：上野達弘「国際社会における日本の著作権法―クリ
エイタ指向アプローチの可能性―」コピライト 613 号
２頁（2012 年）参照。
※ 4：アドルフ・ディーツ＝上野達弘訳「著作権法による
著作者 ･ 実演家の保護」高林龍ほか編『年報知的財産
法 2015 − 2016』
（日本評論社、2015 年）39 頁参照。

れ過ぎているのではなかろうか。
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