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著作者人格権の一般理論
フランス法を例に

フィリップ・ゴドラ

(翻訳:長塚真琴)

1.最初に確認すべきことがあります。呈ヂf戸tfAIt艇はその重要性にもかかわらず，

現在の国際舞台には登場しません。これは驚くべきことです。 20世紀の世界史は，著

作者人格権を重視する方向へと発展するはずだったのに。というのも，ベルヌでの採択

とベルリン改正で国際法的根拠を備えた後. 1928年のローマ改正により，ベルヌ条約

には6条の 2が追加され，著作者人格権白原則が導入されたからです。こ白条文の射程

は控えめに解するのが望ましいと恩われます。そこでは. I著作者人格権」という表現

さえ用いられておらず，氏名の尊重に関する権利と，苦伊者四名誉正1"1:1声王宮の尊重に

関する権利しかとりあげられていません。しかし，原則は確立され，他白居館条約d

臼usconventionis) と同様に，それを寿度目た品目最小sJjIJtとすることが意図されまし

た。第二次世界大戦目野蛮由後にみられた文明への希求から，注目すべき進歩が生まれ

ました。 1948年 12月10日の世界人権宣言 27条2項は.rすべてパ1:1. 千四創伶Lた

科学的，文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有

ぬと定めています。観怖の精神的利益がその物質的利益と州都己認め凶七の

みならず，それはλ権として認められました。これは 1789年自フランス人権宣言が明

示的にはできなかったことです。なぜなら，その当時はまだ，著作者人格権に関する十

分な理論化がなされていなかったからです。 27条2項の導入に困難が伴ったことは事

実です。アメリカが断固として抵抗したため，同項は，より大きな権利としてのxftへ

由権抑(同条 l項)の内部に位置付けられるという条件の下で由み，導入が認められま

した。文化への権利とは. (受動的方法で)文化を享受す占権利でもあり，周時に. (能

動的方法で)文化に参加す石権利でもありま手。その(見え見えの)意図は，コピーラ

イ介 (cotyright)ではおなじみのやり方で利益のパランスに言及し，著作者人絡橋を

骨抜きにするような対立構造を演出することです。しかし.A按由問題である以上，こ

の結説的方dは出版社なとの著作物利用者 (exploitant)には認められませんし，この
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受動的方法I~. コピーラィ 1 田虫称系でいう「消費者j たる公衆の権利と混同芭れては
なりません。なぜなら，一一アメリカのお気には召さずとも一一世界人権宣言において

箸作者人格権がしっかりと認められたことに変わりはない白ですから。

2対照的に. 1950年のヨーロッパ人権条約は，知的所有権，特に著作者の権利につ

いて一言も触れていません。 10条において表現tDfJaが規定されているだけですoiJd 

f'PtDEiaは明らかに，表現tDfJaの中に位置付けられます。しかしながらこの条約は，

創作を所有権的に構成することがもたらす帰結については，沈黙を守っています。これ

は後退とみるべきでしょうかワ決してそうではありません。 2つの要素を考慮しなけれ

ばなりません。 lつは，制定時期が世界人権宣言と接近していることです。たった 2年

前に採択された宣言に盛り込まれたことを，繰り返す必要はなかったのです。そしても

うlつは，それは楽均であって宣言ではないということです。著作者の権利を対象とす

ることは，厳密には，締約国に，著作者人格権の承認を義務付けることに他なりません

でした。この要求は，コピ ライ F諸国，特にイギリスに条約加盟の扉を閉ざすことに

なり，それは， :;J-Ooyバ条約としては不都合なことでした。このように. 1948年の

宣言が確認したことからの後退はほとんどありません。そして，それとほぼ同じ言葉は，

1966年 12月19目白社会的・経済的・文化的権利に関する国際協定 15条にもみられま

す。また，より厳粛さの少ない他の諸宣言，すなわち. 80年代中盤まで何年かおきに

定期的に出され続けたもの(完成に至らなかったものも含む)の中にもみられま主し

かし 90年代を通じて，流れは唐突に逆向きに変わります。たいへん特徴的な白は 1995

年のマラケシュ協定 (TR1Ps協定)9条 l項で，それは以下のように定めています。

f加盟国は.1971年由ベルヌ条約の第I条から第21条まで及び附属書の規定を遵守す

る。ただし、加盟国i主、同条約第8条由2tD規定に基づいて与えられる権利又はこれか

ら派生する権利については，こ由協定に基づく握手fj文は義務を有しない。」

3 この規定はあらゆる点で異色のものです。はじめに. W1POの管轄に他ならない

事項が. WTOの枠組の中で採択された点です。 WTOは貿易交渉を秩序つけたり推進

したりする使命しかもたず，諸条約を制定したり解釈したりすることはできないはずで

す。これは言ってしまえば，世界的な広がりをもっスーク (souk)です。次に，この

規定は著作者人格権を初土ゲLでい占のではなく，排除Lています。これは見事な初唯

事です。この時までは，コピーライ作諸国を困らせたくない時には，著作者人格権に言

及しないのが慣例でした。初めて，国際条約の条文に，締約国は 6条白 2の最低限を遵

守する義務がないことが書かれたのです 1最後に，この規定は，著作者人格栂は知的所

有権の支柱ではなく.i'ヨ Lたげれは認めてもよい仔吉田あ;i(fiりの 1つだという考えに
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基づいています。たった Iつの真撃な，全世界が認めるべきものは著作財産権で，これ

でみんながどジ不えをするというわけです・・。この策略は，ベルヌ条約を一方的に解釈

し，そ白ダイナミス'ムをひどく破壊しているだけでなく，明らかに世界人権宣言に違反

しています。いったい何が起こったというのでしょうかつ 法律家たちが，彼らが創作

者白人格的利益を保護してきたのが間違いだったことに，突如として気付いたのでしょ

うかワ人々が，このような法律構成を拒むことを宣言し始めた由でしょうか? 世界の

多く白国が，著作者人格権白導入に反対した由でしょうかつ そのようなことは全くあ

りません。

4.知的所有権に関する世界各国の法はほぼ全て，程度は異なりますが，著作者人格

権を承認しています。これは特にベルヌ条約白おかげです(それだけが理由ではありま

せんが)。ただ一国，アメリカだけが激しく抵抗しています。 80年代白終わりにベルリ

ンの壁が崩壊し，それと共にソ連も崩壊しました。アメリカは世界でただ Iつ白超大国

となりました。アメリカにとって多E務7主義が意味を持っていたのは，主として(他に

も理由はありますが).東側諸国があったためでした。以後，あるのは彼らの利益，彼

らの視点のみとなりました。その結果が現下のイラクの惨状です。しかし，軍事の局面

で目立つことは，少しは隠されているとしても，法の領域において同様に明白です。彼

らは，もはや国際協調も，国際法も，国際諸機関も考慮せず，彼らの意思を押し付けて

きます。例えば，彼らはベルヌ条約を批准し，それをきっかけに WIPOに資本投下L.

そこに彼ら目論理を浸透させ，彼ら白条約案を成立さS，WFOの権限を奪って自ら

が君臨する WTOに与えました。それにもかかわらず，彼らはベルヌ条約6条の 2を

全く適用していません日。 TRIPs協定第 9条は，各国の立法における著作者人格権白

後退や，それに対する不信を表しているわけではありません。それは，国際関係におけ

るこ旧新たな状況を定式化したものにすぎません。力のない国際社会は，アメリカのベ

ルヌ条約違反をそのまま適用させています。全ての WTO加盟国は 1971年改正ベルヌ

条約を批准Lt.i・ゲ点I;{t..りま甘ん(なぜならアメリカにとっては，特にコンビュータ関

係の創作において，世界的独占が必要だからです)。しかし，アメリカが6条由 2を適

用する義務It占l)iJぜん(なぜなら，アメリカは園内でも，またアメリカ系企業が著作

権による独占を活用しうる国でも. 6条白 2の適用を望んでいないから) ! 尊大白域

を超え，これは地政学と評価するべきでしょう。

5.そ白目的は，特に，ア〆ゲ Jクfjf[白コピーライ介を世界中に広げることです。それ

は T知的所有権iではな<.単lこ.投資自成果であり模倣ではないも白の利用に関する

法的独占療です。こ由政策はグロ パグモ{-:Y' Elン白尖兵で，うまくいけば，その推進
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者に少なくとも 2つの著しい利益をもたらすでしょう。この政策により，まず，アメリ

カ資本の法λは，世界中の最も投資しがいのある国々からλosiff官控苦庇寧1-.El6臼

lif益止げ白た品に，世界中でそ白創作を利用して回ることができるようになります。次

に，こ由政策は，アメリカ製品の浸透(アメリカモデルの支配とまではいわないまで

も)に抵抗する世界の諸文化を，その競争力により押しつぶすことでしょう。これら全

ては，もちろん，全体白繁栄と利益分配を下地にしておこなわれます。グローパリゼー

ションとは，全員が腹いっぱい食べることができる盛大な祝宴であるはずですから。た

だ，富が最も強い者のほうへ吸い寄せられるようにできているシステムが，どうやって

同時に富を分配するのか，誰もわからないだけです 。そして，貧者が祝宴にありつこ

うとすれば，彼らはさらに貧しくなる他ないといわざるをえません。しかし，茂資者に

設占を与えること，すなわち製品の製作に関する競争を禁止することは，アメリカが国

際的な行動において至上の価値としているElIE.主義(起業と競争の自由)に，真っ向か

ら反しています

6.著作者人格権はどうしたとお尋ねでしょうかワ 以上のことは，著作者人格権と

大いに関係あるのです。この経済的，社会的，文化的不公正は，著作音λ格権を組み込

んだ真由PJ(背趨白ある所には生むな7いのです。著作者人格権が直接，不公正と戦うこと

を目的としているわけではありません。そうではなくて，著伊者λ品主権it.不公正を生

み出さない知的所有権という全体的構想の中に統合されているのです。そして，そのた

めにこそ，著作者人格権はあるところでは，&..y.厳ttl.あるところでは賃貸され正す。

塁手伊君子λ熔権という具体的制度は，深い水の中に沈んだ氷山の一角にすぎません。見え

ないところで揺れている白は，相容れない 2つりシステムのゆくえです。 1つは，ほん

のー握り白者を利するために，車-f(ftと単一経済が世界を排他的に支配することを目

指しています。もう lつは占 6<Oo文化の開花と，それらがもたらす占6<OMtIli，館[経

庭的価値を含む)四分配を目指しています。

7.それゆえ，始めにPJ(予言権oJ!J!，掃の形成過程を分析することが重要です。もちろん

著作者人機構のさまざまな属性も説明しますが一一私はそれにこの報告の第2部をあて

ます (ll)。著作者人格権は所有権の理論の中で育まれたのであり，また，それな

しでは 2つ白システムの対立はここまで鋭くはならなかったでしょう(1)。探求はフ

ランス法に関するものとなります。もちろん，それだけが研究に値するからではありま

せん。そ白形成過程がたいへん意義深いだけでなく，最も著作者人格権の保護の厚い法

のIつであることが，世界的に景認されているからです。だから当然，著作者人格権の

研究の場としては，適切であるといえましょう。
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1) 著作者人格権を内包する所有権の一般理論はいかに形成されたか

自著作者人格権に対して，これほど活発で浅薄な反応がみられる由はなぜでしょう

か。理曲目 Iつは，それが歴史と集団意識に深く根を張っていることです。も l.あえ

てフランス史を知らずにおくならば. 1957年のフランス著作権法は，高山宇行為を簡潔

かつ知的に理論化したことについて注目されるだけでしょう。しかしそれでは，同法が

どうしてそうなったのかを知らぬまま，同法白本当白射程の脇を通りすぎることになり

ます。それでは，同法は他のものと変わらないテクス卜の lつにすぎなくなってしまい

ます。そこで，まず同法がどのように形作られたのかを (A)でみて，その後. (B) 

でこの理論白法的表現をみていきたいと思います。

A) 排他権の誕生

9.知的所有権目前提は，印刷術が首都パリにもたらされてから，たいへん短い聞に

(だいたい 40年ぐらいで)整います。しかし，以後3世紀にわたる過程を通じて，常に

互いに混じりあい寄生しあう 2つの問題を，区別しなければなりません。 lつは(1)

でみる利府四独占控という概念の出現。もう Iつは. (2)でみる所予言艇の概念です。

1) 利用の独占権という概念

10.私たちは.i知的所有権Jや「利用の独占権」といった概念にたいへん慣れ親し

んでいるため，それらは当然普から存在しているだろうと考えがちですo しかしそん

なことは全くありません。ローマ人は法律に秀で，その貢献は今でもヨーロッパのいく

つも白民法の中に生きていますが，彼らは同様のものを全く有しませんでした。しかし，

S胃政白尉という概念を，彼らは知っていました。こ白ことは，無所所青権 無体物に

対する所有権ーーの概念が，知的rs!i'l宇控の概念一-iI: L-て独占(それが「所有権」な白

は上回融にすぎません)白概念ーーとは異なることを示しています。おそらし以下のよ

うな反論があることでしょう 大量複製手段がなかったから，利用の独占権という概

念を作り上げる具体的立符益は存在しなかったのだと。確かに，印刷術が火付け役だっ

たことは否定できません。しかし，それだけでは十分とはいえません。写本者のアトリ

エというものがあり，手書き複製がなされていました。それは中世にはもうあり，特に

大学からの需要に応えて，旺盛に生産を続けていました。さらに，古代人は劇場を立派

に運営しており，そこでは著作物が大量に利用されていました。知的所有権や利用の独

占権といった概念が生まれる機会はありました。私見によれば，これらの概念が生じな
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かったのは，むしろ，法的状況がそれらの出現を阻んでいたからでした。

11.というのも，ローマ時代においては，人々は物ではなく権抑についてだけ，無体

白所痔権を観念Lていたからで子。この所有権は，それが物質的ではないもの(樹リ)

を対象とするために， i無体の」といわれるだけで子。その構造とその権利内容は，有

体物所有権の場合と同じです。これに対して知的所有擦は，有体物白所有権とは完全に

断絶しています。なぜなら，それはある物に対する直接の特権を確立するというよりは，

他人白活動に対する権力と Lて位置刷られるからで寺。ところで，ロ マ時代の権力

窟婦は，全体の利益を図る行為に用いられる公的な力の属性 (αuc加吋tasとpot目 的s)

を，国家に留保するというものです。私人の権力は 奴隷にはまさに及ぷのですが

一一，そ白ftf，庄の枠を超えて及ぶことは決してありません。 Z権の一部が物(封地)に

牝体し‘それを排他的に用いることがで2きるという考えが晋もれたのは‘封建時代目社会

様式が築かれてかちでした。この考えが，利用田法的な独占という考えをと田ょう民生

み出していくかをみるのは，興味深いことです。

封建社会由経済的枠組

12 この考えの生成と，卸業沼会主義という経済秩序 それじたい封建秩序に根を

下ろしたものーーと，得控という法的手段とは，切り離すことができません。封建社会

は，垂直的には階級制度に，そして水平的には細分化によって成り立ちます。たった l

つの統合要素は，主という共通の封建君主です。詳細には立ち入りませんが，様々な職

業が，たいへん早くから，主の応ま曹を基盤として形成されます。そのためには，各種職

業は王権を要し，ー方で，主はそこに税源を見出します。こうして，河業組合が形成さ

れます。「職業J単位で主に忠誠を誓い(このため，同業組合のことを王室宣誓モドノル〆

ともいいます)，王に税金をまとめて払うことを約束します。これにより，王は同業組
12) ]3) 

合にその活動の独占と内部の自治とを認めます。この状態に形式を与えるのが得権

(p月.'tJilege)です。王権とのこ白つながりにより，同業組合は国家機構に組み込まれま

す。それらは，公式行事には必ず代表を出l，_，また，少なくとも基本的な供給に携わる

"， 周業組合は，公共奉仕という形で維持されました。商人や職人は「合理的な利益」しか追

求することが許されず，不均衡由状態を作り出したり，それを利用したりすることはあ

りませんでした。つまり，需要と供給の法則は，常に制約を受けていました。より多くの

利益を得るために談合すると制裁を受け，商工業者が欠乏を逆手にとって，彼ら自身白

生討が湿っ以上田利益を得ることはできませんでした，等々・。こ白主題に関する注目

すべきモノグラフィー白著作者は，同業組合白ことを「半公共姐織」と位置付けています。
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13.同業組合の内規は，所持成員指名白条件を定め，構成員聞に交症と字等白原則を

課していました。この原則が年功によって緩和されることはほとんどありませんでした。

苑争は排除され，公共四狩益の追求を目指すキリスト教道徳田強い影響の下， リスクと

利益は荷互に (interpares)均等配分されました。極端な一例として， 1694年のパリ

の銅板印刷業者の規則が挙げられます。構成員は共通の基金をもち，親方は誰もがそこ

に収入の 3分の lを拠出しなければならず，基金は2週間ごとに全構成員の聞で平等に

分配されました。必ずしもここまでいかなくとも，行動はたいへん制約され，平等主義
1列

的でした。商売の場所も規格化されていました。公共市場では，場所はくじ号|きで決ま

り， 1人の親方はそこに板 l枚分の場所しかとることができませんでし足。顧客の争奪

は，禁止とまではいえませんが，たいへん厳しく規制されていました。広告チラシは禁

止され，安売りの品を札で目立たせることも禁じられていまし足。触れ役 (crieu町 ub・

lics)が同業組合白商品の情報を公衆に知らせるために叫ぶことは合法でしたが，商人
20) 

が客引きをするのは，顧客が隣の居を離れてからに限られていました。そして，いくつ

かの都市では.顧客の気をひくためにわざと咳ゃくしゃみをすることさえ，禁じられて

いました。現代目広告慣行とはたいへんな違いです 1 誠実氏変:1'!/C1)ょとれ唐招(パ

ン以外は自由でした)，そしてノウハウ(製造方法は厳密に統制されていましたが)を

めぐる競争だけが，可能でした。

14.印刷術がフランスにもたらされると，印刷業もこの仕組みに統合されました。し

かし，新しい同業組合は作られませんでした。最初の印刷機は， 1470年にウルリッ

ヒ・ゲーリンク(UlrichGering)によって，パリのソルボンヌ大学に設置されたこと

がわかっています。印刷術が書居間業組合の属性の lつとみなされたことは確かで，そ
2日3】

の書庖同業組合自体は 13世紀以来，大学に属していました。印刷術は手書き写本に替

わり，必然的に書庖同業組合の活動領域に組み入れられました。上記のような計画経済

と自律の文脈に照らせば驚くべきことですが，同業組合の規目1)は，彼らのうちで最も進

取由気性のある者を内部の競争から保護することができず， 16世紀初頭には，この競
24) id 

争は自に見えて浪費的で反生産的なものとなっていきました戸しかし，このことには十

分な理由があります。最初日，そして最も明白な理由は，同業組合の規則が，原先週程

における競争を排除していても，生度足量産における競争は排除していないことです。反

対に，そこでは機会の平等が行き渡っていました。原材料の独占は，公共の利益に反す

るとして非難さえされました。ところで，印刷業者にとっては，印刷機を回す対象であ

る著作物は，単なる原材料にすぎません。さらに，フランスにおいて印刷術が生まれた

バリ大学は，教育の使命を果たす必要上，印刷に関するあらゆる独占に長い間反対し続
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けました。

15 しかし，推測するに，同業組合は間もなく危機に気ついたに違いありません。す

なわち，封建システムの本質をなす地域的細分化のせいで，この問題は同業組合自身で

は解決しえないことに。同業組合以外にも職業を組織化する方法があったばかりではな

く，同業組合は醤事WI.Ji江主でbftた都市で日6有効でした。そして，全ての都市に同業組

合があるわけではなしもしあったとしても，全ての職業が対象とは限りませんでした。

例えば 16世紀において， リヨンの印刷業者は同業組合を組織していませんでした。し

かしながら，仮にそれが作られていたとしても，構成員たる親方への同業t丑合目権威は，

その都市においてのみ及ぶものだったことでしょす。書籍がいったん合法的に製作され

てしまうと，それらは，行商人の特権の下で流通することになりました。要するに，同

業組合が裁判権を有する領域の中に， rシャンプルランJ(chambrela品)に難攻不落

の隠れ家を提供する待JJif4Bf!ifがあったわけです。そこに同業組合による統制を及ぼす

ことは，たいへん困難でした。パリだけでも，このような自白地帯が6つあったことが

'" わかっています 。こ白ように，周業組合内部で困難を克服することは，絶望的に無理

でした。それどころか，同業組合はバリ白書庖と地方の書庖との対立を激化させる役割

も果たしていたのです。

書庖田特権由誕生

16.問題は，その本質に基づいて解決されました。王ただ l人が，その王国全体に威

光を広げたのです。彼のみが，開業組合にその地位を与えることも，また，それを廃止

したり特権を剥奪したりすることもできました。そのため，同業組合特権の例外は，そ

れ自体君主特権という形をとらなければならなくなりました。つまり，ただ lつの解決

策は，王白II!!JJif(/j特権でした。「個別的」というのは，企業家に同業組合規則の相互的
叫

な義務を免れさせるためであり， r王の」というのは，開業組合が本来なら公共四iif益

の追求者として有すべき権威が失われたので，それを取り繕うためでし定。このように

Lて、開業組令の集団的特権民.書庖由特権といわれた個別的特権を重担色わせる考え

が普及しました。つまり，印別業をすることの集団的特権を得た同業組合構成員のうち，

書庄日得権を得た者だけが，一定の作品を印刷できたのです。主権は新たな収入源を見

出しました。また，それは，検閲をおこなう機会でもありました。カトリ.，クとプロテ

スタントの教義をめくる紛争は，出版統制由強化を正当化しました。ここに初周回独占

権白概念が完成しました。

17問題の解決にまつわるこのような歴史は，その本質をはっきりと明るみに出しま
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す。按カ硯併は公文書 (ac凶 同業組合噌に対応して常に書留に適用され

ますーーは.r.(!lfffif<D法 (loiρrivee)Jに他なりません。特権による利用の独占権は主

権回-/JP，僅持含んでおり，このことは心に留めておかなければなりません。与えられた

権力は，有体物の所有者に認められる権利とは本質均に実なってい正す。有体物の所有
引}

者は，その物に対して事実よ四舷ワウを，直接に行使します。法制度は，第三者が聞入し

た際に，こ由一対一目結びfすまを防衛することに尽きています。これは物権 (droit

鳩山で字。利用の独占権においては構造が逆です。独占由権利者によって行使される

権力は糊に樹立もので字。なぜならイの直接の目的は，繊同占物/調内第

三者四活望号だからです。物は法律構成の要素ではありますが権力の対象ではなく，害物

苦f!l[EとLτ 何拍府間制初出j特権白限界を画するだけです。企業安四排勉艦はそ

四ょう 4'E1.丘?に既定dtz正す。権力の!Jt/!lに，大いなる違いがあるのです。窃盗は物が

発見されたところに生じますが，海賊版は海賊業者が舌動するところに生じます。窃盗

は同時には l 件しか生じません杭多毅臼蔵盟主業者>j;j~ 月時に占古 ζ 吉にいることはあ

りえます。盗人は盗品に関して無棒初ですが，海賊業者は，自ら製作しまたはその賞金

によ白製作させた複製物について，従物取得によるPlF青控苦寄L正す。海賊業者もその

職業の正規構成員に他ならず，彼を訴追する者と全く同じように，操業する権利を有し

ます 。同業組合の規律だけを基準にすれば，書庖白特権は，いわば法外なものなので

す。

18，必λのi企業辰厳にかす占この権力は，君主白公文書のみにより与えられたことが

わかりました。公舷カの一部分が，一介のfhAによって.@八日経済的目的のために代

行されることの背後には，計画経済自文脈と封建yステムが不可欠に存在しまし七。こ

れはローマ法では考えられなかったことです。このように公権力を排他的に委任するこ

とは.j!fj世ω似をモデルにしていました。そり完成形において，続主は，司法権を
3-1) 35) 36) 

得，貨幣を鋳造L.租税・通行税・渡河税を徴収L.パナリテ (banalites)を払わせ.

領土内で募兵しました。要するに領主は，全て日公権力也属性を，土地のflB~所有権に

付随するものとして行使していたのです。理論上は，直接または間接に玉にまで達する

忠誠の誓いを立てることにより，彼はこれらの属性を公共臼初五白ための事業へと変化

させました。しかし実際には，彼の私的利益が公共の利益に優先することのほうが多か

った白です。 12世紀以降はローマ法が再びおこなわれるようになり，こ白権力がロー

マ法からみて変則的であることは，誰の固にも明らかとなりました。そして，王政が軍

事的脅威により弱らせた領主から支配権を奪う様は，ほとんど不法取得の様相を呈しま

した。つまり，王政は 17世紀まで，封建領主がもっこうした公権力の断片を，王その
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311 
人，すなわち公共の利益の体現者を中心に国家を構築するために，我慢強くかっ外交的

'" な巧みさで窃取し続けました。特権はそのための道具でした。一方で，特権のモデルは，

その固有田論理に従って動き，その論理は君主制権力と矛盾なく機能しました。すなわ

ち，封地はどんどん細分化されつつ，無限に増えていきます。週行棒白ようにそこから

権利を独立させ，それをもって他人を封ずることもできます。土地を基礎とする一一そ

れが通常の場合ですーことのないもの比封封詩 fJiefen 1 'air)となりました。

こ白ように構成されたものは，純粋に経済的であるゆえに，平民に移転できました。さ

て，普庄自得h蓄の権利者となることは，f/!fJJifo結'fifすなわちある著作物を複製する権利

をもって封じられ石ことに他なりませんでした。これはすなわち，作品目利用から生ず

る果実を受け取る権利です。こ四プロセスは，一方で主権の回復に，そして一方でブル

ジョワジーの経済的勃興に通じるものだけに，ますます受け容れられました。にもかか

わらずその本質は封建的であり，それを生ぜしめた経済秩序に依存していました。封建

制はフランスに固有のものではないので，こ白ような書庖の特権は，ヨーロッパ全土に

おいて制度化されていま手。

2) 所有権という問題

19，所有権白問題は，重要であり厄介でもあります。それはまず，正当性の鍵を握っ

ているので重要です。 19世紀に至るまで，この原則の正当性に異議を唱えることを，

誰も考え付かないほどでした。所有者であるということは，権利を纂奪した場合以外は，

法にかなってい石ということと同義です。所有権が援用されるのは常に，そ由権原の正

当性を補強するためです。しかし，それは同時に厄介でもあります。なぜなら，我々が

考えていることは，ローマ法以来その唯一白モデルである物権と完全に混同されており，

そこからうまく切り離されていないからです。人は確かに所有権を援用しますが，それ

が何に適用されるのかも，それが正確には何で構成されているのかも知りません。論者

の利益や分析のままに，それは独占四PJT育控になったり，伊混血所有権になったりしま

す。一方で，初結の影響は，激占の性格を規定します。それは求粧しなければならず，

権原と一体化しており，権原と共に移転します。媒体(原稿)の所有権が槌日原と混同さ

れることもまた，珍しくありません・。傾主権が土地と共に移転すると考えられていた

封建制の時代であれば，そのような混同も許されるのですが目。この問題が完全に整理

されて明らかになるのは，封建制が，そこから独自の経済モテ'ルを作り出した後，つい

に廃止されてからでした。それまでは，全ては偶発的な出来事に左右されました。フラ

ンスとイギリスにおける議論のなされ方の違いは比較に値します。なぜなら，非常に対
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回的だからです。その結果もたいへん重要で，その代償はいまだに，世界規模で支払わ

れています…。

イモ戸ゲズ白場合

20目ヨーロッパ大睡で書庖の倒産が相次ぐのをみて，ロンドンの書庖同業組合は，独

占権をその構成員の閣で分配するようになりました。この措置は首都に隈られていたた

め，地方白書庖による競争はなくなりませんでした。しかし 1557年句マリ一女王はロ

ンドン白書庖カンパニー (Compagnie)に，王室町ために持者周実彪に協力することを

条件に，Ef!I/:全止に反J‘'{'/lJþ~独占権を与えました。これで全てが変わります。それまで，

職業統制手段の lつにすぎず，それに主権の保証がついただけだったものが，国家的な

政策手段になります。もはや，E室か6得権苦与;iられた書庄か，原稿を登録した後に，

カンバニー白m府ライセンスを得た者以外は，出版はできなくなりました。そ白後，王

の特権はたちまち姿を消し，後にはもはやステーショナーズ・コピーライ介 (St，叫叩n-

ers cotynght) しか残りませんでした。これと得権とは，全f!I/{，ζ反-1，'点と公権力によっ

て保証される点が共通していますが，その付与のされ方が大きく違っています。ステー

ショナーズ・コピーライト日付与が，ロンドンの書居間業組合に委ねられたからです。

出版者は，当事1fと抑事を兼ねたようなものです。その結果は徹底的でした。ぎ伊蓄と

地才白出版ぎは，独占権の付与から完全に排除されました。資源の管理がそれによる利

益を独占する者に委ねられた状態を前提に，自分たちの利益白ために，ロンドンの書庖

は，コピーライ介の期聞を定めました。それは直ちに求道とみなされ(特権においては

全く例外的なことです)，コピーという語のあいまいさのためにーー原稿という意味も

有するせいで ，多かれ少なかれ意図的に原稿の物理的所持と混同されて，それはた

ちまち冴育権として通用し始めました。こうして，ロンドンの番目は，fti品だげ目勝で，

王国全土に流通する占品ゅOtFo9J (J) E!];劇ι(J{f'T石示週四独占信苦労か古合ったのです。

こ白独占権を彼らは，媒体から分離していない所有権とみなします。

21.こ白災禍に満ちたシステムは 1法記手も続き，社会にとってたいへん高くつきま

した。 17世紀の終わりには，本は貴重で高価なものとなり，そのことは国白知的発展

を妨げました。その反面，検聞の有効性と妥当性は，ここまで白犠牲を払ったことに見

合うものではありませんでした。そこで，特にロック (Locke)白支持を受けつつ，シ

ステムの変革に向けた動きがはっきりと現われ始めました。しかし，慣習法が支配する

国では，これほど長く定着した極端な慣行は，簡単に変えられるものではありません。
“} 

立法のみが，その適切な手段でした。こうして，変革への意志は， 1710年のアン女王
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法 (S師tute)として結実しました。これは，後世に現れるあらゆるコピーライ Fのシ

ステムの原型です。しかし，どれほど熱意ある法だったとしても，それが歴史から逃れ

られないことには変わりありません。その目的は明らかに，ロンドン白書庖による所有

権という密室の扉を破壊することでした。ところが一一君主制というものはいつもそう

ですが一一，いったん確立したことを徹底的に変えるのは，たいへん困難でした。

22.そのため，新法の狙いは，同業組合による独占付与を公衆目荷主主 (inten白出向b

!ic) と両立させることに限定されました。この際に誰も，公衆の利益が問題になって

いることに異を唱えなかったでしょう。それこそが，法を通じた王の介入を基礎付ける

からです。しかし，非合理な慣習であっても，公共の利益 (interetpublic)に基つい

た君主の介入がない限り，適用され続けなければなりません。そ由ため，コピーライ介

白原則そのもの，すなわち同業組合が付与機関であることは，見直されませんでした。

しかし，こ白スタチa 介ゲー・コピーライ介 (5担~tutoり copyr恕ht) は多くの点で改

善されていた白で，それが文化の市場を窒息させることはなくなりました。要するに，

'" それは著作者に付与され(それは常に印刷業者に再譲渡されることになる白ですが). 

そして短期間すなわち出版から 14年間存続し，著作者が存命の場合に限って一度更新

できました。法の発布を境として，改正前の制度に従う著作物については. 21年間と

されました。法の定める期間が過ぎた後は， (ロンドン由かそうでないかを問わず)他

の書庖が参入できるように，五世d首位(i~局直'11'石ものとされました。このように，公予言1ft

ffE (domaI1昭 public)が形成されること，それにより本の発行部数が増えて価格が下が

<6' ることが目指されたのです。

23 こうして選択された期間は，この当時の人が，授賞に遊加、初ぷを上乗せして回

収するのに必要と判断したものです。独占白存在意義は，従って，間違いなし授賞で

した。企業家による労働と金銭への投資でした。そしていつも，著作者による徹夜白労

苦，根気仕事，出資が口実とされました。この法の目的はただ，貧欲なロンドンの出版

者の食い物にされた書籍市場を正常化することだけでした。所有権へのあらゆる言及は，

宮/2{/tr.;に避けられました。当時，所有備は永遠に存続する以外にありえないと考えられ

ていました l，さらに，ロンドンのカンバニーによる市場白独占において.所有権が果

たした役割lが大きいことは，誰の目にも明らかだったからです。だから，著作者がコと・

ライ介を得る白は，書庖と同じ客観的な理由，すなわち授賞のためです。それは，作

品目ffdf'F佐のためではありません。それは，著作者が文化に貢献したからではありませ

ん。このことは，今日白我々にとって後退にみえるかもしれませんが，当時のイギリス

の状況では，著作者と公衆のためになる前進でした。しかし残念ながら， Iアナ3」の
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悪意と横柄な力は立法者の想像を超えており，彼らは王室を軽んじ法を守りませんでし

た・。

24， j虫占期間が過ぎても，ロンドンの害白は彼らの今までの実務慣行を全く変えませ

んでした。彼らの法解釈では，スタデ三一介グー・コピーライ介は，永続するコモ〆ロ

ー コピーヲイ介 (commonlaw cotyright)一一著作者が原稿と共に必然的に彼らに
<9) 

譲渡Lたもの を補強する付加的で一時的な保護にすぎませんでした!こうして，

1710年法の狙いは，完全に骨抜きにされてしまいます。そして，そうなったのは所青
50) 

権への悪しき関連付けのせいでしたー。その理屈が完全に退けられるのは， 1774年白

ドナルドソン対ベケット (Donaldsonv. Becket)事件高等法院判決が，スタチュー介

ゲー・コピーライ介はコモンロー・コピーライ介を排除すると半IJ示してからにすぎませ

ん。こ白事件目結果は，望ましいものではありましたが，重大でした。つまり，これに

よって確かに 1710年の立法者が望んだ目的は復活するのですが，同時に，コモンロー

において王子伊吉田所有権をめぐって発達しつつあった省察は，完全に断たれてしまいま

す。この省察は，フランスで著午者の権利へとつながっていくことになるものです。た

だ，コモンロー・コピーライ介も，いくつか白修正を経れば，真由著伊昔日揮初へ向け

て発展できたかもしれないのですが 。従って，後にはもはや，投資に基づく抑局自投

占権と，所有権に対する際立った敵意しか残りませんでした。所宵症は，この分野では

iltffiと周義語であり，ロンドン白書居は濫用をおこなっているとして非難された白です。

フランスの場合

25 フランスにおいては，まさに反対日方舟への発展がみられます。特権は公権力

(主およびその代理人)しか授けることができません。そして当初ょ管，特権が直接ぎ
53) 

作者に!~げ品れ-3ことは珍しくありませんでした。それによる結果は，さほど重要では

ありません。なぜなら，同業組合システムの下では，著作者は，自身で印刷業者を兼ね

ていない限り，印刷業者に特権を譲渡するほかないからです。しかし少なくとも，そこ

から得ることができる金銭以外に，特権には象徴的な効果がありました。それはアンシ

ャン・レジーム下における、君主の自由裁量行為そのものであったにもかかわらず，マ

リオン (Marion)の時代からデリクール (D'Hericourt)の時代まで，そこには，ある

主還が草色町返し1浮かび上がってき主す。王にはその好む者に書底由特権を与える自由i主

主い，という主題ですo El掛成田優越的原則がそこに対峠します。もし作品目劇'('fi音が

特権を望みまたは拒むなら，彼は出版者に対L優先権を持ち，それを通じて間接的に，

そ由意思は王にも認められる 1 フランス王権が絶対的在神授越であった時代背景に照
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らせば，このような考えは過激思想といわざるをえません。

轄権由設定的効力の消滅

26固ところが，主権裁判所であるところ白複数の高等法院 (Parlement)が，これに
54) 

同意します。さらに，ルイ 16世自身も，それを認める自です! 彼は 1790年に，大革

命により囚われの身になってから，それを認めたわけではありません。彼はそれを

1777年に，まだ君主制の礎石をぐらつかせるものがない頃に，彼自身の顧問会議 (Con-

seil)が下した裁決において認めますー。これは，フランス人の集団意識の中で，害庄

由特権が自由裁量的な特権設定行為ではなえなったことの，たいへん明白な証拠です。

こ白変化は，特権そのものに由来するわけではありません。特権白性質は，他白法分野

では変わりませんでした。この変化はまさしく .iNf'F.四本質により認とFねたものであり，

創作が君主制そのものに，ある一定の法的状態を要請するのです。公序のため必要とさ

れ，異議申し立ては受けなかった検閲白主権は別として，所脊権を生じさせるのは創作

仔鴻であり，特権はそれを結認す石にすぎず，それを設定す石ことも授与す石こともあ

りません。

27. 1586年にマリオンが用いた表現は意味深長です。彼は，著f('F者白sA主権 (seign

erie de l 'auleur)について諮っていますo この時代田言葉では.この言い方はただ象徴

的だったわけではありません。それは法的な内実を伴っていました。封建理論において
551 

は，館主権からは2つ由封鋳 (domaine)が生じます。さらに正確には，領主 (seig-

neur)はまず卓越封解 (dom附 !eeminent)を有します。それは彼の貴族白身分と切り

離すことができません。封領のもっこの属性が，彼が公権力的特権を有することの根拠

となります。一方，薬品主封釘 (domaineutile)は，彼が封地を経済的に利用すること

を可能にするもので，車越封領によって必要となる様々な費用を，封建領主は，貴族の
邸. R' 

身分を保つのに必要な賦課として，徴収することができます。実益封領は，農政を使っ
58) 

てそこから収益することも.E!E古パへ譲渡することもできました。マリオン自身はそこ
50) 

まではっきりとは言いませんでしたが，こ由図式は黙示的に著作者に転用できます。著

作者白点選'#sJi(その「貴族のJ身分)は.ffift戸fj，為そ四品目に基つきます。王によっ

て与えられた特権は，卓越封領を確認し，後で書庖に譲渡できる権原の中に実益封筒を

組み入れるものにすぎません。

28.従ってこ白所有権は，周時代にあっては，そ由統選よりもそのii#.によって注目

されました。実際それは，慣習からも，法からも生じません。王は法を免れていたから

です。それは，貴族の称号を得ることとは，なおさら同視できないも白でした。なぜな
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ふ封建的階級制度に基づくあらゆる資格は，王の裁量で生じるからです。それは結局，
印}

事物四段序，この時代田考えに従えば，対か重富む秩序<':1-て位置付げ6tl，吉Lた。注目

すべきことに，この位置付けは，著作者はその所有権を王止用む源から得ており，そ白

結果，王は絶対君主であるが故にその臣民に全く借りはないも白の，もし王が著作者白

所有権に異議を唱えるなら，その権力そのものが信用を失いかねない(なぜなら彼の絶

対性も神に由来するから)，という帰結をもたらします! ーこの帰結はついに，特権の

更新の際にも適用されることになりました。特権が期限切れになった場合，それは，著

作者またはその相続人のところに戻ってきて，著作者はそれによって，新たに利益壱得

ることができた由です。

29絶対王政白ひどく厳格な社会に，これほどの目覚ましい状態がなぜ生じた白でし

ょうかワ 説明は，語源そのものの中に見出すべきです。「プロプリエテ=所有権」は

ラテン語のフ'ロプゲヱタス (protrielas)• さらにプUプグクス (proþrius)，すなわち，

「他人と分かちあわないものJ，私たち自身に「固有のJ，個人的なもおという語から来

ています。ところで，おそらく人格そ白も申を除いたら，人にとって，その8if(j;以上に

「固有の」も白があるでしょうかワ 所停緯は，従って，本質的にE停な/:'0に関する

法的抗肢にすぎないのです。この理由付けは簡単には退けられません。この所有権には，

その他の所有権のどれよりも，異議申立国余地がありません。有体物の所有権は必然的

に，他人が享有していた既存の要素(変形が加えられている場合もありますが)を寧い

ますが，車町乍物の所有権は，創作者によって方全にるた6dれた物に生じます(それが

創作という言葉の意味そのものです)。有体物白所有権にあっては，人は素材を自分白

も白にしますが，無体所有権にあっては，物は人格から，さらに正確にいえばE控から

生じます。さらに，無体所有権は，自らもたらしたものを分かち合い，それへのアクセ

スを禁じたりはしません。一方は求心'B~で，一方は遠心仰です。一方はねたみ深く，一

方は献身的です。おそらく ，fE7J/JfJiE諾の恩組もまた重要だったことでしょう。価値を

作り出した者がそれを享受することは，きわめて正義にかなっています。しかし，それ

だけではこの規範田急進性は説明できません。労働は，この時代においては創作行為と

大差ないことも多かったのですが，同じ扱いを受けませんでした。ローマ法に従って，

労働は原材料に混入し，その果実は自動的に原材料の持ち主つまり領主に帰属しました。

30， 8if(j;0~古賀壬4ーす白 liλ格で占 1)f!l/;佐で占<>というこの思組、は，明確さを増しな

がら急速に承認されていきます。こ白思想は，死亡した著作者がある書庖から本を出す

ことを明確にいやがっていた場合，玉はその書庖に特権を与えることはできないと半IJ示

した 1586年3月15日判決。理由付けの行間から，読み取ることができま字。 1725年
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には，パリの高等法院におけるまた別白事件に際して，デリクールは以下のように書い

てい主す。「原稿は、著作者白人格との関係で、彼にとってまさに包有の財産であり.

担金よちも，家異よりもーさらに土地よりも，奪うことが許されないも由です。それは

後にとって人格的な労働の産物な由ですから，自分の望むように処分することで、望み

どおりの名誉の他に、彼自身および彼と血緯や友情や知己によって結ぼれた人々の必要
，，) 

を満たすだけ由利益をも.もたらすも由でなければなりません斗色てが言い尽えされ

ています。しかし，この論が真に法の形をとるのは，ずっと後のことになります。この

思想は，大革命まで， しばしば繰り返されては反論されることになります。特にランゲ

也，inguet) は.r:原稿は，作家が自ら由実体由一部を外に現したも田であるj と警いて
5引

います。この構想は，著作者の権利に関するフランス史を通じてずっと隠れひそみ. 20 

世紀になって，岩川午行為の一般理論の中に統合されます。そこでは，基準としての創作
6ω 

性が.r:λ信回反政Jとして定義されます。

1777年四裁決における所有縁思想のまま合

31.しかしながら，善ff1'者四所予宇佐をめぐる議論は，フランスでもイギリスでも，物

権(動産に関する有体物所有権}モデルとの混璃によって毒された主主でした。そこか

らは，永続性自私書屯へ田全面的な譲渡可識が導おもほれこれ仇されると，著

作者の所有権の本質は失われてしまいます。しかしながら，たいへん政治的なことです

が，そ白法的効果が上記のように損なわれていたからこそ，所有権理論は栄えたのです。

パリの出版者らは，著作者らが地方自出版者らと争った際，全面的に著作者を支持しま

した。なぜなら，彼らは首都に立地しているから，著作者らは彼らと契約を結び直し，

特権に組み込まれた所有権を，彼らに譲ってくれるだろうと考えたからで宇! 用業沼

会主義の下では，独占一一所有権の「実益封領」はそれでできていますーーが特権に由

来することが前提となる白で，全面的譲渡という帰結を免れるのは困難で字。たぶんそ

の帰結は，特権を譲渡しないてー貸与することにより，免れることができたDかもしれま

せん。しかし，私たちが知る限り，そういうやり方は実際にはおこなわれませんでした。

同業組合の決まりに守られていたことを思えばι 書屈が著作者白特権の「賃借入」に甘

んじようとしなかったであろうと，容易に想像できます。より根本的には，君子I声音四PJi

F干植が封建秩序において明確に分解されていたこと，すなわち，著作者は卓越封演を保

持し，書庖は特権によって具体化された実益封続を譲り受けるとされていたことが，問

題の解決を導いたといえるでしょう。しかし，こ白モデルがいかに疑いなくみえたとし
70) 

ても，それは決して首尾一貫したも白ではありませんでした。それに反対する様々なフ
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アクターがありました。まず，著作者の所有権は，一方で貨肢ので占りつつも， r平民

的な」本質をも有するも白でした。そこでは，卓越封領と実益封傾の分解は強制されず，

自ら出版をおこなった著作者も，その地位をJ前草されるわげではありませんでした(著

作者が自ら著作物を利用することが，同業組合主義司ために困難だったことは別論で

す)。また，アンシャン・レジームが終わるまで，創作者の所有権は決して，得権と切

り離Lて考えられることはありませんでした。所有権は特権保持者に対抗ー一所有権を

認めさせることさえもーーできましたが，所有権白価値も存在も，得権1'im{;'てo""生

じました。結局，封建時代の法においてあれほど親しまれていた分解のプロセスは，得

権子四6白についておこなわれ，著作者の所有権についてはおこなわれませんでLE!

この妥協は，一時的な特権 更新はできるとしても永続するようにはできていません

でしたーーのうちに，永続する所有権を併合するものでした。しかし， 17世紀白後半

から，著作者がその所有権を最終的・全面的に譲渡できるという考えは，次第に地歩を

失っていきます。全面的譲渡は， 1777年8月初日に国王顧問会議で下された6つの裁

決 全体として，フランス最古の知的所有権法典を形成するもの一ーによって採用古

れたシステムで，公式に姿を消しました。少し説明しておく必要があります。

32.特権には，Hd草的機能と政局的機能が同じぐらいありました。それは，玉による

扮周を可能と L，投資者に独占を保障します。君主制は，特権を放棄する状況にはあり

ませんでした。しかしながら君主制は，すでにみたように，著作者が広告ぞ法土oifJi育権

を有すること，君主といえどもそれに異議申し立てはできないことを認めていました。

矯犠巳執する裁まは，一方で書庖田特権に関する伝統的な企業家田論理と，他方で芽生

えつつあった著伊者oE!，f!!t.!i.よoifJi育樟という論理との，難しい調整を目指しました。
72) 

調整の原則は，裁決の前文に示される毅然とした思想に現れています。すなわち，iJU('F 

者と投資家町議事'11;孟は.主ず区別され，次に序列付けられなければな bない‘と。こう

して，敬訪ミは後世にいう著作者自権利金敬広わたる理論的基礎を確立し主す。のみなら

ず，それは，革命後にフランスの衆紙所符樟fJ!!i識が発展する基礎となった原則をも含ん
刊}

でいました。

33.伝統に従い，特権を書庖に直接付与することも続けられました。しかしそれは，

著作者がすでに亡くなっている著作物に限られま Lた。地方町出版者らの刻益と，競急

を通じた公衆由利益を考慮し，絶対的な排他性はもはや適用しないとされました。得控

払複数由者に対して授与される評活と化したので字。これは，市場を正常に機能させ

るための手段でした。著作物の利用には#諾が必要とされることで，競争は完全に禁じ

られるわけでも，完全に自由とされるわけでもなくなります。許諾を得る者は，競争に
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7ω 

さらされたり，そうでなかったりします。興味深いことに，王が投資家の特権について

規定するとき，コピーライ介白立法者と閉じ与件を考慮した事実が，ここにみてとれま

す。もちろん，王は明らかにその先を行っていたといえるのですが。王は，古いタイプ

白独占を制限するだけでなく，それをあっさりと廃止しました。この解決は，所有権が

市場を規律する仕組みを先取りするものでした。違っていたのは，非排他的な洋諸を出

すのが著作者ではなえ公権力立つにことt:けでした。

34.一方，著作者自存命中は，書唐が直接に特権を授与されることはなくなりました。

書庖は著作者が特権を手放すことに合意した際に，ぞれ苦ぎf'F音小品手にλれ<5 ζé~

かできなくなりました。ここ l己、著作物利用者は創作者自権利家継人【昭ant印闘の

でLかないという，たいへん現代的な考えが現れます。書庖への原始的立特権付与はな

くなりました。この点は根本的です。なぜなら，著作者はこ白譲渡交渉白機会にこそ，

その権利を活用しうるからです。そして，著作者がそ由権原を手放すことを強制されな

いように，著作者がその著作物を自ら小売りす昌ことが.裁決の 1条文により認められ

ました。譲渡白強制を許すと，せっかくの新たな法秩序が根本から骨抜きにされてしま
101 

うからです。これは，同業組合主義を大きく変更するものでした。 1778年の確認的裁

決は，この流れをさらにその先へ進めます。この裁決は，著作者に，得権苦譲渡U.;'い

まま，好みの印刷業者および書庖に，自らの作品をI'sf{!ifd世.fIA:産主世<5ことを認めま

す。著作者の手白中で，独占は知的所有権の性質を強めていきます。それは;示館~.相

続でさ占ようになります。所有権が独占を吸収l.独占の性質は，著作者がそれを出版

者に与えることを確かに望んだ場合にのみ，現れるようになります。しかし，このよう

な恩恵は，著作者が自ら利用に伴う経済的ゲスク~~ðなげれば4・ 6ないことを意味し

ます。もし彼が自ら企業家として振舞うことを望まないなら，特権を譲渡するより他に

選択肢はありませんでした。

35目そしてこの譲渡がA定的でLた。著作物利用者は，品目伊音iJJo吉序中または最低保

障として 10年間(特権許可状に記載があればさらにそれ以上司間).独占を保障されま
801 

した。つまり，利用者に移転された独占は，求統的ではなぐな石のです。これは全くも

って論理的なことです。しかしこ白裁決は，たいへん激しく批判されました。特に，著

作者が持っていれば永続するはずの独占が，書庖に移転すると著作者の生存期聞のみに

限られてしまうことが，非論理的でおかしいといわれました。確かに非論理性はあった

でしょう。しかし，それは指摘された，占、についてではありません。独占を恋経由授与

(attribution post mortem)によって投資家に与えることはできなかったのに，著作者

自身が譲渡すれば立派に投資家に授与されうると一一昔からーーされていたこと。そし
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て，著作者が特権を譲渡しないまま亡くなった場合には，その相続人らの手に渡った

「独占としての所有権」は，書居の有するそれとほぼ同じ性質を有すると解されていた

こと・。これらの点が問題でした。本当四ところ，このような結果を避けるには，特権

を廃止するより他に方法がなかったのです。反対に，存続期間に差があったことこそが，

この法律構成の精妙さを示していました。投占は明らかに.#!T奇権CIJM;係ない法的'iN

J専であると考えられていました。創作者の所有権とつながっている聞は，独占は所有権

の手段となって，所有権の特徴を身につけていました。しかし，書庖に移転されると，

独占は企業家が用いる反競争的道具としてのむき出しの性質を取り戻したので，その存

続期間を限定する必要があったので字。権利者による扱いの違いは，独占辻井に房宥緯

正で移街1-;主主いζ とを示したのであって，その論理に弱点はありません。異なる利益

には異なる法的手段をと，裁決の前文はまさに言いました。暗黙のうちに，裁決は，

「著作者の所有権」の処分不可能性を定め，それをA/lff;絹局 (de叩 lutiona cause de 

mO吋)にのみ服するものとしたのです。「所有権特権」の対白うち，著作者は特権L
，2) 

か書庖に譲渡できませんでした。批判ではなく賞賛すべき手法で，得控に墓ゴ<#!T宵描

ωroρriete du titre) とfidfJiに基ゴぐ房長F結 (proprietede la crl白tion) とは区別され，

そこから，文学的美統的所育信 (proprietelitteraire et artisl可ue)が構成されました。

イギリスにおいては，移転によって生じる余剰は，投資者に法的独占を確保する以上の

ものを残さないように，所有権から削られていきました。しかしフランスにおいては，

2つの概念白区別が，所有権思想ーー特権ではなく創作に由来するものーーの真白発展

を可能にします。この所有権思想だけが，大革命によって特権が廃止された後も残って

いくことになります。再三にわたる辛嫁な批判にもかかわらず，王があるうちは特権も

なくならなかったからです。

36.緩慢でいくぶん反王権的な，この創作者の権利白出現は，その過程にたいへん特

徴があります。なぜなら，より上位の原則の名において専制に抗しており，最終的には

1789卒四λ街宣言，すなわち「立憲者の憲法」へと至ることになるからですー。この

ことから，人権宣言が文学的美術的所有権に明示的に言及していなくても，それが承認

されるまでの歴史は，まさしくλ権白t!fljきであったといえます。さらに，人権宣言は，

「所有権」に言及しており，これは，当時白人にとっては，間違いなく著作者の権利を
，3) 

もさすものでした。歴史の有為転変のために，イギリスとフランスでは，正反対のアプ

ローチがとられることになります。
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B) 自由主義に直面する「独占」

31 フランスにおいて，世界を掃さぶる大事件が起こります。大革命です。それには，

フランス，イギリス，アメリカの3国の運命が容赦なく結びついていました。世界はそ

のつけをいまだに払っています。園王Jレイ 16世は，イギリス王国に対して蜂起した

人々を強く支持しました。フランスからの戦費支出によって，アメリカ植民地は独立を
制}

勝ち取ることになりますが，フランスの財政は枯渇していきます。累積赤字のために三

部会召集が不可避となり ι それが直接に大革命へとつながりました。自由主義思想はイ

ギリスで生まれたものですが，それが真に具体化するのはフランスにおいてです。イギ

リスは，その封建的構造を(現代においてさえも)決して聞い直そうとしないからです。

草作者CDEI.特法上泊所宥控に関する議論は，フランスでは 16世紀から始まり 18世紀に

最高潮を迎えますが，アメリカ植民地のうちのいくつかにおいて，その影響が明らかに
B5) 

みられます。いくつかの州法は明示的に庄手司法に言及し，またいくつかは，特にそれに
B6) 

依拠しませんが，いずれにせよ知的所有権を著作者に与えています。こ白視点からは，

ドナ川ソン対ベケット判誤lこよって議論が途絶えてしまったイギリス本土白状況との

聞に，かなりの断絶がみられます。アメリカにおいては疑いなく，フランスE1%!!iiiJf{1'ff

の影響がありました。

38.アメリカ合衆国憲法が議論され， 1181年に採択された際，こうした思想が開陳さ

れ広く支持を得たことを.古い文献は示しています。それどころか，イギリスのコピー

ライ介が著作物頒布者 (diffuseu四)によってそCために作られたのとは反対に，著作
8BI 

物頒布者は議論に参加Lでい正ぜんでした。全てはぎ('F1fe発明者に関して定められま
的 }仰)9ll 

した。しかし，アン女王法の原理と制度目方向へこっそりと向かおうとする力が，公衆
921 

四jil俗，{ご貸すJ.5知議日向土辻普及が執搬に喧伝されたことを契機に，働いてしまいます。

著作者の権利がもともとこうした社会的目的と無縁だったためではなくーーその全く反

対です!憲法条項が約するところを真に履行する唯一の途は，著作者の権利だったとさ

えいうことができます一一，著作者白権利が「公衆目初五吉田た品にj付与されたせいで，

創作者の利益は道具化され，立法の重心は公衆に移ってしまいました。これは危険なし

としません。なぜなら，創作者は自然人であり，その利益を知GL-品で守ることができ

ますが，公衆は集合的で不確定の実体なので，そうすることができないからです。公衆

は鮮に，使い切れないほど白押益を与;i6れiJ:r。ところで， 18世紀以来，著作物利
則)

用者は公衆の利益を使いこなすのがたいへん上手になっていました '''0 以上が，憲法条

項目弱点です。 7メリカのコピーライ Fが今ある姿は，残念ながら，憲法条項によって
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説明できます。

39. 1790年白連邦著作権法はより一層，そのような様相を呈します。偉大な歴史家の

R.Lパタ Jγは、この啓明からコピーライトは n恩典であり、法的特権で品。‘権
剖)

再Vで1;1:t.lい品目Jになったと評価しています。この問題は司法においても判断され，

1834年に連邦最高裁判所は，フィートン対ピータ ス (Wheatonv. P伽 s心)事再に

いて'以下のよう K執示しています。 1790年誌を採択したことで.議会は自然法上田
，6) 

所有権を認めた由ではなし権利を創設した自であると。国主ルベ 16世が導入 Lすこヒ
，7) 

エラルキーは覆され.iJiff'F寄白!!位症は二次的なも白となりました。同様の変化は，同じ

ようなあいまいな根拠で，特許に関するフランス法においても起こります。 1791年白

特許法の前文は，明確に，発明言苦白樺'fifをλ信と位置付けます。しかし 1844年訟は，

その文章を残したまま前文を書き換え，公衆の利益に資する産業の進歩と発展に言及し

ます。特許権はたちまち，!f!資家四荏符となることを目指して再構成され始めます。そ

してそのことは， iA費者の需要を満たすも白と考えられました。

40不幸なことに，量刑下者の利益と公衆のそれとを対立させるこのやり方は，ひと'い

脱線をもたらします。このささいな対立は，fA;済li'Ji7:j正でしか起こりません(ただし，

'" 著作者は著作物白利用に比例して報酬を受ける必要がありますが)。真由対立は，公衆

の利益と著作物利用者の利益との間にあります。公衆の利益を選ぶことにより，この種

目立法は，自らに社会的アリパイを与えます。現実には，その立法は，著作者の利益に

対して利用者の利益を選び，著作者白利益を消賞者の利益によって薄めるのです。当時，

こうしたことは全く予見されていませんでした。しかし， 20世紀の初頭に，寡占企業

がアメリカ白権力を握ることになります。寡占企業は，この鉱脈を余すところなく利用

し尽くします。この時から，アメリカのコピーライ介は，純粋な茂資家白独占按へと，

無情なことに，次第に激しく退行を始めます。それは今田町その様々な歴史的基礎とも，
制

憲法条項の精神とも，そして特に，アメリカが世界のチャンピオンを自任するEJElJ.主義
10m 

とも，ほほ完全に断絶しています。かの国はあらゆる手段を用いて，行き過ぎた資本主

義に奉仕するこの封建時代の遺物を，世界中に輸出しているのです。

41.フランスでは，革命期の立法者たちは，ある根本的な問題を解決しなければなり

ませんでした。そのことは，英米のνステムにおいては堂々と迂回されました。それは

独占と自由主義との両立という問題です(1)。そして次に，/3frオiiHFi所有権四基礎に立

って，大革命直後の数 10年間に，早くも著'f'F音λ格結が発達し始めます (2)。
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1) 革命家たちのジレンマ

42.フランス革命はもともと経済車検であり，後から政局事かになりました。 18世紀

後半)2，降 #BJr.的E/IE.主義に関するイギリス思想が，商業監督官のヴァンサン・ドゥ・

グJレネー (Vincentde Gournay) によってもたらされ，フランスに浸透していきます。

彼の信条はEIIEi!i厨でした。彼は，同業組合と，インド会社の特権とを廃止したがって

いました。彼のモ y トーとされた「訂正n品。k，返さL品よJが，彼の行動原理を十分

に説明しています。彼は 1759年に死去しますが，その政策は，君主制が瓦解するまで

実施され続けました。伝統的経済統制と同業組合は，支持を失っていました。人々はこ

れらに対l..，耕助的な待趨が物価高を引き起こしていると非難しま Lた。経済的自由の

制度が，アダム・スミスが予言したように，生産と価格の完全な調節をおこなうと考え

られました。経済恩思に関するこ白ような立派な議論が隠しているものに，だまされて

はなりません。これは，今日グローパリゼーションをもてはやす言説の祖先です。同業

組合ンステムは，公共奉仕とキリスト教道徳に強く規律されており，合理的押沼は許容

しますが，続げは排斥します。このシステムは，新教徒の国々において発達した資本主

義的職望L 強えブレーキをかけ主す。神田見えざる手が全体由利益申ために市場を調

整Lでぐれ).5という魅力的な理論は，特に，公衆に向かつて伝統的経済秩序を転覆しな

ければならないということを説得するためにあります。その秩序白中では，最も起業家

精神旺盛な投資者は窮屈だからです。しかし，大草命期を通じて自由市場の理論を文字

通りに適用した結果，それは最も質素な人々にとっては破壊的であることが明るみに出

ます。 18世紀の最後の 10年間に，破産した職人の自殺は激増しました。そして，自殺

に至る前は，彼らもまた自由主義を信じていたのです。

43.アメリカにおける蜂起を支援したために財政が枯渇し，この経済破綻のために，

君主制はその象牙の塔を出ることを余儀なくされます。国の財政を再建しうる経済力は，
102l 

第三身分，とりわけプルジョワジーにありました。彼らの代表者一一従ってその政治権
103) 

力一ーをどう扱うかという問題は，革命の過程と連動しています。もはや，自由主義的

政策の実現を妨げる勢力はありません。 1789年8月4日，各種の集団的特権が廃止さ
l刷}

れました(しかし，なお廃止を免れた同業組合もあり，印刷日特権と演劇一座の特権も

残りました)。たいへんタイミング白よいことに，著作者らによる最初の請願は，いく

つかの一座(特にコメディー・フランセーズ)に与えられた排他権(l世紀にわたり，

著作者に対し明らかな濫用がなされてきたもの)の廃止に関するものでした。劇場苦m
(EIIEは，単なる厨業oE/屈のー形態では決してなし文化的な開花を生み出すものに
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他なりません。請願は，自由主義思想の熱心な擁護者であるル・シャブリエ (LeChapl 

ier)のもとへ届けられました。彼は 1789年8月4日に，諸特権を保持することをひと

り望んでいた教会からも特権廃止の決定をもぎ取り，自由主義者の面白を立てました・。
105) 

彼は，EJ然設に基づく経済的自由を同様に主張したピゴ・ドゥ・サント=クロワ

(Bigot de Sainte-Croix) の思想に共鳴していました。著作者ら田代表が彼を説得する

のに，一切白困難はありませんでした。そこから，あ白たいへん簡潔な， 1791年 l月

13-19日法が誕生します。 5つの条文において，法はfltt場四8泊，すなわち，実際には，

著作者に対して劇場を競争状態に置くことを定由主す。しかL，著作哲也生存中は著作

者のみが，その作品目上演を許諾する権利を有することも定められています。著作者の

死後，この権利は遺族のために 5年間存続します。それ以後は，創作は「公共の所有
10m 

物J(公有 (domainepublique)) となります。

44.ほとなし 1791年2月15日に，同業紐合は最終的に廃止され，商業の自由が宣

言されます。 1791年5月 14日，ル・シャプリエは，アラルド (Allarde) の政令 (de.

crel由民続いて.競争に影響を与えるあらゆる職業団体を禁止する政令を成立させます。

1793年 7月 17日には，存続させてもよかったような最後白諸特権も，まとめて廃止さ

れました。従って，書籍白運命についても述べておかなければなりません。職業団体禁

止の余勢を駆って， 1793年 7月 19-24日法が出現します。ラカナル (Lakanal)が同

法の議会報告者でした。 1791年法と同じ形式で， 7条から成り，条文は著作者白生存中

と死後 10年続く複製権を認め，偽版に対する制裁を詳しく定めています。

45.立法者らの姿勢は，ここでていねいにみておくべきものです。以下回事実には驚

か吉るを得主せん。すなわち、同じ条文田中に‘ル・シャプリエは劇場由自由の房、執を

定的，前文で競争礼賛を5固い，演劇l一座による独占を廃止し，そして，それに続いて著

作者によ局四耕勉A奮を認めている自です。それと対称をなすように， 2年後に全く閉じ

図式が繰り返されるのも薦くべきことです。議会は，国民経済にとって高くつくからと

いって. 1789年8月4日を生き延びた得権をまとめて廃止し， しかしその 2日後に著

作者に渡御四五宇治擦を認めたのです! 邪悪な独占と著作者の排他椴との間に，どんな

違いがあるというのでしょうか9 フランス革命の，教条的とまではいわずとも合理的

な文脈からは，立法者に一貫性があるかどうかは問うに値します。

46.もう lつ厄介な事実があります。立法者は，それ以前の法的・政治的秩序を白紙

に戻したにもかかわらず，上演と複製をコントロ ルする排他権を最も簡潔に導入する

ため田，最仰良の介入しかしませんでした。それまでの伝説iこ逆らって，立法者はぎ伊

者万五苦の「公有」を導入したではないかと間われるかもしれません・。しかし立法者は，
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i叩

保護の基準，保護される著作物のタイプ，複数人による創作の場合の権利帰属，利用契

約等々について，何も定めていません…。実をいえば，立法者は単に言葉を倹約したの

ではなく，その考えを変えなかったのです。この立法の路線は，総裁政府，第一帝政，

王政復古，第二共和制，そして第二帝政と， 19世紀前半までフランスを揺さぶり続け

た政治変動にもかかわらず，一貫していますo これに続く立法作業は， 1世紀以上もの

組、著作者死後四著作物利用権の存続期間を少しずつ延長すること江限定され主 lto。

これは，革命期目立法による存続期間の短縮が，古法 CAnciendroit)に比して無用

に過激だったと認識されたことの証です。 1810年 2月の政令は，印刷業者を組織化す

るついでに，複製権の存続期聞を(著作者四万五昔)20年に延長しました。 1844年4月

8日法は，上演権の存続期聞を懐製権白それと揃えました。最後に 1854年4月8日法

で，どちらの存続期間も 30年となり， 1866年7月 14日法では 50年となり，著作者白
109) 

生存配偶者には著作権への用益権も認められました。革命期目立法者は支線威主Eだった，

あるいは先見由明を欠いていたのでしょうか守

47.どちらも違います。立法者は，採用した法的解決を詳しく説明する必要を感じな

かったのです。なぜならその解決は， 16世紀末以来の，創作者にそ0fiiff'Fに対す.:[，fJ

持法土日所予言権を与える法恵、想的伝統に沿っていたからです。立法者は革新せず確認す，

韻抱せず継続すというわ竹です。上演権と複製権は，著作物白伝達に関する所有権的誹

勉佐白応用に過ぎません。それらは， 2つの普遍的に利用される手段，すなわち直接の

伝連(上演)と間接の伝達(複製)に関するものです。この簡潔な条文は.フランス著

作権法のアイデンティティーの要素となった自明白事実に基づいており，軽々と数世紀

を超えて通用していきます。一方で，立法者は首尾一貫しないところが一切ないように

気を配りました。大革命由自由主義的フーログラムと真っ向から衝突するのは，あらゆる

種類白独占です。独占は封建システムの特徴をなし(少なくとも私人目手町内にある場

合は)，実際に，fJt!!t.t.土0b四と考';(0れた商工業白自由を妨げましl担。立法者は，

この独占を根絶やしにしようとしたのです。立法者は，l!iff'F'i!f0所育権しか法に残しま

せんでした。己申所有権は，その原則において， 1789年の人権宣言以来，すでに人権

(基本的自然権)のうちに数えられていました。有体物所有権の場合，それが人権かど

うかは明らかとはいえませんが，創作者の所有権回場合，その人権性にはとりわけ，反

論白余地が全くありません。所奇控へ臼Z反l乱従って，ル シャプリエにとってもラ

カナルにとっても，伝統への言及であると同時に，まさに革命白教義を論じることだっ

たのです。彼ら白立法と 1777年の裁決との聞に，全く断絶はありません。それどころ

かこの立法は，Jレイ 16世が企図した構成から独占1'J/){~ s暑いて，それを完成するもの

著作者人格椴の一般理論 125 



でした。というのも裁決では，独占カ:官有権に重ね合わされていたため，いくつかめ理

解しがたい解決がとられていたからです。最初の議会報告者Jレ・シャプリエは，後に有

名になった例の演説において，以下のように宣言します。 rid.;ゆ15s/i青初日中で，A寄

る神霊T辰也八括的4-品目ぽf'F，j否?で占。，それは律家tDJ!I宗国果実でid15 ・。なぜな6，

1九宮ttA#f苦併す館止冶，.;で占占。JそしてラカナJレは 1793年に，に市民た古J:， 占品

ゆ占s/i宵旋回中で長6異議を受If!J'lc~'bC!J， ぞ担増大!Ji;f;捕ま器{lijSfZ宰吾迫害つゲIc ~ ，

BEiJ-t野晶世たりす15ことは占 IJ'" 4-[> bo，ぞお(;1品吉ろん， <村吉田E物/ご対す占s/i

~植でið 占。ぞ L で， る IA甲小がそれを授与がす場合， ζ臼ß/i~権ぱ，実局詰舎によって
113) 

-f-oFfsぎ苦保惨されなげればなーない・。Jと付け加えます。共抱三主義的手等eeEiJ由

両方に言及されていることが，こ白演説のもつ政治的な射程を余すところなく示してい

ます。 eE古とは，まず第ーに， fil，益率的B且のことをさしています。知的所有権は，特権

とは反対に，競争も市場機能も悪化させることはありません。それは次に，定要四eEiJ

をいいます。所有権の庇謹白下で，創作者は表現Lたいζ 止を表現L正す。もし所有権

がなかったらそうはいかず，創作者は他人に金で雇われた労働者にすぎなくなります。

共和主義的平等というのは，身分が同一であることではなし機会白手苧をさしていま

す。この点， "字体物所有控に関しては，全ての人が平等な機会を有するわけではありま

せんoflti!E 労働とは無関係なもの ーーについては，ある者が多くを得て，他の者

は全くあるいはほとんど得ないこともありえます。知的所青穫は創作者白著作物に生ず

るので，反対に，あらゆる人に全く同じ機会があります。さらにいえば，その機能その

ものにより，知的所有権は内在的に正義にか立っています。知的所有権はその房育信田

対王者苦，所有者のところに囲い込まずにガか卓会います。知的所有権は，権利者が集E

に対Lて与〆t15ものについて，その列席権を圏い込むにすぎません。創作者四所有極に

おけるこの「最高度の正当性」を，より具体的な表現で繰り返したのが，プフレール

(Boufflers)騎士白宣言です。「λ白精神Iご玉吉ず15J!J，1!Iがそ8パrt:J.-b"塁ff'F吉田ι四

で占15ζeI:t， 銃原に生瓦石本がそ沼野芳干四持ち主回品目で占石ごとよりる，より i 'つ
114) 

ぞう疑い自余地目ないζ とで占占J。この宣言は，発明者の権利を明確に人権と認める

ことにもつながりました。ル シャプリエとラカナルの報告では明確に言及されていま

せんが，著下者の所有権はなおd6人権と認めるに値します。幻滅と欺附白 21世紀に

おいて，これらの宣言を感慰無礼にも，前期ロマン主義色を帯びた心青吐露白詩の類に

おとしめるのもけっこうです。しかし，実は，宣言は全く別のことを言っています。そ

れは，所有権に関する議論を，簡潔に， しかし必然的に参照しています。簡潔なのは，

宣言を発した人々が生きた時代には皆が知っていることで，ほのめかせば十分だったか
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らです。必味的なのは，それが，革命家たちが避けて通ることのできない亙求裁議四m
gを解決するからです。政治面では共宿主義，経済面では8局主義という文脈の中で，

!Jf，必(ifJt1f1i症を著作者に与えるなどということが可能でしょうかつ現代白立法者も，

自分たちが権力を盾にとって弄ぶ，あまた白矛盾と法実証主義的誘惑に満ちた串度がも

たらす社会的影響に少なくとも見合うように，省察を深めてくれればよいのですが。

48目もしが勉桂がif!a昔的または在滅的次元で誤りに違いなかったとすれば，それは認

められなかったであろうことは明らかです。ところが，こ白 2つの観点のいずれについ

ても，所有権の理論田正当性は揺らぎません。まず政治的には，車川下者白所有権は表現

を自由にします。それはι 他人によって生み出された付加価値を搾取する道具ではなく

なります。権利は保護される価値をもたらした者白ところへ戻るのです。著作者に帰属

することで，この権利からは，特権を汚していた封建制の刻印がなくなります。それで

も，この所有権が一括して著作物利用者に移転されるとその性質が変容すること，すな

わち，企業家白手の内で，所有権は特権の性質を取り戻すことには変わりありません。

アンシャン・レジーム下でもこ白問題は十分意識されていましたが，解決はできません

でした。アンシャン・レジーム自体が，特権によって成り立っていたからです。革命期

白2つの法は，このような細部には踏み込みませんでした。しかし所有権の理論は自

ら， 19世紀と 20世紀にわたって，譲渡範囲由限定と固有の報酬システムを組み合わせ

て，-!f1i，譲渡苦不写結止す石制度を発展させていくことでしょう。これらの制度がなけ

れば，排他権は，社会にとって有害な封建的独占を，見事に再現するために使われてし

まいます。次に経済的にも，知的所有権には特権が受けていた批判はあてはまりません。

それは市場を消滅させるのではなく，創作者という定点を中心にそれを秩序付けます。

自町''F者はそ由権利を行使することで様々な利用を調整L.，企業家たちは垣見量華字!:I!!佐

/ごととまります。「権利の譲渡」を通じて，著作物頒布者らは特定の利用をおこなうこ

とを5宇野dtl7.>にすぎません。所有権者は，譲渡人として首尾ー賀した地位を保たなけ

ればなりません。彼は，長世d古住苦約L止一定の利用については，頒布者らを競争状態に

置くことはできません。それをしたら彼は，追奪担保責任を負うことになるでしょう。

一方彼は，排他条項なしで頒布者らを競争状態に置くことができます。とはいえ，彼が

頒布者らの勤勉さに深刻な疑いを持っている場合以外は，そのようにする理由はないで

しょう。同じ利用態機について利用者を複数有することにより，彼には費用がそれだけ

かかることになりますが，著作権使用料白人金がそれに相関して増える保障はないから

です。従って利用者らは，勤勉であればι このような競争のリスクにさらされることは

ありません。なぜなら，知的所有権の所有者には，彼らを競争状態に置くことで得られ
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る利益はないからです。にもかかわらず，こ由競争白リスクは創作者(著作物の利用に

比例する報酬を受ける)にとっても，また公衆(著作物頒布者の活動に運命を左右され

る)にとっても，利益があります。著作者が唯一.fif，府庁希吾詐活でき吾ため，学説は

今なお，呈ff'F.者によ-3符府白独占を語る傾向にあります。この用語法のもたらすリスク

を見積もらなければなりません。著作者が享受する排他権は，その所有権の帰結であり，

それ自体は，創造主対被造物の排他的な関係を法的に翻訳したものにすぎません， g分

自作物を地元の市場で売る農民は，役ひとり，合法的にそうすることができます。しか

し彼は. I独占状態」にあるわけではありません。満足できない買い手は，好きなよう

に，他の農家のところへ買いに行くことができます。もしこの市場で，たった l人目商

人が，あらゆる農民自作物を売ることを法的に認可されていたら，状況は明らかに全く

異なるでしょうー。従って，著作者による利用の独占を隠鴫として口にできるのは，そ

れが認』苦手てす結右「所有控を表すものにすぎず，その一切の効果は独占とは反対であると

いう事実を自覚している場合だけです!ー

49目要するに，創作者の「知的所有権」は，正義に1}l1J.~い紙済的に(if!"告です。その制

度化は，革命期目自由主義思想に，十分合致しています。反対に，コピーライ bこそ，

それに合致しません。革命期のこの 2つの法に基づき，法学者と司法官が 164年にわた

り，混同したり区別したり，間違えたり修正したり(常にではありませんが)を繰り返

して，かつて神授の絶対主権にまでその権威を認めさせる力と大胆さをもったこの所有

権の輪郭を.f世りよ古Lていぐ時代が始まります…。時たま，極めて部分的ないくつか由
)20) 

立法がなされ，一定の既存状態を明文化していきます。

2) 著作者人格権の出現

50. 5世紀にわたり，いくつもの革命や政治的断絶を超えて継続したこの法的状態は，

今日の法実証主義的な人たちには見えていませんが，その後の展開を説明してくれます。

もし文学的美術的所有権が. 1791 年と 1793 年にできた 2 つ由簡潔な法律を文字'iìli~着

用す石にとどまっていたら，著作者自権利は死産に終わっていたことでしょう。ところ

が，実際には全く反対のことが起こります。かつて富山学者の「所有権」を出現させた自

然法の論理が，その内容の深化発展をも導きました。司法官らは. 19世紀の終わり 3

分の l頃には著伊者λ格権と呼ばれ始めるであろうものを. 2つの法律ができてから 20

年の間に早くも出現させ，その様々な属性を lつ lつ作り出していったのです。

51.法概念として白著伊者λ格権は，アンシャン・レジームの法制にはありませんで

した。しかし，それが保護する符益が全く知られていなかったというわけではありませ
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ん。いくつか白特権が，f官高四5吉全館と{'F者でiJ5"， ζと自主疾を保証するとし、う考えに

言及しているのが，その例です。例えば，ラプレー (Rabelais)に与えられた 1550年

の特権は，申請者の意見表明を受け入れて，彼白書籍の(.おびただL い島冴;b)'~改E害され，

世1;:;"品t!Jn.だ品JごとぎれていoJことを認めました。ラプレーにはその結果，再版の前

巴それらを見直し唱匡正する糧事1と，n誤って彼自名が付されている改箆販を排除するj

権利が認められます。ここでは特権は，改寓された版を市場から排除する手段となって

います。

52似たような考えが一一根拠は異にするものの一一，ロアネ公に王権法典の出版に

関して与えられた特権に，より強く現れています。((， /..戎々 1;1， 不正躍で，平て道切な

増減が加え品れた悪い販を，それが世に出たら直ちに排除できるように注意を払ってい

なかったら、我らが王留の司法由多く由箆所在我々が発する新たな諸命令により修正し

ようとする試みは‘未だ不完全白状態にあったであろうし‘当事者は我々が期待するよ

う在成果苦縛btllJ..い草正でいたζ止で占ろラ。Jこれもまた「著作物の尊重」に関係

しますが，ここでは，前面に出ている根拠は針会臼ffj益のみです(後述するように，こ

れは著作者人格権回一般理論のもう Iつの側面です)。マリオンが 16世紀の終わりに，

f割下者は書籍四完全な主人なので，それを自由に処分できる。奴隷白ように常に自ら

白手白内に匿いてもよし世間並み由自由を与えて解放してもよいJと害いfことき、後

は公王寺長吉田前身に言及していました。デリクールが，著作物白人格的性質を強調しつつ，

著作者はそ由著作物から名前を省かれてはならず，著作物創作の名誉はそれがもたらす

執益と共に著作者に還流しなければならないと主殺したとき，後は，著作者性を主援す

o控初 (dγ日 ta ta paternite)を，でなければより広し著作者の権利が非財産的側面

と財産的側面から成っていることを，明確に見据えていました。このような例は枚挙に
12日"

暇がなく，古代にさかのぼることさえできます。これらの事実は，そのような考えが普

及していたことを証明1.-，その考えが時代を超えて続いていることは，それが一時の流

行ではないことを示します。しかし，特権という枠組は，著作者人格権の包括的な理論

を作り出すには，とにかく不適当でした。それはせいぜい，アングロ サクソン法にお

いてコピーライトや商標権がλ指宿を守るために用いられるのと問機に，非財産的な利
123) 

益を守るために!fjt 1 ~，;fl '"程度でした。
124) 

53. fI.主主e(fonne)に対1'M!ffl.吉田所青植が認められ，権利者がそ白公衆へ自伝還を

コントロールする権限が与えられたことで，展望が大きく変わります。 1791-93年目

立法者はおそらく jj干育般的rfjf(i並佐臼対象止なo仔為(形式を直接および足車線に伝達す

ること)を特定しただけで満足したらしく，それによって保護される利益を明らかにす
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ることはありませんでし定。しかし，まさに立法者が保護される利益の性質に言及して

いないために，保護の手法は広い射程を持つことになります。それは，昔から認織され

てきた膨大な非財産的諸利益を守るために，用いられるようになります。そんなわけで，

様々な訴訟事件が起こるにつれて，判例は所有権白輪郭を，主観的権利についても守る

べき利益についても明らかにしていきました。 19-20世紀の半Ij例・学説の根本的貢献

により，著作者の所有権から非財産的な側面が取り出され，後に理論化されます。 1814

年8月17日には，セーヌ民事裁判所のある判決が，著作者による作品は，千四名を冠

L で，原務~:{3吉品点 dit: 1;1引き渡されたとま四í:liit.~で印制されなければならないと判示

します。著作者性と作品白尊重に関するこれらむ属性は，著作者の一身に専属し，複製

権の譲受人にも対抗することができます。公表権はそれより少し出現が遅れ， 1828年

にパリ控訴院の判決が，著作者が作品を公表していない以上，原稿を差し押さえること

はできないと判示します。そ白路線をたどりつつ， ラコノルヂーノル (Lacord，出向)判決は

この説教邸10，rそ由労働田成果を保持L、それをいっ出版するか判断し、危険な改菱

を葺反対権符Jを認めま字。 1865年にはローザ・ポヌール (RosaBonheur)判決が，

画家が引渡しを拒んで手白内に置いている作品について，出資者の引渡請求権を認めま
130) 

せんでした。この解決は 19∞年には，画家が絵画を展覧会に出していた場合について
131) 132) 

も，破段院によって追認されます。判例が，学説に助けられ模索を繰り返しつつも短期

間で確立されたことは，この時代目法律家の思索が，アンシャン レジームの法律家の

おかげで高度目成熟に達していたからに他なりません。

54 このような非財産的諸属性が出現し，今度は，所有権を形作る側に回ります。趨

初見書房 (titu!ariteJとf1m(&ゅ'!oitatiollJに関する Iつの理論が，媒体と物権法のあ

らゆる影響を完全に脱しつつ，ゆっくりと形成されます。それは，反対の道をたどるこ

ととなるコピーライ介や特許との違いを，ますます際立たせていきます。著作者の権利

は， 20世紀の最初の 25年ぐらいまでに，ほぼ完全にできあがります。「独占」は様々

な段階をたどりました。まず純粋な状態(香西白特権)，続いて，所有権に統制され後

にそれに吸収される段階(1777年の裁決)，そして，知的所有権という「新たなジャン

ルの」無体所有権以外の何物をも残さずに，ついに廃止される段階(革命期の条文と判

例・学説によるその発展)です。独占一一従って封建モテ'ル を介したことによるこ

の回り道は，所有者と所有物(無形の物を含む)の il対1の対面」に焦点を絞ったロ

ーマ定的所有権主椛念を犠れ.他人白活動に対する準王権的な統制権力という着也、を得る

ためには，まさに必要でした。この観点からみれば，ルイ 16世が企図した独占の所有

権への統合は，このー速の歴史的過程における最重要事件であったといえます。それは
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ー方で，独占が所有権に従属することを最終的に明確にし，他方で， 2つのシステムが

相容れないことを明るみに出しました。革命期の立法者は，態度を明らかにしなければ

なりませんでした。大革命白表立つた大義の lつが，法外な社会的経済的コストとみら

れた諸独占や諸特権に対する異議申立を通じた経済改革であったため，立法者は，それ

ら全てを白紙に戻す他ありませんでしたo ところが，立法者は rsU(Y'皆目/31キ桂eL-て

off!i宥権Jを聞い直すことを意図していなかったもの白，この所有権は当時，独占と対

になった形でしか理解されなかったため，独占を廃止すると所有権までもが失効するこ

とになりかねませんでした。これはいわゆる薬のほうが病気より危険という状況でした

が，ル・シャプリエは直ちに，ラアルプ (Laharpe)率いる著作者の代表団に説得され，

所有権は独占なしで存続しうると聡憶しました。創作された無体由形式立ついて も

はや特権によってでも，ローマ法的にでもなく一一，所有権は自然に市場を統制し企業

家ら白活動を調整する権力を有[."それによって公衆にも創作者にも，独占の有害な影

響がもたらされることはなくなったのです。さらに，この洗練され尽くした法的ビジョ

ンには，非財産的利益を自然に保護できるという，目覚ましい利点がありました。こ白

利益は， I日来のシステムにおいては，居場所を見つけるのがひどく困難でした。著伊吉

λ格権は，封建的独占モデルを一度たりとも離れたことがないコピ ライ介のシステム

からは.生まれようがありませんでした。こうして著作者パ格擦の構成要素が (20世

紀の最初白 25年間に)いったんf吉正吾と， 1957年の条文化までの聞に，-7C，識と三宏
V出}

掃のどちらを選ぶかについて，大論争が起こります。

55.一元論は，著作者白所有権を非財産的権利ととらえます。これは，洗練された理

論というよりはむしろ，著作物利用者らの濫用行為に対する反作用であるといえます。

179ト93年法の簡潔さに乗じて，彼らは知的所有権の譲渡を強いることをためらいませ

んでした。作品は著作者の人格から切り離せず，売り物たるべきではないとして，一元

論の支持者は，この悪慣行に終止符を打ちました。しかしながら，この法律構成にはい

くつも不便なところがありました。特に，創作者の死後における作品目位置付けが問題

となりました。そ白ため， 1957年法の立法者・法典編纂者は二元論を選んだのです。

しかし，立法者が一元論をA舎で去ったと信じるのは，ひどく間違っています。反対に，

立法者は一元論を自分のも白としつつも，その教条的な行き過ぎを克服したのです。譲

渡，公表，婚姻と相続の制度に関する立法者の解決は，一元論の遺産がなければ理解不

可能でしょう。立法者が著作者の権利に財産的側面を加えたのは，まずは現実主義 (rea

lisme)の要請があったからでした。次には，財産的側面を文化の論理の中に位置付け

ることで，それを突出させないようにするためでした。フランス流の二元論は s平予言綾
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自分割では金えなえ.独立の2つ由権利が共存しているのでもありません。それは主f‘

所有権を統合的にみること(知的所有権法典L.111-1条 l項)によって一宏掃に敬意

を表 L，次に，この lつの所有権が2つの側面を有し，相互補完的な権限を含んでいる

こと (L.111-1条2項)を認めて，現実主義に譲歩しています。一元論への敬意と二元

論への譲歩は，両者のよくない帰結をそれぞれに消し去り，その後には，洗練されかっ

均衡のとれた法律構成が生まれます。

II) 著作者の知的所有権の中核をなす著作者人格権

56.我々がざっと目を通してきた， 5世紀にわたる著作者の権利の歴史は， 1957年注

目最初の 3つ由条文に統合されています(今は知的所有権法典白最初の3つの条文とな

りました)。法典L.111-1条 (1項 2項)は以下のように定めています。 f精神四産物

たる著作物匂階居脚rede l'est叫)の著存者は‘そ由著作物に損して、自己が創作し

たという事実母みにより.排他的ですべて由者に対抗しうる無形由所有権を享有する。

こ由権利は‘この法典第I鋸及び第3績に定める知的及び人格的特質並びに財産的特質

告白診す;.，oJ著作者人格権は，めっきのようなものでも，著作財産権に付け加えられた

わけでもなく，また著作財産権に比べ「副次的J(accessoire)でもありませんoそれ

は，著作財産権と全く対等な，知的所有権のー側面なのです。知的所有権は，立法者に

よる恩苦、ではなえ‘創作行為に内在する法的婦結が寵1こよって T硲認、主れ七iも町ですs

1331 

全くあいまいなところなく，伝統的なB対法理論が根拠とされています。

57目 fiif('fは中核的概念なので，定義される必要があります。続くL.111-2条がそれに

あてられてい主すor著作物ii，公表白有無にかかわりなく‘未完成であっても.著作

者の構想由実現 (realisa/lon'"de la曲第坦ρtlonde taut，倒 r)という事実のみによって

創作されたも由とみなされる。J~IH'F i行為には，構想(四郎母出n) とそ由実現 (réalisa

tion)すなわち創作という 2つの側面があります。椛留することにより，著作者は，そ

のλ揺CI)'>UEsを，精神のうちに形作る心的影式に刻みつけます(内的形式 (formein-

terne) )。柳/官の行為により彼は，着想した内的形式を，他人が知ることができるよう

にするために，素材に刻み付けます。制作なくして創作はありません。しかし著作物

は，着想されたものの全てd市IJ作された際にだけ，完成するものでもありません。完

成・未完成を判断できるのは著作者だけです。所有権は完成を待たず，制作が進むにつ

れて生じていきます。なぜなら，それは創作から生まれるからですー。

58.歴史上みられたあいまいさを断ち切るために， 3つめ白条文であるL.111-3条は，

無形自著作物に対する所有権は.有青5物田所有権とはfJij，個独立国ものであると定也主す。
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確かに，有体物の側面をも有する美術的創作の原作品(油絵，彫刻..)のことを，著下

物という場合もなくはありません。しかしそれでも，L.llH条が所青撞を定めている

著作物は，まさに車FAFU品目です。著作物は，形式のみによって成り立っています。そ

れは，最低でも 2つのレベルから成る，複合的形式です。洋的影式 (forme田 lerne)

は素材によって受け止められ，感覚(lessens)によって捕捉されるものです。豊川乍者

は，内心で雷かに着想した入れ子状の (g唱og品)I方的影式を，鑑賞者がそれを心白中

で再構成できるように，外的形式によって表現します。この 2つのレベルの形式が，た

いへん隔たっていることもありえます。例えば言語著作物においては，f1.{!'J!fJ.式は一定

の慣例的な記号で憎成されますが，読者の心の中に作られる片付影式は，映像，動き，
]3.1) 

感傷，情動，味，においなど，様々なも白で構成されていますー。

59. Aで著伊吉λ品主権の射程を明らかにし， Bでそれがどのような属性から成ってい

るかを検討しましょう。

A) 著作者人格権の射程

60目著作者の所有権の属性である著作者λ指棒は，主査官的在権'!I}， つまり，滋によっ

て手惚Sれた111益です。かつては議論がありましたが，今日では，それか見事よも府要

よも保護されうることが確認されています。従ってその点については，著('Pf#i!l結と変

わるところはありません。それに対して，著作者人格権が保護する複合的rjs山首によって，

その!Jifff!iJ待脊白品目となり(1)，こめ特有の射程が，著作者人格権の特徴と制度とを

規定します (2)。

1) 著作者人格権により承認される複合的中l益

61 この利益は aでみる特有の佐賀と， b でみる特有白井~i置とを，同時に持ってい

ます。

a) 保護される利益の佐寛

62問題となる様々な利益を理解L，特に，呈Ff吉宮λ約躍が保護するものを把握する

ためには，精神の産物である著作物の変転にかかわる 4つ四御ザ (f!l}(t1ft(Cl古 帥 砂
=ω 

著作物利用者(田:t/oitant) 消費者(四於担問問t田内 鑑賞者(由加lettr))ヒ， 2 

つ白レベルotfJ.式。守的形式とが的主主式jから，出発しなければなりません。区別され

るべきも白を区別するための適切な道具を欠くと，あらゆる混同が可能となり，それに
135) 

伴ってあらゆる策略も可能となるのです。
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諸事I益自分類

63. 2つ由レベル四形式をめぐって， 4つの役割があります。創作者と鑑賞者は，p守

的形式を分かち合います。創作者はそ白精神のうちにそれを着想し，鑑賞者はそれを楽

しむため，それを彼自身の精神のうちに再構成します。しかし，精神から精神への直接

の伝達は不可能なので，伝達は片付'JfI主主tを媒介しておこなわれます。舟!tt'J，形式は，呈rf'F

物flj)軍吉が渦賞者に向けて広めるものです。利用者は内的形式にアクセスする必要はな

く，対的革なtをA吉野または土産寄.iJiI奏できれば彼には十分です。例えば，産業の国外移

転により，印刷業者が自分には読めない言葉で書かれたテキストを印刷することが，ま

すます盛んにおこなわれるようになってきています。その泊'111音と Lて昭俊釘において，

公衆は媒体(複製物)を得るため，あるいはが的影式(上演・演奏)にアクセスする権

利を得るために，お金を払います。コピークイ介は市場にしか時心がないため，外的形

式そして利用者と消費者という 2つの役割しか必要ありません。公衆は，著作物白名

宛人集団として， 1人 l人が， 4つのうち 2つの役割1) (消費者と鑑賞者)を掛け持ちし

ます。最も多いケースはそうだとしても，必ずしも同じ人物が2つの役割を担わないこ

ともあります。人は本や CDをプレゼントとして買うことがあります。こ由時，商品を

買ったのは措賞者で，著作物白鑑賞者はプレゼントをもらう人です。鑑賞者の役割を忘

れるのは，著作物をちょっと特異な性格をもつにすぎない消費財へと媛小化する白と同
135) 

じことです。

64.以上のことを背景に，様々な卸係や諸符盛田相互伊原が始まります。著作者と著
]37) ]36) 

作物利用者と白，また利用者と消費者との関係は， (直接にせよ間接にせよ)契約的で

す。反対に，著作者と鑑賞者との関係は精神的であり，ne'J，思往tをめくって直接に結ば
139) 

れます。利用者 消費者のカップルは，著伊砂押沼田経済的高躍をなしています。し

かし，創作的現象は，創作者と鐙賞者が内的形式を介して出会って始めて，その真由広

がりに達します。その時，f(ftt胃袋が出現します。鑑賞者たちは，創作者の貢献によっ

て，自らの心を豊かにします。創作者は，鑑賞者たちから賞賛されることによって，社

会的地位を得ます。自1)1'乍者は，鑑賞者たちの参加により形成され発展していく文化の，

活動の紬となります。この 2つの役割は，厳密には別々ですが，固定したものではあり

ません。あらゆる創待者は，始め凶館賞背でした。彼は創作する前に，彼のものとなっ

た文化を体得しました。そのようにした以上，彼は絶対的立IUfMではありません。彼

は，彼自身白文化の代弁者でもあります。しかし鑑賞者は，著作物の中に，量fMI的1.'品

目を解釈するfltffA的在方法を探しているに他なりませ120
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65.一方で収束的な，一方で分散的なiff-抑益のために，これら 4つの役割を担って活

動する者たちは，近ついたり対立したりします。経涼的位貨の 2つ白利益は，常に対立

的です。例えば，消費者にとっては，最も多様な「製品」を，最も安<.できればタダ

で手に入れることが利益になります。この点では，インターネットの無償性という幻想

が期待に応えてくれます。利用者のほうには逆の利益，すなわち，最大の利j闘を得ると

いう利益があります。代替性のある製品が複数あったり(競合製品).同じ製品の供給

者が複数あったりすると(競合供給者).自分たちの利ざやは減らさなければなりませ

ん。利用者由利益は，従って，最高値を得るために，この 2つ白タイプ由競争を最小化

"到することにあります。著作者は 3吉りょげに}t{fl!T<5窯訓告簿吾とき これは所有権

の論理が要求するところです ，利用者とこの経済的利益を分かち合います。しかし，

2つの留保があります。まず，童1I作者と利用者は，著作物から上がる収入を決める消費
j.15J 

者として申顧客を獲得するという点でだけ，互いに味方であるにすぎません。そして，

彼らは.J/J(，λ自分'iEIこ際しては，再び敵どうしとなります。利用者にとっては，収入の

全てまたは大部分を確保するために，創作者を一一排除するとまではL、わないまでも

一無視するのがまさに得策持。ところで，利用者の利益は糊に僻めで字。これ

に対して.s1f肯者と公衆の利益は，二室田佐賀を有しています。

文化的利益は全体由利益であること

66著作物から収入を得るというd房付在初五の他に，創作者は.Xft，的立利益を有し

ています。創作者は，自分が着想したF守的形式が見知らぬ鑑賞者の心のうちに再構成さ

れ，鑑賞者が，あたかも人が他人の子を養子にとるときのように，それを尊重Lそれに

愛者す<5ことを望んで，創作に励みます。この利益は，経済的利益に痩越Lます。文化

的利益は，経済的利益よりも古ぐか占品。'飾品草b~いのです。収入以前にまず，この

精神的な分かち合いが創作者の動機付けになります。著作物利用者はこのことをよく知

っており，創作者にお話にならないような経済的条件を飲ませるために，彼らの分かち

合い願望を上手に悪用します。さらに，真に自由主義的なシステム，すなわち，著作者

に利用に比例する報酬を与えるシステムでは，この動機付けは経済的動機付けと切り離

せません。分かち合いの意欲は，成功への意欲でもあります(利用者がそれを悪用しま

す)。公衆白押盃は，これと正確に対照をなす構造をとっています。消費茸としては，

公衆は，創作者の利益と対立する利益を有します。もし何も払わないでよい由なら，公

衆はそれをひそかに喜ぶことでしょう。しかし鑑賞者としては，公衆は創作者と周t'x

fm符益をもっています。心を豊かにするような本物白内的形式を味わうこと.それが
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彼にとって全てに優先します。このi!i賞音としての利益1"，1庄の成賞者としての利益を

凌駕します。ある本を，ただそ白血，ftjl1/llo中で長品安Lゆを3買う人が，どこにいるでし

ょうか? あるいは，ベージ数や，紙やインクの質からみて，そ白本の値段がお得だか

ら買う人が本当にいるでしょうか? 魅力と購入白動機付けになるのは，p守的忠正式です。

公衆が精神的著作物に対しでもつ知的・感情的動因一一本質的なるものーーは，鑑賞者

白うちにあり，消費者にはありません。消費者として，改めて価格を見て頭を冷やすこ

とはあるかもしれませんが。さらに，内的形式の魅力が，鑑賞者に，消費者としての理

性に反するような行動をとらせる可能性さえありえます。ここに，経済における創作自

力があるのです。

67，このように，Xft的プロをスのただ中で，創作者と鑑賞者は正喜に局(;，;fljji吾分

か吉会い正す。あるいは，まさに相互補完的な利益といったほうがいいかもしれません。

ところでこ白利益は，忽々λにとっで対立する経済的利益をしのぐばかりではなく，数
l岨

の力により，明らかに全体白fih五と同一化しています。あらゆる点について以下白こと

がいえます。一方で文化的利益は保護を要L.，また他方で，それが経済的利益と衝突を

起こす場合は，文化的利益が優先するほかないということです。文化的アイデンティテ

ィ と儲けのどちらを尊重すべきかというヒエラルキー白問題を別にしてさえも，これ

ほど多くの人が分かち合っている利益は他にありません。

b) 保護される利益の梓若

秘文化的利益が全体由利益であることは官訪Eされ.後1"，誰がそれを守りうるかが

問題になります。それによって法的メカニズム白実効性が変わってきます。「公衆由利
149) 

益」に基づく知的所有権立法由主要な困難は，ここにあります。そ白佐賀からすれば，

そ白役割は国家に割り振られ一一国家は全体の利益の擁護と管理にあたるのですから

，文化大臣なり検察官なりを通じて実現されるべきなのでしょう。しかし，そりメ

カニズムが干渉主義(検閲や文化の方向付け)に転じるおそれや，あるいはそれと正反

対に，諸官庁の無関心，怠慢，負担超過から空文化に陥るおそれがないとはいえません

1 そこで.この任務を，特定集団由利益を代表する私的組擦に委祖ることが考え hれ

るでしょう。しかし，その解決は，さらに満足度の低いものとなることでしょう。国家

主えこ白全体由利益申ための使命を引き受けられると思われない由民.私的組織がどう

してそれをできるでしょうか。組織構成の際に工作がおこなわれるおそれを別にしても，

法人という幕の陰で，誰が本当に権力を振るうのかを知ることは困難です。この種目組

織はたちまち独立性を失い，著作者人格権とは両立しない様々な私益によって寵絡され
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てしまうことでしょう。さらに，鑑賞者苦代表す{5うまい方法を見出す白は，不可能で

はないにしても極度に困難です o fiif{14fと鑑賞者は河む文仕付初益を分かち合うとL、
う事実から出発するなら，長品会産的立解成は，創作者が，少なくともその生存中， ζ

日全体臼抑益を排般的に代表す吾ことに落ち着きます。

69.著作物は警伊者自パ指を反足時Lでい占ので，著作者はまた，全体白利益と周むぐ

f#fItillff.J tJ‘佐質四，守るべき厨λ的4町長苫をも有しています。それだけに，著作者は全体

由利益を 戦闘的にとまではいわないまでも 効果的に守るでしょう。ところで，

鑑賞者が内的形式の中に探し求め愛着をもつのはまさにこの人格の反映であり，これを

めぐって文化は形成されるのです。民法は，パ格がその様々な構成要素において保護に
150) 

値することを認めるだけでなく， λ格に府す石非材産的信符という理論を確立しました。

おそらく，当初保護されていた人格要素はより具象的なものだったはずで，肉体そのも

のや有体物に反映された肉体(写真上の府体c現緩や録音された声)が句それに該当す

るといえるでしょう。しかし，出発点がそうだったからといって，創作行為にみられる

ような，より心理的な人格の表明が保護されないということでは，決してありません。

例を挙げる白はこれだけにしておきますが，プライバシ車蚕権一一様々な人格権の中

の主要な 1つであり，民法9条が保障するーーは，もはや具象的な有体物を保護してい

るわけではありません。人格権により保護されうる著作者の鐸λff.Jc初益は，j( 1m t.J:司会

館昭和V五の性質をも有L.，同じ目的を追求するのです。

2) 著作者人格権の法的特質

70.著作者人格権によって保護される利益がこのような二重構造をとっていることは，

世界人権宣言27条に規定されています。その第 1項には，夜底的に(創作者として)

またはj直極的に(鑑賞者として)j({tに安却す{5人間固有の権利が掲げられています。

この権利があるため，文化的行為者の 1人 I人は，その役割をElIEに果たすことができ
152) 

なければなりません。これは，著作物利用者が伝達係という中立な役目白中に封じ込め
153) 

られるべきことを意味します。それによって，後でみるように，世界人権宣言27条2

項が認めるぎ伊苦八格落田〆カニズムが実質的に保障されます。これで環は閉じられま

した。文化的自由は，民主主義白基本的構成要素です。それなくしては，政治的自由は

奪われてしまうでしょ1す。己白構造が，著作者人格権というたいへん特徴的な制度の存

在意義 (a) と構成 (b)を，同時に規定します。
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a) 著作者人格権の機能

71. P守的形式は，文化的プロセスの道具であり，対的E主主tに乗せて運ばれます。そし

て著作物利用者は、外的形式をE担旬吸い主す。ところで，著作物利用者自婚ー由利益li，
155) 

F血曹苦土If7.iことです。こ申利益は，文化的過程の自発性によって，助けられることも

損なわれることもありえます。ここに，あらゆる創作に固有の成功の不鹿実佐が存在し
156) 

ます。それはかなり避けがたいことなので，利用者はこうしたリスクを減らし，創作に

関しても他と同様の市場を作るために，IUf宵臼主導品蓄を盤石ことを室ふ正す。これは，

利用者が都合のよい時に著作物を手に入れ，それを，彼が適切と判断するあらゆる待遇

に処して，あたかも lつの商品のように扱うことを意味します。彼は， (製作者として)

創作に授賞すればするほど，この主張を強く押し出すことでしょう。

72，致合、ながeo，この主張が通れば，私的な利益が全体由利益tこ怪先することはな円

ます。それは，さらに，文化的過程の厨for:g{tを支持することにもなります。こうして生

じる災厄はばかになりません。市場と授賞目安全を図るため，文化的過程は，絡げ吾止

め目標措Eを作ることを目指して歩むようになってしまうでしょう。アメリカ映画がま

さにその典型です。線療土自著伊(山地問adefor hire)の制度を通じ宅投資者らの手

の内にあるこの純粋な産業にあっては，創作者らは，自ら製作者であるか，申し分なく
1間

利益の上がる巨匠であるか，あるいはアンシャン・レジームの「大公」もどきの製作者
祁0'

の庇護下にあるのでなければ，その役割を演じきることはできません。創作者主導の映

画も稀にはありますが，その他は規格に会ったS28であり，十分にプロの作ではありま

すが，8df'F，的ではありません。怒りっぽいカクボーイを勇敢な刑事や宇宙もののヒーロ

ーに置き換えたとしても，歴史的背景や人物心理，ストーリ 展開や様式はいつも同じ

です。これらの消費用品穿つJJLS28.すなわち，過ぎ去る時を忘れて，同種白製品をよ

り消費させるようにできている製品は，コマーシャルフィルムによる中断がしやすいよ

うに作られています。それらはもはや，コマーシャノレフィルムの引き立て役であるにす

ぎません。

73目その影響は， iJWるのは難しいですが.深刻です。なぜなら，文化現象は，アイヂ

ンティティーと感情由弱性に即jって奏でられるからです。埠なる表的センスをもちろん

超えて.文化現象は社会のあり方からあふれ出てくるも白です。文化現象は，個々人の

様々な反応と集団の様々な行動とを様式化します。全体主義体制が，その最も完成され

た様式(国家芸術)からそ白最も日常的な様式(メディア)に至るまで，あらゆる文化

を操作することには理由があります。しかし，そのような着留が権威主義的国家にしか
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車じないと考えるのは，たいへんお人好しなことです。腹つよL-!&a9Jは，無視できない

規模の市場を形成しているのみならず，消費主義的な態度を形成し，思考様式にも影響

を与える恐るべき道具なのです…。著作者パ潜在には，それを構成する様々な属性を通

じて，創作が利益に従属することを防ぐ狙いがあります。それは，著作物利用者および

創作者の利益と相容れなかったり，それを妨げたりするものでは全くありません。それ

はただ，倫理上田義務 (deontologie)を課すものにすぎません(そうやって著作物利

回を倫理化します (moraliser))0 そうして鳴られた刺益1;1:，自由に運営された文化的

プロセスの結果に他なりません。著作者人格権は，従って，操作されていない文化の形

成を目指すのです。

b) 著作者人格権という制度

74著作者人格権という制度目様々な特殊性は，著作者人格権によって保護される利

益の本質と構造によって説明できます。その特殊性とは，まず，公序としての非財産的

属性を有L，財産的属性に対し優先権を有することです。次に，著作者の死後に形を変

える属性を有することです。

公序e"て回非Jtflif，的犀佐

75.フランス的な考え方によれば，まl'Fi!f.パ搭艇は著作財産権に対して優先権をもち

ます。そのことは，例えば，著作権法において，それが常に著作財産権よりも先に参照

され，説明されるという事実にも現われています。単に名誉のためにそう扱われている

白ではなく，優先権は実益にかかわる局面においても表出しています。まず，出現日腕

序が挙げられます。創作行為が直ちに生じさせる属性は，公表植です。量FMtflif症のほ

うはといえば，公表権の行使によって生じ，そのため公表権に従属しているといえます。

次にその#ffJ!が挙げられます。著作財産権は， }平均形式の交付のみを目的としています。

著作者人格権のほうはといえば， (公表権によって)p守的活伝tへCアクセズを基礎付け，

(尊重要求権によって)内的形式が著作物利用者によって操作されていないことを保障
163) 16.1) 

します。著作者人格権がカパーする範囲はより広<.よりtN本的です。最後に，量F/官Jtf

度艦e0局にとエラノル乎ーが設If6ねてい-3ζ とが挙げられます。多くの例がそのこと

を実証します。最も明白なものは，利用されている著作物がもはや自分の作品とは思え
165) 

ない場合に，著作者が利用契約を再検討する明文よの権能です。そこまでいかない場合

でも，当初合意された「公表白条件」は，著作者により反対の意思が明示されない限り，

その後の対南をも拘束しま1字。家族の範囲内でなされた利用fJ均七利用者によって著
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作財産権を根拠に訴追されることはありませんが，著作物が未公表である場合には，著

作者によって著作者人格権に基ついて訴追される場合がありえます。こ田ようにヒエラ

ルキーが設けられているおかげで，著作物の商業的利用を必要な文化的倫理由枠にはめ

ることが，具体的に実現します。

76.今日，著l'f者λ核権白「非財産的」性質は，時々，例の珍妙な言説を誘発します。

著作物利用者側の弁護人は，突如高尚な倫理感に衝き動かされて，以下回ような高説を

垂れます。すなわち，著作者人格権の本質に照らせば，そ白侵害は象徴的損害賠償しか

もたらしではならないと。さもなければ，それは著作財産権とタ・ブってしまうだろうと

いうのです。これは，とてつもない故意白混同です。著作者人格権は，その追求する目

的が，いかなる要素においても著作者の財産に含まれないという点で， !/"尉産めなので
'"到
す。こうして基本的な価値を擁護していることこそが，著作者人格権に「倫理的な」

(moral)という形容をもたらします。非財産的性質から，著作者人格権侵害の場合に

実質的な損害賠償請求が認められる余地はないとか，認められるのは邪道であるとかい

った議論を導くべきではありません。著作者人格権侵害は非行 (faule)を構成します。

しかし，その補償の範囲は， t員害の範囲のみによって決まります。おそらく著作者は，

その名において，社会的損害 (prejudicesocial)に対する賠償を受けることはできな
17ω 

いでしょう。しかし彼は，そのλ格的演害 (prejudiceρeγ'sonnel)の賠償を受けるべき

です。そして，いくらこの損害が非財産的な性質を有するからといって，その賠償は象

徴としての lユーロ以外にありえないと考える理由はありません。この種目訴訟は原告

に不利であり，そのことは，濫訴に対する抑止力となるでしょう。それどころか，侵害

が立証されたときでさえも，新民事訴訟法典 700条に基づいて，創作者が訴訟費用の大

部分を負担させられるように，我々には恩われます。損害額の正確な算定に向けた法実

務が存在するおかげで，珍説にいう「非財産的損害の市場 (marche)Jは生じません。

この法実務に反対することは，他人白不幸を軽く見る (fairebon marche)ことです。

77.著作者人格権は，非'flfi!l，的で集:1'Jj，的な抑'1，tを保護していることから，一切あいま
1η) 

いなところなし圏内的にも国際的にも公序回側面を有しています。著下者人格権のさ

まざまな態様での投棄は，常に，公序~反白絶対無足並となります。著作者人格権は，著

作者の権利回財産的側面を枠にはめて，そこに公序の性質を浸透させます。例えば，著

作者由権利においては，譲渡の自由は公序白規律によって制約されています。さらに基

本的なことには，著作者自権利回原始的帰属は著作者人格権由権利者を決定するので，

著作者白地位に関する規律を，当事者の意白ままにすることはできません。これらの規

律は，抵触法の働きによってさえも排斥されません。著l'f喜子λ必舷の内容を定義する諸
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規定はな右;5';です。有名なアズプァル介 ジナンFノル事件において，破鍛院はまさに，

これらの諸規定を各行法認と位置付け，フランス由法秩序におげるそれらの基盤的な性

格を強調しました。その際アメリカ法は，一切白著作者人格権を認めず，著作物尊重要

求権を欠くコピーライ介在映画製作者に(殿拶土日著作苦l!I!E!JとLて)与えているため，
173) 

無効と判断されました。そして，意図的に白黒で創作したジョン・ヒューストン監督

自明示の意思に反してカラー化された映画は，フランスにおける利用を禁じられまし

fこ。

78.著作者人格権からこの否定しがたい権威を奪うため，著作物利用者のスポークス

マンたちは，著作者人格権が全政白河益を守っていることを，念入りに隠します。彼ら

はそれを戯画化して.嫉妬深く出しゃぱりで無益で邪魔な，いわば利用者いじめの権利

とみなします。彼らは，著作者人格権が発動される白は私的な権完が濫用された場合だ

けであるという事実を表に出さないように，十分注意しています。著作財産権が契約を

通じて絶えず利用されているのに対し，著作者人格権は例外的に，訴訟の場で主張され

るにすぎません。交通法規が無謀な運転者に対してだけ抑圧的であるのと同様に，著作

者人格権は.-f-白fE1曹苦迫躍すJ.5符局者に歯止めをかけるにすぎません。 *f'F昔日塁打官

吉λ搭療と初用者0g~草的拘益との周白パランスを公然と説くことは結局彼ら白不利主主

になるので，彼らは，荷符'i8iJ百の一般理論を引き合いに出して，著作者人格権を無効化

しようとします。その策略は巧妙なものです。彼らは，民法に依拠するようにみえるや

り方でまl'F者λ熔療の息の根を止めようとしますが，どうしてそうするのかは決して言

いません。それは，利用者にフリーハンドを与えるためなのですが。しかし，権利濫用

とは，個人の権利におけるエゴイズムを緩和するためにあるも白です。全体の利益を守

る権利が，なぜその適用を受けなければならないでしょうか? むしろ，私的な経済的

利益を全体の利益に優先させようとする考えこそ，濫用的ではないでしょうか! 彼ら

の中には，論が成り立たないのを百も承知で，著作者人格権にλ格指として白性質を認

めない者さえいます}。このようなロピイス卜の御託は，いずれも許容しがたいもので

す。それは法の文言にも，実定法にも反しています。

著作者自生存中と死後四二つ目指l度

79.著作者の死に伴う制度目変容もまた，保護される利益が重層化していることによ

ってのみ説明できます。千四生序rtに創作者が著作物におけるその人格の痕跡を守ると

き，彼は鑑賞者の文化的利益，すなわち討会白利益を6防衛しています。この一致によ

り，著作者が唯一白権利者に指名されるのです。それと同時に，著作者が守る利益田性
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178) 

質によって，呈f{'f者λ落語主にはλ#慈の制度が適用されます。L.121-1条2項は.rζ

白旗符It.差f{'f審由一身iご事局j-<3j と定めます。この性格づけからは，ま伊寄λ槍績

はそれが保護する人格と共に消滅するという結論が導かれかねません。しかしそれは，

人格の痕跡は，いったん表出すれば，著作物とX{tについで四三合併ι相槌主が存続してい
179) 

る限り，著作者白生存期間を超えて続くことと両立しません。そこで，次の項は以下町

ように付け加えています。 fこ白梅'fillt.求縁0.譲渡示施で，かっ，得税にかかblj，' 

い。J著作者人格権は善f{'p徴。場占臼止用ど威坊さ正j-。著作者自生きている聞でも.

著作財産権が続く問でもありませ究。いずれの場合にも，著作者人格権は，それが保護

する利益の性質に基づいて，処分布施(譲渡不能)となります。さらに，それが不行使

により消滅したり，創作行為に基づかない権利行直によって発生したり，あるいは法律

上の付与によって発生したりすることはありません。

8仏必然的に，呈ff戸喜子四YEs昔には，問題は違う観点から生じます。もはや，集団的符

益しか残っていないからです。それをど白ように保障すべきでしょうか? 立法者は，

相続人は故人の思い出に忠実であろうことから，また受適者は著作者自身に選ばれたの

だから，著作者人格権を著危害が伝活苦Lたで占ろうやり方で行使するのに，最も適任で

あるという原則から出発しました。これは文字通りの部結『財産外の」権利について

は説明しがたいも官)ではなく法続三担任冷であり，順位決定方法(のJ器)を相続制

度から借りてきただけです。実際，通常の「相続人」と「著伊家沼後に著作者人格権を

有する者Jとの聞には，著しい相違があります。相続を承認した相続人は，彼白も白と

なった財産を担阿由的に享有します均九著作者人格権を行使することになった承継Jが，
18ω 

A書館と Lて白極flj(droit.!onction)以上のも白を有することは決しでありません。彼

が自らの利益白ためにそ由権利を行使することは，一切想定されていません。ひたすら，

文化的利益のために，呈F伊音{fGぞヨ Lたでid-3ヨやり方で，行使するのみです。ただ，

相続人と著作者とでは，状況が異なります。相続人自らはx他的仔身寄ではないので，

作品を守ることでそ白人格を守るわけではありません。ところが，法白目的とは無縁の

視線λEU宇田符益が，著作者人格権が行使される際に紛れ込むこともあります。ある作

品を公表することで著作者によくないイメージが付与され，それが相続人自身の声望に

まで影響するような場合に公表を拒むことや，あるいは反対に，著作者が破棄するよう

明示的に指示していた作品を，金儲けのために公表することがその例です。そ白ため法

は，裁判官に承継人目欲望を統制する権限があることを，明文で定めています。ただし，
184) 

野6かな虚滞の場合に限って。対照的なことに，著作者が生存している場合には同様の
185) 

規定はありません。このことと，公表権を表明する条文の力強さからは，著作者人格権
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に権利濫用理論を適用させまいとする立法者の意思が，明確に浮かび上がってきます。

81.相続のメカニズムを利用する以上，荷続八平て淳在の場合に対応しなければなりま

せん。集団的利益は，相続人となりうる者の連鎖が途切れる場合には，防御白ない状態

におかれることになるのでしょうかワ 法はこの問題に，公表権について目。明文で答

主てい主すn 注はL.121-3条Z環江おいて唱「裁判所は，特に文化担当大臣からの提訴
186) 

苦受げ{5ζとかでま {5Jと定めています。待にという副詞からは，集団的利益を防衛す
1871 

る任務を果たしうるのが，大臣だけではないことがわかります。破段院によれば，まず

文芸家協会 (Socie凶 desGens de Lettres)にはその資格がないとされました。定款
188) 

が，協会は創作者の財産的利益田防衛に当たるとしか定めていなかったからです。近年
189) 

のパリ控訴院の判決も，破致院判決に追随していますーーしかし，協会はその名前から

して，精神的利益の防衛に当たる任務を帯びているはずなので，定款を変更しておくべ

きでした一一。破段院は反対に，国立文学基金 (Cai田 eNationale des Lettres)には
'"け

問題なく資格を認めまじ担。これは，文学作品の尊重を推進するために，法4によって

作られた公的機関です。

82法は，公表権に関してのみ，権'!ifigt，府や，荷続λ平て{i{Eの場合に集団の利益を守

る手段について言及しています。「尊重要求権」についてはどうでしょうか? 私見に

よれば，相続人たりうる者がない場合を想定したメカニズムは，必要な変宣告t-;/}O;主で尊

重要求権にも適用されます。守られるべき集団の利益が同様に大きいからです。その反

面，尊重要求権は，相続人においてさえも，濫用の余地はないと解されます。実際， L 

121-1条に規定がないことを，尊重要求権を除外する趣旨であると解釈すれば簡便では

ありましょう。しかし，相続の鎖が途切れた際に集団的利益を担う者が，公表艇につい

て必要であるならば，それは必然的に，公表された著作物の尊重要求位についても必要
192) 

ですーだとすれば，一方を想定して作られた制度を，他方に移し変えてしかるべきです。

L.121-1条にみられる欠落1;:，L. 121-3条が、権利由行使または不行使におりる濫用の

場合に裁判所に提訴しうる者という文脈において由み，相続人不存在に言及しているこ

とで完全に説明できます。ところで，ぎか者名C表示(著作者が匿名を望んだ場合を除

く)と著l'P傍若男討に保つζ止は共に，鑑賞者にとって，また著作者が生きていたとし

たら著作者にとっても，大切なことです。たとえ相続人によるものであっても，尊重要

求権の行使に濫用のおそれがあるとは考えられません。濫用が認められなければならな

いのは，せいぜい，まぎれもない明白な欠落があるのにfj!liJJ告と bI.fい場合ぐらいでし

ょう193)。このように解すれば，著作物を守る権利を直接付与されたわけではない人々も，

その責務を果たしうるようになります。
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83.以上のように，筆者には，規定の違いは制度の違いに対応しているだけで，保護

がなくてもよいという意味ではないと恩われます。公表権と異なり，尊重要求権白制度

には，著作者白死後に変質する余地はありません。こ白ように考えないと，著作財産権

が消滅して，相続人もいないことが認められたら最後，無作法者どもは，過去のいろい

ろな著作物を，あたかも原材料か何かのように扱うかもしれません。すなわち，それら

を「いま風にして」新作であるかのように発表したり，破廉恥にもそれらが自ら白作で

あるように偽ったりするおそれがあります。

B) 著作者人格権の構成要素

84著作者人格権がどのような属性から成っているかをみる作業が残っています。言

うべきことはたくさんあるのでしょうが，こ白問題はよく知られている白で，より急い

で通り過ぎることにします。諸属性に関する言説を調べるのは，その歴史やその存在意

義に関する言説を調べるよりも容易です。フランス法には，最も明白なも白から最も特

徴的なものへと段をなして並ぶ， 3つ白属性白グループがあります。著作物や氏名など

の尊重要求権(L.121-1条)，公表権(L.121-2条)，そして修Eおよび撤回白権利です

(L. 121-4条)。手重要求緯は，著作者と鏡賞者の'xft均晶、結びつきの真正さを保証する

ことに特化しています(1)。公表躍と修正'8よぴ車if@.四艦初I;J:，様々 な価値の聞のヒエ

ラルキーを保証します (2)。

1) 文化的な結びつきの真正さを保証する属性

85.尊重要求権は，その中に， 3つの尊重白対象を有しています。著伊吉田地位，氏

;;，そして著('p妙です。創作者は，fj 6が著('p，者であることを，11;ぐ長官61-品占権利を

持っています。その地位を争うことができるのは，自分こそ真の著作者であると主張す
19.1) 

る者のみで，第三者は争うことができません。創作者はまた，ぞ臼Z苦著作物および著
195) 

作物販促用白書類に勿示すヘーまことを要求でき，名がゆがめられ，からかわれ，あるい

は消されてしJ定場合には，それを禁止することができます。しかし，創作者は匿名を選

択することもできます(他人から強制されないことを条件としてんこの属性によって

岩山乍者は，自らの成功を資本として蓄積することができる一方で，自らの作品について

責任を負うこととなります。この属性があるからこそ，消費者は製品の出所を知ること

ができ，創作者と鑑賞者との文化的な結びつきは個別的かっ人格的なものとなるのです。

86. r著作物白尊重」は，x佑ofl，1!Mとしての，雲ヂ伊若者に必ラベま事者?です。ベノレヌ

条約 (6条の 2) は，著作者白名誉声望にかかわるような改変を禁じているだけであり，
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真由著作者人格権を認めているとはいえません。認められているのは，一般白人格権に

すぎません。著作物の尊重を求める点で，フランス法ははるかにその先を行っています。

付加，削除，改頭のどれであろうと，著作者の同意四ない一切の改変は禁じられます。

さらに，著作物を置く斎掠や，展示白Lかたの変更もまた，尊重要求権の問題となる可
197) 

能性があります。このように，'!f{'F，物がE援敬'lll5:;t;a;t;，ねていなぐでι尊重要求権

の侵害はありえます。ビュッフェ (Buffet)事件において，こ白高名な画家は，慈善事

業に役立てようとおこなわれる競売で売るために， 1台の冷蔵庫の表面全てに装飾を施

しました。ある投機家がこれを落札し，パネルのみを切り離して売りに出しました。損

害賠償に加えて，パリ控訴院は，所有者は f著('F妨を現段目ままで手投dt;iげれば!なr6
198) 

tJ' ~ IJと判決しました。これはつまり，所有者が冷蔵庫を再び売りたい白なら，それを

"" 組み立て直さなければならないということです。上告は棄却されました。
2∞) 201) 

87.視聴覚著作物に関しては，広告のため白中断やテレビ局ロゴの表示は，監督の著

作者人格権の侵害にあたると考えられています。そして，創作者は，その著作物の翻案

に原則的周意を与えていても，著作物白木賞吾煩立われていないかとうかについて査察

権を有します。裁判所は，より強力な権利主張を認めてくれそうにみえるかもしれませ

んが，著作物の精神に反する変形を違法とするにすぎません。尊重要求権は， L.212-2 

条 l項により，より弱い効力ながら実局震にも認められています。

2) 価値のヒエラルキーを保証する属性

88著作者人格権に関する 2つめの条文(法典L.121-2条)は，公表権を定めます。

時系列的には，これは条文上尊重要求権の前に置かれるべきだったはずです。 2番目に

なった白はおそらく，ベルヌ条約上白最小限の義務に，公表権がなかったからでしょう。

この属性は基本的です。なぜなら，鑑賞者にF守的影式の享受を許しつつ，公衆へのが的

影式の伝達(すなわち著作物の利用)をも間接に許諾するからです。このように，公表

権によって著作物が財産に変わります。そ由行使は，予言微妙としての著F{'F物(つまり形

ある物体としての著作物)と，締結物としての塁打古物(利用可能な形式)とについて，

異なる結果をもたらします。

89.予言体物としての著j戸初は，一度公表権が行使されると，差押可結になります。反

対に，それまでは，著作者の普通債権者も，さらに，当該著作物創作を注文した者さえ

も，差押はできません。判例は早くも 1828年に， ミサ曲白手稿 (manuscrit)につい

て，それが 2度上演されていたにもかかわらず，出版されていない以上著作者の公表の
202) 

意思は明らかではないとして，差押を拒否しました。別白たいへん有名な事件において，
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破設院は，画家が油絵を展示したことがあっても，それは公表権の明示的な行使にあた
203) 

らないとして，画家に絵白号l渡を命じませんでした。これら 2つの事件は，公表は特許

法におけるような要件事実ではなしまさしく一方的d解仔局であることを示していま

す。

90.無体物と Lで四重rrF微に関しては，公表権の行使は，創作者の 2種類のパートナ

に向けて，それぞれに効果を生じます。まず鑑賞者に対しては，それは厚吉白xftめ

な結びつきを確周たるも申とします。鑑賞者1<1，内的形式を享受する権利を，創作者か

らしか受け取ることができません。この権利は，より広くいえば，世界人権宣言27条

1項に認、o6Gれた文化に受動的に参加する権執の一種です。主to，公表権が行使された

ζ と苦条件é~ で， L. 122-5条の 1項と 2項は鑑賞者に知的享受の自由を認め，これは
20.1) 

著作物利用者に対抗可能です。このように公表権は，xft的コンどを組む 2人の主役に

バランスよイ自由田空間を与え，それによって，著作物利用者が沼八的正たは務的立解

厳に閥入してきた際に， 2人が対抗することが可能となりますロコピーライ介には，こ

れと同じ仕組みはありません。そ白ことが創作者らにもたらす帰結は明らかです。今日，

DMCAに類する諸立法(そして EUのアメリカへ白追随)のせいで，公衆がそ由ツケ

を払い，次々にお金を巻き上げられる破目に陥っています。

91 公表権の効力の範囲が，今なお熱心に議論されています。ここでもまた，著作物

利用者らは法がこの属性に与える効力の範囲を最小化しようとして，公表権1;1最初日伝

選によって成尽1'0などと主張します。彼らの論を検討する前に，まず基礎理論と条文

を振り返ってみなければなりません。

92.創作者が片的思往tにアクセスする権利を鑑賞者に与えるときには，f1.fl'JA往tが伝

播していく仕組みを調える法助手段も，同時にきちんと用意されなければなりません。

このため，公表権が行使されると，著作物利用者の利益になるように，がめ形式に対す

る著作1TfK，権が生じます。しかしこれは，鑑賞者への伝達に必要な限りで生ずるにすぎ

ません。だから訟は明文で，著作者は「公表申方法を決定~，そ申条件を定めるJ と規

定しています。著作者は，sfJi-吾追っで公表Lでるよいのです。例えば，彼がそ白美術著

作物白原作品を売却するときは，彼はそれを，買主が私的領域において鑑賞するのに必

要な限度でのみ公表します。彼が出版契約を結ぷとき，彼は著作物を紙媒体による利用

のためにのみ公表します。インターネットは~IJの媒体ですから，著作者がもう l 度公表

し直さなければ，そこでの利用はできません。反対に，その作品を再版するときには，

著作者は公表権をもう l度行使しなくてもかまいません。複製権譲渡契約を新たに結ぶ

だけで足ります。
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93著作物利用者心代弁者にとって，こうした創作者のカと鑑賞者のS局は邪魔な自

で，彼らは彼らなり白やり方で公表権を再構成します。彼らは，著作財産権D譲渡がな

ければ著作物は利用できない白だから，公表権は無用白長物だといいます。しかし，ま

ず，内的形式を享受することの許諾なしには，外的形式の利用は，違法とまではいわな

いとしても無益です。次に，相当な頻度で(例えば集合著作物の場合1;:).利用者らは

譲渡なしに著作物を利用する権限を得ており，また共同体法は，公然とコピーライ介に
205) 

追従して，著作者から排他権を奪う方針を次第に明らかにしつつあります。そうなると，

創作者が頼りにできるのは公表権しかありません。

94目著作物利用者四代弁者は次に. (彼らのものになる)著作財産権を完全に著作者

人格権と切り離すために，著作財産権IUfi/f'Pにより直接生/;'-5 (しかし公表後でないと
別的

行使できない)と主張します。こうして著作者人格権は媛小化され，特許権の場合と周
207) 

じような，著作物の公衆への最初の提示に変わってしまいますo ここから，この属性が

最初の伝達によって「消尽する」という考えが出てきます。そしてそこからさらに，
初S)

様々な帰結が導かれます。公表権はもはや，鑑賞者の真の法的地位を支える支柱ではな

くなり. L. 122日 5条にはもはや，コピーライ介と閉じように，プェアユースに相当する

均質的な例外しか含まれなくなります。こうすれば，利用者が私的な領域に立ち入れな

いことを認めるとしても，彼らはそれを有償の権利制限に変えられるのです 。

95.こうした解釈は，法の明文と矛盾する上に理論的にも誤っており，著作者由権利

の正道を完全に踏み外しています。著作物に鑑賞音がアクセスT-5ζ とが禁と品ねてい

占ときに，何が伝道にMT-5耕地'1被四対象になりうるというのでしょうか‘ワ さらに，

19世紀初頭以来の確立した判例は，著作物を公衆車知石だけでは完全な公表とはいえ

ないとしていま1d尽などという概念については，残念ながらお里が知れています。

これは，アメリカのコモンロ におけるアアース介・イケ ル， ".ク介ゲンを，単純に，

著作者の権利に移植したものです。複製物に重くのしかかるコどーライ介が，それを順

繰りに買う(そして後に再び売る)人の処分の自由を妨げるのはよくありません。そこ

で，府高古権は複製物を最初に市場/ごEいた療に消尽す占というわけです。これを公表権

に移植するのは，あらゆる点で不可能です。

96，アメリカ法の理論は， 2つの財産的権利の対立を解決するためのものです。対立

はコピーライ F・オーナー由競市街と，複製物の買主白宥鉢物所有権との聞で起こりま

す。しかし公表をめぐっては，著作物利用者の著作財産権と著作者白公表権とが対立し

ます。公表がない場合には，対立すべき著作財産権はありません。仮にそれがあった場

合でさえも，私的な利益を保障する財産的権利が，文化的利益を保障する非財産的権利
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を制約するのは，本質に反したことです。公表権の消尽という不適切なメカニズムの背

後から，権利濫用論が変装してぎこちなく顔を出していることは見え見えです。その目

的は，公表権を，市場への投入に関する一種の著作財産権へと媛小化することd子。

97 フランス法には，公表権鵠献に認めるとも認めないSも書いてありません。

論者の中には，法の沈黙は拒絶にあらずと主張する者もいました。一方で，そのような

解釈に反対する者もいました。判例はこの晶明書について，どちらかといえば実演家に好

意的な解釈を示してきまし見。筆者も，そ白方向が妥当であるうと考えます。その理由

としてまず，実演の創作的な性質が挙げられます。次に，実演家がその財産的権利を支

配していない場合が多いことが挙げられます。公表権がなければ，実演家は手足を縛ら

れたままプロデューサーの手中に陥ってしまいます。

98.最後に修正および般Eの権利です。これは，文化創造の過程において創作者が引

き受ける倫理的な責任(著作者白ためらい)を，著作物利用契約によって生じた様々な

義務に優先させるものです。著作物利用契約を結んでいても，引き渡した作品がもはや

彼の構想や人格を反映していないと考えるときは，彼は，是Ft戸物由形式を再検討する

(修正)か，または，契約千四 /'0苦腐り消す(撤回)ことができます。この属性はも

ちろん，著作者の生存中しか認められません。修正の場合も般Eの場合も，呈rf'F喜子Z何事

前にそ由契約由抱手方へ由賠償を完了することが、法定由要件です。もし彼が再度考え

を改めたら，彼はその著作物の利用を，もとの条件で，撤回権を行使された著作物利用

者に優先的に申し出なければなりません。また，撤回権の行使は，利用者にしか対抗で

きません。それは，複製物を取得した者には対抗できません。さらに，撤回したからと

いって公表権行使までは取り消されません。複製物は変わらずに流通l.それにはし

122-5条に定める限界と例外が適用されます。こ田属性は案成震には認められないこと

が，明文で規定されています。

結論

99.もし著作者人格権が，すなわち知的所有権の脊柱が，地球全体とはいわないまで

もヨーロ γバ大陸全域で，周辺に追いやられたり迂回されたりしてしまえば一一現に

WTOの策謀と欧州委員会の動向が著作者人格権を脅かしていますが ，法と歴史は

数世紀逆戻りしてしまうでしょう。そのとき文明は，人権の lつを失うといえましょう。

封建システムが復活して，個々人にそ白役割に応じて義務を負わせる自由主義的で近代

的なシステムにとって代わる白を放置すれば，文化と民主主義は，自由のうちに繁栄す

る唯一の環境を失ってしまうでしょう。フランスは，その文化資産を見に訪れる人が世
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界で最も多い国のうちの lつです。調査により，それにはたくさんの理由があることが

わかっています。フランスの「著作者の権利」も，理由白一端をなしています。社会的

地位が保障されていなければ，著作者は，その困難で貴重な任務に苦しみ，そこから疎

外され，それを続ける気をなくしついにはそこから離れていくでしょう。そのツケは，

社会全体に回ってきます。社会は暗く，貧しくなります。「グローパル化」すること，

すなわち多様性を放棄することが本当に不可避であるならば，それぞれの歴史とそれぞ

れのシステムをもっ社会が，最良のものを採用し最悪のものは斥けるのが，より賢明と

いえるのではないでしょうか?

[原注]

山 第 11Jir著作者比その財産的権利とはfN，鑓に屯この権利が移転された控においても，著作

物自制作者であることを主張する権利及び著i符討の変更，切除その他の改変又は著存物に対す

るそのi他由侵害で自己目名寄又は声望を害するおそれ由あるも自に対して異議を申し立てる糧

事jを保有する。j

2) E. KonstantinovαLe droit d'auteur et le droit a la culture>). in actes du Colloque Droit 

d'auteur et droi俗 del'homme， 16-17 juin 1989. INPI， p. 197 

3) 後述段落番号 64書照。

4) r締約国は{個々人に以下由権利を認めるo ••• (c) その者がなしためらゆる科学的、文学的ま

たは芸範的制作から生じる人格的および物置的利益田保護を霊妙る抱'fljJo
5) B. Blin， (<L'acces des peup!cs a l'information et a la culturc>:入inacles du Colloq引e，o.ρ

cit. p. 36をみよ。

6) 著作栂と著作隣接楢に関する 1996年の 2つ回集約は，クリントン政栂により「押しiJlめら

れたJoこれらは，園内的には，アメリカが園陣止甘束を実現するために DMCAを採択したよ

うに見せることを可能にした。そして，対外的には，アメリカの国崎約束に歩調を合わせるこ

とを望む固に対して， DMCAが2つの条約の適用モデルであるかのように見せることを可能

にした。 2001年 5月 22目白共同体指令は，格別の熱意をもって DMCAの論理をヨーロッパ

に導入するものであり，この政治力学の中に位置づけることができる(欧州委員会とアメリカ

のシナジーについては， Ph. Gaudrat，αDroit d'auteur et mondialisation: le laboratoire com 

munautai間以 inN. Mezghani et M. Cornu (dir.). Interdt culturel et mondialω'ation， les as-

tecls internationaux， tome H， L'Harrnattan， 2004， p. 295を見よ)。

7) 石や木を彫ってインクを塗号方法による印刷は，中国においては古くから知られていたこと

を付け加えておこう。敦迫田洞窟において発見された中国最古の印刷物(仏典)は， 868年の

ものである。 930年には， fi語教の古典が印刷された。この方法はその仇中央アジアに，つま

りウイグルから泣くエジプ卜まで伝播した。これが珍重された理由のっちの 1つは，一度原版

が確定すると，文章がiil'J!lfdれないことであった。この方法は 1300年にはアラビア語に翻訳

された(].Needham， La Iraditioll scienlifique chinoise. Herman， 1974， p. 64， 65.)。ヨーロ

ッパ白貢献は，ヨーロッパ人がそう思いたがるほど先駆的ではなく，ラテン式アルファペット

から(表意文字からでは困難であ勺た)活字を生み出したこと(オランダのコステルの仕事)，

そして，手動印刷機白発明 (1436年頃， ドイツ白グーテンペルクによる)にとどまったよう

に思われる。以後，表現形式を!flii!Wに定者主せたる由を，商業化可能なほどの部数にわたっ
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て，複製することができるようになる。ところが，これら諸文明のうちいずれにおいても，印

刷術はヨーロッパにおいて生み出されたょっな法的効果を生まなかった。従って，印刷術を，

利用の独占植が構成された原Eとみることは困難である 。

8) 古代ローマの iresJ (物)はもともと，具体的・物質的な物のみを意味する。だから，ロー

マ法が浸透した諸国の言葉において，育政坊を意味する役割を果たすのは常に， i resJから来

た語である。フランス語。 rchoseJ (物)は，もちろん cause(原因・主義)を意味する

r causaJから来ており，有体物を意味することもあるが，法的な意味の raffaireJ {:事件)の

ような.r人がそれについて議論することjという意味をももっている。語源がこうであるた

め， r choseJの概念は，無限に拡大する可能性をもっている。そして実既フランス語にお

いてこの語は1 あらゆる櫛危:を漠然と代替するものとして用いられている。従ってそれは，も

ちろんラテン語の iresJも意味する L. ijuresJ {権利。本質的に「無体」である)をも意味

する。この語は偏狭さと無線であり， r resJから派生しうるもの，すなわち影式 (forme，技

術的・実用的形式と表現的・文化的形式)をも難なく意味する。この形式はもちろん「無体

物jの一種である。なぜなら，それは人が iresJから府心で素材(その物理的存在を示すも
束、"

の)を抜き取った後に， iresJに残るものだからである。

9) この考え方は，近代フランス法において，たいへん古典的なものである。「権利」の保育背

は，言葉白ロ マ法的な意味において.r所有者」とみることができる。この場合，有体物所

有権のモデル(民法 544条)が，無体物について単純に適用される。この「所有権」は，その

様々な属性へと技術的に分解されうる!ある者が虚有権色ある者が用益権を持つこととなる

。橘利以外でも，この周じモデルは，営業Itfi!lt(jonds de commerce)のような無体の対象

(無体物)に適用されうる。営業財産の所有権は，知的所有権とは全く似ていない。しかし，

それは確かに，無体物に対する所有権である。

10) ローマ法のモデルは「ドミニウム (dominium)J. つまり. r主人 (dominus)Jがその持

ち物(奴隷と LてのJ 聞をも含む)に対して有する絶対的な権力である。

11) アメリカとそれをコントロ ルする巨大金融描力が，その経済的地政学において追求する

のは，まさにこの側面である。

12) 実証されている最古白例町】つが， 1171年に王から授与されたパりのメルカ件ーレス ア

タアエ Cmercatoresaquae)，すなわちバリ橋・マント橘聞のセ ヌ川による通商の独占権で

ある。同様の独占権は，セ ヌ下流についてはルーアンの商人たちに与えられた。

13) ドマ (Oomat) は誓う者(または誓願職措)すなわち同業組合を，以下のように定義し

た :{Jつの団体に結集した多数の者をいい.こ四団体は君主白許弓により、その構成員町共

通事I益のために設立されたも由でみる。こ由利益は‘そ申団体申ものであると雨時に，公共の

flj益ともつながりがあ -5J(Droit p曲 lic，r， XV， section r. n. 1)。ここには唱法人由観患がく

っきりとみてとれる。この観念は，時の経過に伴い，法人の全ての特徴を獲得していく 代表，

訴橘，不動産白取得，紋章1 出1.軍旗など 。しかしながら，開業組合には，市民社会におい

てかすんでいくこととなる公益の現金いがみられる。大項目式の百科全書(l'EncycJopediemet 

hodique)の，より専門的な定義においては，この公益と私益の関係は逆転している 「ぞれ

は権力により、多数由者自協力を得て、多数由者のために.公共由利益を呂的として作られる。

それにもかかわらず.それは，構成員由共通事盟主をも邑的として設立される」。

14) これはρrivalalexすなわち私法(loipri vee)を語源とする。「法」というのは，それが立

法権(王)から，普通法の規律一一アンシャン・レシ ムにおいては慣習が担勺ていた に

反して，発せられたからである。結には，ある慣習が不適切である場合にそれを修正する役割
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しかなかった。「私の」というのは，この法は不特定多数ではなく，特定されたグループ，そ

して多くの場合特定の個人に適用されたからである。

15) この言葉は，中世都市ヌヴ品ール (Nevers)における肉匿とパン屋町規約にそのまま現わ

れている。彼らは1 当局の許可を得るか， 1年前に予告してからでなければ， r公共奉仕」を

廃業することができなかった。この使命は同業組合構成員に重い義務を課すものであった。怠

業は禁止され，公衆が必要に応じて供給を畳けられる状溶でなければならなかった。飢値白際

には，公権力は商人らに，食料や必須の役務を供給するように命じた。

16) Olivier.Mart旧。L'organisation co申orativede la France d'ancien regime， Librairie du Re. 

cueil Sirey， 19氾8，p.179

17) Gombeaux. Le fonds de commerce， these Caen，' 1902， p. 173 

18) Olivier-Martin. 0，ρcit.， p. 151 

19) Olivier-Martin，op. cit.. p. 152 

20) Hartman， Prefac巴al'ouvrage de G. Lebre， Traite du jonds de comrne代以 Paris1887， p 

xxx 
21) E.ThilJ， Les inventeurs du commerCe moderne. Arthaud， 1966， p. 13 

22) パンの価格に関するこ白慣行は，フランス革命をも生き延びた。象徴としての役割を帯び

ていたからである。パンの価格は， 1970年代に至るまで，国家により定められ続けることと

すよる。

23) 1323年の諸規約はパリの曹庖に，職業の誓願を立て，その能力を証明し，保証金を支払い，

承認された本以外は売ったり貸したりしないことを義務付けている。害届はそれと引きかえに，

大学の出先機関に与えられる特典を事受した。大学はついでに，法待上は司教だけが有した検

聞の権限を勝手に行使したのである。一方で書庖は1 教育白使命に必要であるとして，出版者

と小売自の複合的な役割を任されることとなった。

24) 16世紀における海賊版の激増は証拠のある事実である。印刷機の普及が進み，印刷業者た

ちはそれをどんどん固さなければならない帆そうすると書物自中身が競合しかねない段階に

λ勺た田である。 Fしかしながら印刷機回数が増えると‘印樹業者たち由作品選択が重複する

ようになる。海賊娠はこ田ように，印刷術そ司も由と共に生まれたJ(7 ソトワー~=ルペ・

セギュイエ (Antoine-LouisSeguier)次席検事の報告， Falk. Les ρrivileges de librairie 
sous l'Ancien R脅か問。 theseParis 1906. p. 65に引用)。

25) ~Jえ(;('，白羽年のす ν ト巴玄艮職人目誌類熟 r ;t， nまE方は大，;、由港に陸揚げされる家具用

の木材を買い占めてはならない司ただし、それがす分あるときはz 全て申親方が財力に応じて

買ラ ζeがでさoJと定める。レンヌでは，原材料不足に陥った親方は，最も先見の明のある

同業者から，それを手に入れることができた。そして， 1740年のプロワにおいて，同業者が

仕事をするのを妨げるために獣脂を全て買い占めたろうそく業の親方たちが，厳しい制裁を受

けたことが記録されている (Olivier-Martin.。ρcit.，p. 153) 0 

26) Olivier-Martin. op. cit.， p. 233. 

27) r自分自家で (enchambre) J仕事を L，親方と不法に競争した職人。

28) テンプル修道院の固い地，サンジιルマン田デプレ，サンドニ・ドゥ・ラ田 γ ャルトル，

サンジャン・ドゥ・ラトラン，ル シ ヌ街，サンタントワ ヌ街である。

29) 王はこの上もない公人であり，当時の考えによれば，公共由利益の体現者である。そして，

同業組合の機能が公共の利益が要請するところに応えなくなった以上 という由も.曹庖が

たくさん倒産したことで，知識の普及に関する公共の役務も失われるに至ったから←ー，特権
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は，公共の利益という使命を効果的に果たす者のところへ戻ると考えるのが論理的であったe

30) この「個別の」という意味は， r特権J(privilege) という言葉町語源そのものである。

31) ローマ人はこれを，r'εニクム(フランス語のdomaineの語源)と呼んだ。すなわち，主

人 (dominus)がその財産に当然に行使する権利である。

32) ロ マ人が-"-A・イ y ・レ (jusin re)と呼んだものであり，物に対して行使される権利。

33) この権力は侵害:IJFfIJ.'として具体化されるのであり，物に関する箆層拡 I/XA緯，怨ガ越の

三位 体としてではない。三位一体が再現され，適用されるのは{所有権の対象としての)橿

利，中でも(特許由ように〉独占を保障する橘限を生ずる権利についてであるー。この「権利

の所有楢」モデルは特に，所有権概念をそれ自体無体の物に適用することと混同されてはなら

ない。これについては後述する。

34) その領土を通るために支払う税。

35) 領主権に属する河川を渡るために支払う税。

36) 公共の設備(風車やパン焼き竃など)を設置するために，それを使用する者から徴収され

る税。

37) ルイ 14世の有名な言葉(おそらく彼は言っていないが)r朕は国軍なり!Jは，このよう

な政策の寛成を表す。それは，君主制を中晦する者が言うような意味での君主制全体主義とは

異なっている。

38) 王傾は当初，ほぽイル・ド・フランスに隈定されていた。そのため，王よりも強力な臣下

はたくさんいた。

も前 f定常収入を生む全ての糧事Wi，土地を基礎に置いてい江くても.封領(轄注権主を構成す

るg 先ほとaついでにみたように，パljの弓教はコンフラン由設河権から生ずる収入に，いくつ

もの騎士封領を設定した。パリにあったエレピヅク (Hellebic)という封領はz 市場に連ばれ

る魚 1穏につき 3マイユを受け取る権利から成っていた。 7-r 1}ヲプ・オ ギュスト以降.王

は、その財宝から金fifを得る権利から成る封頗を，多数設定することとなる・このような封鏡

低金利封領といわれる。これはおそら〈オランダに端を発1-，イギリスと近東南部に広がって

から 7ランスで大規模に普及した。金制封領は、軍軍約というより経済的江邑的で設定され.

これにより.中世話期似来由ほほ土地由みに基づいた経済と並仔して.金銭経済が尭逮してい

たことが明らかになる。後世になって、こ由ような土地と結びつかない封領は、総称して f空

中封liJiJと呼ばれることとなる。J(Fr. Oliv田 .M町、in，Histoi;棺 dudroit francais， d，坦 on戚

n四 ala Revolution， CNRS ed.. 1995. p. 259.) 
40) もっとも，おそらくそれはプランスで生まれたわけではなし、知られている最初の曹庖の

特権は，ベネチアで与えられたというoAlde Manuceに 1495年に，また Rubeusに1497年

に与えられた 10年間の特梅である。

41) ロンドンにおける書庖白同業組合。

42) ロンドン書底同業組合から与えられた上記のライセンスのこと。
1降、'"

43) 有体物所有極と複製の独占梅を短絡させる点は，JIj，度目#卸に対すQ結初伝聞するあD困
草川

った半決(幸いにも後続の判決はそれを踏襲していない)ι 大いに関係がある。半時によれ

ば，物の有体的所有権(民法日4晶)は，その所有者に，その物の外形を複製する独占栂をも

たらすであろうというのである。

44) こ白解決はフランスでも同じである。非合理な慣習を廃止したり改正したりできる白は，

法すなわち王の公文書のみである。

45) これはそれ自体が新機軸だった。なぜなら，いくら文字の上で著作者自身に付与されるこ
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ともありうるとなっていても，完全にマルサス主義すなわち人口制限主義的なステーシsナー

ズコピーライ bのシステムでは，結局，書庖は内輪だけで排他権を与え合うことになったか

らである。

46) フランスでは，革命期自立法者がこの考えをとることとなる。

47) これと極めて近い考え方で，フランスでは，諸特権に関する 1777年の裁決が1 書庖の特権

の存続期聞を 10年未満とした。

48) 開業組合の中で最も活発なカルテル由あだ名であり，この魚が肉食であることになぞらえ

たもの。

49) F. Rideau， La fonnation de la propriete litteraire en France et en Grande Bretagne: une 

convergence oubliee， PU AIx Marsei11es， 2004， p. 175 

50) 書自のコピーライ介はもちろん，所有楢ではなL、。それは純然たる独占権である。しかし1

それを媒体の所有権になぞらえ，そこから生ずる排他性を利用して1 彼らはそれが所有楢であ

ることを一般に信用させ，そこから永続性という有利な性質をまんまと導き出した。

51) F. Rideau， op. cit.， p. 235--255を見よ。

52) 16世紀最初白 10年。

53) 例えば，プランゾワ l世により (1545年).またアン')2世により (1550年).バンタグリ

ュエJレの出版に関しラプレーに与えられた特権。あるいは，同じアンリ 2世により，そのリュ

ート奏者のギヨーム・ドゥ・モルライヱに 1551年に与えられた特権。網羅的ではないが，あ

る論者は，この時代における問機の例を 12ほど挙げている (M.Henrion，αAppointa 1百ude

des privileges de librairie以 Inler-Auteur 1950， n. 99， p. 89)。
54) 1776年9月6目白書簡において，ルイ 16世は，顧問会議白裁決を採択する決心した理由

を述べている。その中で，彼は特にこっ述べる ra.庄四持極11.勝目認め1::0四であり，正

義に五つY尻百で必石J(PO山 llet，Traite theorique et pratique de la tro.ρriete lilteraire et ar 

tistique， 1908， p. 11による引用)。彼は，形式上は，特椴の本質を忘れようとしない(特権と

は「恩恵」であり，王の意向から生じるものである)。しかし.IE義に基づくということは，

得権は正持に広瓦なげればならないということである。こうしてそれは君主の裁量の域を超え

る。己の矛盾はI あるフィク νョンによってしか解消されなかった。それは1 公共の利益の体

現者である限り，王の茸舟は必ず正義と一致するというものである。王は正義にかなうことし

か望んではならないのである。このような巧言は結局，特権が確認的な性質を有することを認

めるのと同じである。

55) 言葉を変えれば. [2つのドミニウム」である。「ドミニウム」由意時がこのように封建的

に2分割されたことによって新しい語集が生じたのは1 なんら蹄くべきことではない。以後白

内容のたいへん異なる 2つのカテゴリーの特権を表すために，ロ マ法学者らは. [プロプリ

エタス (proprietas)Jというより広い概念を作り上げ，この2つの側面を同時にカパ する

ことができるようにした。封傾の 2つの内容への分割が形を成したのは 13世主己であり 1 一方，

「プロプリエタス」という語が明らかに必要となり始めたのもだいたい同じ頃だった。封地

(fief)を宵する宗主 (suzcrain)または貴族 (noble)は，卓越対餌を惇持する。卓越封領は

通常. (理論的に)王に至る貴族位階を有する者の聞で細分化される。実益封解(利用しうる

経済的価値}日みが，平民のものとなり得る。しかしながら，一定の土地を取得することで貴

族白地世を得る場合もあった(例えば，ワインの仲買人だった祖先がモンテーニュの土地を取

得したおかげで，か由有名な著述家は貴族として生まれることになった)。実益封領を享有す

ることは，財産の賃貸借とは全く似ていない。貴族は働いて物から直接に効用を引き出すこと
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ができないので，実益封領を直接享有しでも，領主には何の利益もない。領主白手の内に畠つ

でも，その土地は，領主が貴族の地位を捨てて平民に「身を落とす」のでない限り，不毛のま

まである。従って，卓越封領は，金銭または現物(賦役)により徴税l，正当な視を納付させ

るしくみに他ならない。ここに1 封建的「領土 (domaine)Jが， 2つの排泊的かっ5吉垂蒋党

;J，つ廃合的1;;'得控 (2つの異なる「所有権 (propriete)Jであり，それら自体，分離・分割し

うるもの)に分かれ，異なる 2つの秩序に従うという考えが生ずる041磁燃は封建的所有植

の本質であり，主権の広がりがその中に統合されている。これに対L実益封傾は，ローマ時代

の〆ミニクム(物権のモデル)の残博であるが，卓越封領への従属によって弱体化されている。

2つの封筒の相対的な重要度は，時代に応じて変わっていく。最初の数世紀においては，世聾

相続がまだ完全に確立していなかったせいで， r真由」所有権と Lて重要だったのは卓越封領

だった。 18世紀ともなると，実益封領がむしろ重要になった。 1804年，民法典編纂の際， 544 

4長の所有梅田原型となったのは明らかに実益封領であり，この時に実益封傾は，卓越封鎖の拘

束から最終的に解き放たれた。ここから，譜対捜 (droitabsolu)という考えが生まれる。し

かしこれは，カルポニエ先生が徹宮に論証されたように，ロ マ法のま'A(dOnllilus)におけ

る無限の権力と同様に絶対的だというわけではなしすぐれて語源的に，卓越封傾から「切り

自推された (delie)J(ab-solutus) ものという意味である。卓越封涯の「所有権的」モデルは，

完全に央われてしまったというべきだろうか? そんなことは全くない。それは，暗監のうち

にfliff19初四所青般のモデルとなっている。このような所有権概念の歴史的発展からは，一方で，

民法54H量の鈎般が， .ffi ありうる所有権モデルではないこと(民法学者が時たまやや過撤に

主張するのとは反対に)，他方で，著作者の権利もまた十分に所有権であるが，性質も構造も

定三告に真在).5所有権であることが理解できる。

56) 特にそして第一に，兵疫がこれにあたる。しかし結局，すべての止的賦煤は，君主による

権力の委託に対応する。 12世紀から 18世紀にかけて，この楢限が主の権力事選政策によって

君主から専われるにつれ，様々な君主特権は次第に，その元来の意味を忘れられていく。中央

権力の財政逼迫は専った極限が多〈なるのに比例して著しくなり，そのために，第三身分の双

肩にかかる負担は，だんだんと，彼らにとっては耐えられない重みになっていった。

57) 彼らは奴隷であり，土地に属Lていて土地と共に譲直された。

58) 自白人は身分としては土地保有農民な由で，当然ながら，卓越封筒に組み入れられている。

そこから，租税1 譲渡所得税等々を支払う義務が生ずる。

59) 推測するに，彼はそれを考えてはいた。しかし，こ四時代に，その説を細部まで大っぴら

に展開するのは危険であった。

60) 自然法の力は，この時代には，神の意思を根拠としていた。時と共に，そのようにいう必

然性は薄れていった。 18 世紀には，それはもはや理性と ~J]:物の本質に基づくのみであった。

61) ラ フォンテーヌ白孫娘らの事件と 1777年の裁時。

621 対義語はコミ』ニス出町'n/lltlllt"sJである。これは，他人と分かちあうものという意味で

ある (de凶 mは「共にJ(avec)を意味する)。共育膏伽声明n曲 i'res)のことは，commu-

n副田ともいったa

631 簡潔にして詩的なこの文章は内容も豊かであり，引用に値する。 fλ々 は 銑 共，;mo本膳に

よって互い白4暗中で，それぞれが，E/ら作り出(.，尭明(.，書いたも由の主であることを認

め‘同時に人陪として.神田偉大さとその被造物に対する力を語る，人々は、空と大地iま神町

ものだと重うo 屯ぜなら.それらは神母言葉が作り出したも申だからである，昼も夜も神のも

由である。なぜなら，神は襲日且と主識を作り出したからである。こ由倒が示すように.本田著

154 著作権研究 No.32 (20051 



作者はその完全なる主であり、従って、それを自由に処分できる。すなわち.それを奴裁のよ

うに常に手元に置いても.それを公共の自由に委ねて解放してもよい。そ町場合.何回留保も

なく単純に解放してもよいが.留保をつけてもよい。それは、一種由庇護掘として.他λは一

定期間接でなげればそれを却制してはならないとするものである・それは王の特権許可状に彊

1!I-gOoJ (Mss. F. f. 22071， n. 28， coll. Anisson.Duperon.) 

64) Laboulaye et Guiffrey， Laρropriete litteraire au XVIIleme siecle， Paris 1859， p. 21 et s. 

に収録された文章。

65} Linguet， A柑 lalespolitiqu皿， α'vil田 etlitterair:酷必JXVllleme s後cle，t. 3， PロetS.， Lon.・

dres， 1877に掲載。

66) 創作性概念が. 20世紀になってデポワ (Desbois) と共にやっと出現したと自主張は不正

確である {Aet H.J. Lucas， T:叩 itede la prop出 telitter臥 γeet artist匂ue，Litec， nマ8.pτT 

がそのように説く)。もちろん，創作性の理論を体系的に展開したデボワの功績を否定するつ

もりはないが。作品は人格から生じ，従ってそfJJJifl'F苦泊所青物でなければならないという考

えは. 16世紀以降形成されてきた。マリオンの「領主権」に言及した理由は1 それ以外にな

い。その時代の思考様式からすれば，領主権が労掛から生ずるなどと信じることは，ばかげた

ことであっただろう! ともかく 18世紀.それも大革命前には，この考えは一種の常識とな

っていた。ポーマルνェはその考えを発展させた L.ル シャプリエが「伊忍日λ搭目釘で8

iSJと主張したのは，新しいことを試みたのではなくそ由時代思潮を要約したのだった。人格

主義的な創作性棋I.~が歴史の中で形成されてきたことについては，フィスター (Pfister) 教

授の見事な歴史研究をみよ。L.Pfister， {{L'田 uvre，une forme originale. Naissance d'une defi-

nition juridique， XVIll-XIXe siecle}}， Cahier du Centre l}ゅnnaisd'hisloIre du droit et de la 

ρenseeρolitique， n. 2， 2005， p. 245 et s 

67) この図式は1 今日でも特許やコピーライトにはあてはまる。

68) 特権がない場合には，控らは，原稿の所有権がそれを複製する権利をもたらすと考えがち

であった。この場合，彼らはもはや競争を避けられない。

69) デリクールは地方の出版者に対L.パリの出版者を擁護して論陣を張った。彼は意図的に

府荷について語っており，そうすることで移転の理論を基礎付けている己とがわかる。「とこ

ろで，おる惣由所害者止売買や譲渡を通じてそれを他人に渡す際、新たな罰害者に、皇らが

そ由物について持っていたと同じ指事lを移転する 従って.原稿を取得レーそれを町制する特

権を得た書庄は.永久に、そ自作品の文面の所有者に留まるべきである。書底主だけでな〈そ

母子孫もであり.これは彼らが取得するであろう土地や軍由場合と聞横である，なぜなら、遺

産の取得と原稿由取得と比そ由本質において宿主茸わりがないからであるd

70) なぜなら，著作者が死亡した際，遺族には特権を自ら選んだ曹庖に新たに譲渡し直す栂利

があることが，何度も認められたからである。卓越封領の権利者に認められる権限i乱単に相

続しうるものであるだけでなく，著作者死亡の際に実益封領の所有権移転を承認する権限をも

吉んでいる必要があった。

71) 封建法の慣習通りに1 特権は，それ自体を分解し分割しうる権限であった。例えば，地方

の盤底は，叩刷の耳:FiJしか得ることができなかったようである (M.Henrion， 0，ρ cit.， p. 133)。

ロアネ公 (Ducde Roanez)は. 1667年 1月20日の公正証曹により，その特権の 3分の 1を，

パリの書籍 印刷商であるジョリー・エ ティエリー(Jollyel Thierrys)に譲渡した。しか

し「サン=ベルナールの生涯」について 1647年にデュラン未亡人に与えられた特権の証書に

比以下のよう記事かれている。「このヂュラン未亡人比 rサン=ベルナ ルの生丞Iにつき
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有する特権申半分をアントワーヌ・ヴィトレに譲渡し.被は所定時期「品それを享有するd ヒ
ころで，こ白場合，譲畳人は本の表紙に普いであるドゥゼリエ (Dezaillier)脅庄ではなかっ

たことになる。

72) この文章はたいへん注目すべきものであり，引用に値する。というのも，それは，この立

法の発端となった全ての要素を上手に説明しているからである。 f王ぽ，ぞの厨品7盈譜 (con.

seiJ)において.バリと地方白書く白書信から‘特権自存続期間と作品目訴有権に関する意亘

書について説明を受けた。王は、書底由特揺は正義に基づく恩寵でおることを認め，著作者に

はそ由労働に報いることを呂的として‘書庖にはその先任投曹とそ由費用を毘収するためにー

与えられることを認めた。 2つの特権を規定する己申ような目的田遭いは、そ由識調にも必然

的に違いをもたらす。すはわち，著作者はより広い愚寵を得てより安定した権利を得ること疑

いなし書底は，恩寵がその先行投資の額や営業上自重要度に見合ったも由に限られでも文骨

は言えない。しかしながら、作品由完全性を保つためには、著作者の生存中は，取り扱い中白

書庖に特績を享受させる必要がある。しかしもそれより長期間由特権を与えることは、恩寵申

享受を権利として由所有権にすり変え、車癒を，そのもともと申内容に反して永久化させる ζ

とになろう。これは唱書唐由みが常に書籍由錨路を支配できるようにすることで，独占を神聖

化することになろう。ひいては.これは設局と海賊版田逗床となり、地口哲白書庖が適法に出版

する手段を奪うことになろう4
守電l) r著作者にとっては、それは労働由対極であるも書庖にとっては、それは先行投資自保証で

ある。しかし，この理由由連いは当然に，特権由重要度の違いを定めることとなる。書底がそ

由曹用に見合った#益と適正江制溜を慢るとすれば.著作者はそれより上位に立たなければな

6訂い。J当時の語法に従い，王は「創作」と「労働」を区別していない。しかしながら， r著
作者の労働」を特記しつつ，そ白背後に彼が見ていたものは，明らかに，著作者由労苦のλ括

的鹿住的側面であり，嘗庖の貢献と何ら変わるところのない計畳可能な貢献ではなかった。

イギリス 17叩年法にみられる投資一色の原則とは反対に，王は著作者の寄与と書唐の寄与と

を本演に基づいて区別L，毛田龍曹h それらを序列付けている。一方也その創作的労働Eよ勺.

他方はその盈銭的授賞iこより。特栂に値する。これは著作者の権利の基礎そのものである。

74) 大革命により，フランスの政治田法システムに最終的に自由主義が導入されると，判伊'1，

次いで立法者は， ~持品所背控について二重由理論を発展させることとなる。すなわち，創作は

当然に知的所有糧をもたらす。反対に，按資一一労働によるもの.より当然ながら金銭による

ものーーは，独占をもたらすことができないし，もたらすべきでもない。さもなくば，自由主

義の基礎そのものが踏みにじられてしまう。実際，もし労働や投資カt独占をもたらすとしたら，

あらゆる労働者や綬資重はそれを与えられなければならないが. このことは共和主義的平等の

原則に反するおそれがある。どのような解決がなされたかは簡単にわかるであろう"'0 たいへ

ん賢明なことに， 19世紀四初めには，労働と投資の成果は，不法行為法(不公正競争 (concur.

rence deloyalc)，そして後には寄生行為 (parasitisme)に対する訴訟)によってのみ保護さ

れることとされた。しかしその直後， 19世紀の終わりにかけて，労五官-'e;at' k 11(，貨を資本に

組み入れたいという要諦が表面化した。こうして.労働を通じた投資に対する無体申 f所有

趨リという考え，すなわち営業信 (fondsde commerce)が出現した。営業権に対する所有権

は，知的所有橘とは全く異なる。顧客 (clientele)は，経済的価値をもたらす重要な要素であ

るが，不法行為訴訟によってしか保護されない。顧客撞得行為における過央には制裁があるが唱

撞得行為それ自体は制裁を畳けない(独占がある場合とは反対に)。顧客県めの目印をまとめ

た「包括財産J(unive四 alite)は，所有権の調融自E的であるが，ここでいう所有権のモデ
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ルは，もちろん民法544詣である。この所有権は，その害昨日佐賀により無体であるにすぎず，

その構造やそ叩所属性の内容においては，それは有体物自所有権と変わらない。これは， r権
利の所有権J(propriete.titu!alite)であり p 指'/JJf(tilres)ゃltI街 (Cnfa!ICCSJ由所有権と似

通っている。ある著作物利用者(営業楢の所有者)が知的所有権の譲畳人となった場合，彼は

その顧客を，創作者のために確保された公衆の中から見出し，他由利用者との競争にさらされ

ることはなくなる(ただ L，必ずしも公衆の全てをまんまと彼の顧客にしてしまえるとは限ら

ない)。この Z通りの所有権の区別は，知的所有権の譲渡がもっ魅力を保つためにも，企業家

聞の競争を確保するためにも，必要不可欠なことである。しかし不幸なことに，アングロ・サ

クソン法の影響目下で， EU法はこうした法律構成を完全に排除L，投資家の独占を増大させ

る傾向にある。自由主義モデルを発展させるという掛け声の下で I.・ 0

1出 宅草も集「全て田富底と知樹業者払ある作品に腐する特権白期碩が切れ、かっその割作者

副主E亡した控は.その出版の許諾を得ることができる，そのような許諾がすでにーまたは複数

由者に与えられた場合でも，他の者が同じ許諾を得ることは妨げない。j

76) 全ては，特権が与えられた地理的範圏次第である。また，権力が官自どうしを限定された

競争にさらすために定めた特権許可状の冒頭宣言も，考慮された。

77) これが，すでにみた区別と序列付けの具体的な適用である。

78) 創作吉田排除は，現代の立法において，常に権利を投資家に原始的に帰属させることによ

っておこなわれる。 7点、}力法氏おける職務上田著作 (wor.先1Jlode/or I;lm)，ヲラ γス訟に

おける集合著作物，そして， EU法におけるかの偽善的な製作者の経済的楢利の再構成がそう

である。これらを比較すると，この帯、に関するJレイ 16世の先見の明は，敬意に値する。

79) これは， 1750年以降，同業組合主義に対する反感が増大したことの lつの現われである。

回) ~昆 5 条 f全ての著作者は‘そ由名において自らの作品の特権を取得した場合には，それを

自ら販売する極利を有する。ただcいかなる事情があっても z 他国書籍由販売・譲渡はLて

はならない企また，著作者とそ由相続人は，それを書底に譲渡しない限り、永続する特権を享

畳する，譲渡がおこ担われた窃告には、その事実のみによ lj，特権の存続期間ほ著作者自生存

中に限定されるd

81) こうして，著作首の恋を基準に著作掘の消滅時期を計算する考え方が現われ，それは後に

文学的美術的所有権にも引き継がれることとなる。 10年という期聞は， l793年法により11m
植について適用された。これにより 7ンシャン・レジームの末期において。当時の王の立法

者らが，特権の影響を全て排除できずにいながらも，次第に重要となってきていた著作物とそ

の創作者の紳を，法に導入したことがわかる。しかし消滅時期の算出は，実際には，持Z吉田著

作物利用者に最終的に譲渡された独占巳執してなされ七。演説深いこと tこも これは， 7メ可カ

がべJレヌ条約に加盟した際に採用したやり方と全く同じである。利用者の独占は， もはや出版

からではなし著I'F膏四万から，その存続期聞を計算されることとなった。これを受けて，

A ディーツ (Oietz)は，この γステムにおける創作者の主要な役割は，利用者が独占を享受

する期間を確定するために死ぬことだと，元談抜きで言ったものである。

82) 今日しばしばみられる勝手な用語法の危険は，ここにひそんでいる。それは，著作者の

「利用の独占楢」という言い方である。この表現と制約のない純枠な譲渡とが組み合わさると，

我々は1 大革命で完全に廃止されたはずの法律構成白書渡可能な所有権の対象となる純粋な独

占}を観念してしまうのである。

83) 前述段落番号 28，および桂述段落番号 47 聖P1~o

84) フランスは置に百万リープルを超える金貨を支出した。
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85) コネティカット州法とジョージア州法の前文は，自然法を婁照している (T.Solberg，Copy. 

right enactment 1783-)抑止 Washington，Government printing， 1900. p. 9 et 25)。自然詰へ

の言及は，ニュージャージー州法とニューヨーク州法にもみられる。

86) 自然法を直接幸四してはいないが，人に帰属するも自のうちその根拠が最も確かなのは恩

考の成果であるという考えが1 マサチュ セッツ，ニューハンプシヤヘロードアイランドの

各州法にみられる (F.C阻 wford，<<Pre-constitutional copyrighb>，]. Copr. S，町弘 1975，vol 

23. p. 11-37)。
87) 前述段道番号白書照。

88) これはおおむね，国の歴史が浅く，彼らが今でいうロビーイングをできるほどに組織化さ

れた団体を成していなかったためであるといってよい。

也前 色深草宮潜l注由条文I;tJ以下町通ちである。「連邦議会は次由権限を有する。 H 著作者および畢

明書に‘一定期隠それぞれ由著作および発現に対L独占的権利を保障することによって，学犠

および技芸由進歩を促進すること。j こ (J)~ とか弘、 7:/ ゲロ・サ夕、Jγtベキ 'J スヒ?浜、}

カ)由システムでは，コど ライふとノザデン介・ cーは周列に扱われ，プランスのシステムで

は対Eされることがわかる。著作者の権利を「縮小する」遠回りな方法四 Iつは，それを特許

権に「近付ける」己とである。

90) アン女王法が採択されたのは1 ロンドンの書庖同業組合が自らの利益のみを求めてもたら

した書籍の欠乏に，決着をつけるためであった。

91) スタチュー升グー コピークイ介は，自然法とは関係のない，投資家がその出資金を回収

できるようにするための短期間の法的恩恵である。それは所有権とは程遠しむしろ1 コモン

u-・コピーライ介を通じてロンドンの書屈に認められていた「所有権」を，破壊するために

認められた。

92) アン女王法は明らかに，公共四MJIJ!:と知設の昔E とし、う考えに基づ九、ていた。それは一方

で学問の奨励であり(学問奨励法).一方で，実用暫執筆の奨励であった(学者が実用的な書

籍を著すことを奨励する法)。重点は明らかに実用に置かれており，とれは解放された植民地

の関心に沿うものであった。そういった土地が1 文化的野心を抱くことは全くない。文学など

というものはロンドンにあり，そこで出版されればよろしいというわけである。議論の根拠と

なった要求はたいへん粗野なものであった。保護を求めてきたのは主に，英語教科書や讃長歌

集，地図などの出版者であった・"

93) イギリスでは，披らはアン女王法l己反対 L. これのせいで著作者にはもう十分な支払いが

できなくなり，公衆は知的産物を奪われてしまうだろうと主張した(今日でも，映画メジャー

は同栂の論法を用いて，すでに十分な利益を上げているにもかかわらずコどーライ升を強化し，

技術的保護手段を使って公衆から定期的にお金を巻き上げようとたくらんでいる)。フランス

では，パリの書庖が公衆の利益田名において支持した著作者の権利に，地方の昔庖が反対L.

彼らが出した海賊版が文化を普及させた 。そして近年は，インタ ネット産業が同じような

理回をこねている。彼らは破廉恥にも.r永ット上におけるプランス文化の存在感を高めるた

めに」は1 創作者と実演京の排他権を廃止しなければならないなどと主張している! あたか

も，著作者の権利が文化普及のハンディキャップであるかのように 。まるで彼らが文化への

壷慮によって行動しているかのように 。

94) R. L. Patterson， Co.ρ，yn'ght in hisωn叩 lρerstective，Vanderbilt Univcrsity Press. 1968. 
p. 19B. 

95) 33 US (8 Peters) 591 (1834)提起された問題は， ドナルドソン対ぺケット事件にj)L似
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て，自然自所有纏 tここでは著作者の)と詩的なコピーヲイト由間の対立であった。最高裁は.

著作者由自然な所有権を排除した。結論の当否に関する議論とは別に，問題の「創作」が判決

の重要部分を収録した選集であったことに注目しなければならない。従って.r創作行為」は1

編集行為にすぎなかったのである 。もしこれが詩や小説に関する事案だったら，最高裁はき

っと，自然権により好意的であったに違いない 。

前】 -ElW草i執のことであるが、こ白執示1私立注者が自然法上白所有権を承認したのではなく

て趨再Vをflff.認U::際1 彼らは憲法制定当時の議論と憲法の文言を尊重したのかどっかという聞

いに，全く答えていない 。こうした法解明には，アメリカにおいでさえ，批判がたいへん強

力""':) t:.o 

97) Goldstein， Copyn'ght. tome 1. 805tOO. Little Brown and Company， 1993， ~ 1.1. p. 5 et 5 

98) 後述段落番号 65以下1 および注 117) と118)参照。

99) 連邦最高裁判所は，コピーライトは創作者としての著作者に与えられるべきな白だから雄

i;if_土四著1'Fは必然的にその例外となるという判断を下したついでに，置法条項に気付いてはい

た。しかし，そうする権限があるに七かかわらず，迎邦著作栂法を違曹とすることはなかった。

CCNV対 Reid事件 (CCNVv. Reid. S. Ct 2166， 2172 (1989)) において，最高裁はまさに，

以下のように執示Lた。 f原間として，著作者とは著作物を実際に創作する当事者をいう。す

なわち. 1つ白アイデアを唱知覚可能でコピーライト由樟持lに値するように盛定された Iつ由

表現へと，変掃す石曹をいうoJ連邦著作権法 201""に投資者は著作者とみなされるとの規定

があり. 1976年のコピーライ卜・アクトでTL範囲が縮まったものの.r例外Jは，契約の下

に実現される創作セクターのほとんど全てを，つまり，統計的にいえば大多数の創作を，カパ

ーすることになる。貴族たちがたわむれに自制令 L.利用契約などほんのついでに結んでいた時

代は，過吉去ったのだから。

100) 新たな法が制定されるたびに，創作者と公衆由利益は桂退していく。そういった法は，削

作者と公衆の利益を前面に出しているにもかかわらず。最近では. DMCAがたいへん特徴的

である。

101) 彼はオランダとイギリスに滞在し， 1754年には，通商に関するチャイルド (Child)の著

作を l冊翻訳した。

102) 聖蛾者でも貴族でもない社会払咽のこと。

103) 国民三部会は王の下に 3つの身分，すなわち聖職者，貴族，第三身分の代表が結集するも

のであった。むしそれぞれの身分が同等の決定力を有していたならば. 2つの特権集団(貴族

と教会)が投票において，数的に恒位を占めるであろうことは簡単にわかる。しかし，金銭的

拠出を得るために第三身分におもねる必要があったため，その代表者は2倍いるも白とするこ

と1 あるいは. 1人が 2票をもつものとすることが提案された。こっして，数的均衡が取り戻

された。王は意見対立に直面した。特極集団の圧力により，王はそれに譲歩して結局伝統的な

規律へと戻ることを週ぷが，このことは，ご存じどおりの反発を引き起こすこととなる 。

104) それは 1789年 12月まで授与され続けた。

105) ここに 切の矛盾はない。足苦手は投資者および労働者聞に@;吋に存在しなければならない

状態であり，一方で所有位は，創作に関する息軒針金である。

106) この表現において， fdomaineJは「ドミニウムJ. すなわちローマ法的所有権〔主λの

権力)のフランス語化された形である。

四百 「我々の演劇をすばらしいも自にする田は.磁争であり.自由である。一方. もし演劇に

特権がおり、著作者申想樫力が特権を得た者ら申専横に線することとなれば，我々自この娯楽
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が.揖大江匡語量的涜認を作り出す希望は、永遠に失われてしまうであろう。j

108) ただし，著作物は人格の鏡であることを力説Lて，ル・シャプリエはその定義をほのめか

した。その正確な要件は，判例において形作られることとなる 。

109) この立法政策は， 1957年法の制定まで，決して否定されることはなかった。 1902年3月

11日法は1 著作物はその美的価値や使用目的(純枠美術か，装飾莞術か，あるいは工業美術

か)にかかわらず保護されるべきであるという原則を確立した。これは1 美術の単一性

Cunite de !'art)理論を明文化したものである。 1910年4月9日法は，無体の著作物とその物

理的媒体と白区別を明文化した。これにより，物理的な意味で作品を譲渡しても，明文の条項

がない限り 1 著作者はその複製極を譲渡していないこととなった。 1920年5月四日法は，造

形芸術の著作者のために，追及植を創設した。最後に. 1929年 5月 29日法は，偽造の刑事訴

訟と著作物の寄託とを，最終的に切り離した。

110) ピゴ・ドゥ サント=クロワが 1775年に出版c.桂に大反響を呼ぶことになる回想録も，

そのことを芦を大にして伝えている。

111) 捷述段落番号49参照。

112) 残念ながら，現行法はこの法的な支離滅裂さと，再び結びついてしまった。著作者と実績

京に和的冴苦般がある一方で， 1985年の立法者は集合著作物の出版者に独占を創設c.レコ
蕊V凶υ

ード製作者，ラジオ局ω そしてソフトウ孟ア制作企業にも経済的独占を創設した…。これらの

独占は，所有梅田屋上に屋を重ね，所有権に寄生c.所有権をまんまと手に入れ，所有権秩序

を破壊している。法はロピイストの思い通りに作られるべきものではなL、
113) 複数の著名な著述家が，アンゾヤン・レジーム下で同機白ことを言っているので，それと

仕草i~L てみよう。「もし神聖で、明白で、異論の余地自ない所有権というも白があるとすれば、

それは疑いなく，著作者のその作品に対する所有権である g 著作者は作品目創作者であり‘

作品は著作者由才能から生まれた子供な由である。従って，著作者はそれについて、人が還常

白方法で撞得する財産に請して持つよりも書くの継承lを持ち、作品がもたらす収益も‘それが

もたらす栄嘗や成功と碍ビく排他的に‘著作者に帰属するJ(コシュ (COChl叫が口明金早町議

決に対して発した請願書。 Laboulayeet Guiffrey， La pro，ρriete litteraire et a仙沼tiqueau 

XVllIeme siecle， 1859， p. 159 et sに引用)。ランゲも同じようなことを言っている。彼はそ

れに加えて，人格主義を強調することさえしている。「確かに‘ もL神童で異論自余地由ない

所有権があるとすれば‘それは著作者自作品に対する所有権である。それは他の財産とは異な

り、交換tこよって得られるわけでは江しその占有が.様々な子議を要して‘時に疑わしかっ

たりあまつさえ無効と Sれたりすoようなことはな Lリ (Linguet，Annal，四politiqu且 αvil曲

ct litteraires du XVllleme s総cle，t. 3， p. 12 ct 5.， Lon世田， 1877所収)。

114) W orms， Elude sur la propriete litteraire. 1878， tome 2， p. 332に号|用。この例そのものが，

この時代の人の思考が，ロックの労働理論よりもむしろ人格主義によって培われていることを

示している。木の所有権を基礎付けるのは，当然ながら，それを得るのに必要な労働である。

ところで1 者自 今ならIIdi1l，ち<>"ンセプ許と呼ばれるであろうもの は，労紛の産物で

はない。人は晶宮'J.j-5 :::Jンをプ介を一切作り出すことなしいくらでも働げる。逆に，人は働

かずして晶君'<6-5 :::Jンセプ川こ満ちあふれることもありうる。それは，着想がわいてくるのと

問機に，精神のうちに宿るのである。

115) r有用な発明」に関する 1791年 1月7自のデクレは，以下のように定める。日耳民沼会品

新たな着盟であってそ田表明と援腐が社会にとって有用となりうるものは全て、それを着想し

た者に排他的E帰属すること.および産業的発見に発明者の所有権を認めなければ、入植をそ
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四本質にお"てff!!i亨T1!ζ止に盤。ゴいうまでもないが，この時代には，特許は発明に対す

る碧明吉田所有婦をliEす1!免許状であった。それがJ晋初目的府λに与えられる権原となるのは，

下って 1844年四ことである。

116) 人格は著作物には反陳されるが，発明には反現されない(人格が技術的創作を発生古せる

上で重要な役割をもたないというつもりはないが)。あらゆる創作行為に共通して，創作の動

機にはλ搭自主宮跡が現われているといえるが，作品中にそれが現われているといえるのは著作

行為の場合のみである。

117) 1957年法においては，著作者の所有権は譲渡不能とされている。特許やコピーライ介に

みられるような「利用権の一括譲渡」は，採用されていない。こ白所有権から権利者は，伝達

手段，頒布地域，期間等々によって明確に区別された撤々な利用形態に関する，それ自体非排

他的な諸権利を獲得する 。この許諾極は，利用によ1!1/X，益ヘ由比IfIJ，前倒与と5Ji!i焼，;i.に，著

作物利用者に譲渡される。この関与は，著作者の抑益杭利用による収益に対して占める割合

に対応している。この権利は，保護期聞が過ぎれば消滅する。利用者の排他性は，特別の附帯

条項があるときに生ずるにすぎず，排他楢は著作者の受け取る著作権使用料には反映されない。

比例報酬はこのシステム自主住の lつであり，それは，所有権の譲渡により合法となった著作

物利用がもたらす果実の分け前を，創作者のところへ還元する。もし創作者の所寄控が定額で

一括譲渡されうるならば，特栂の構図が再び生じてしまうことであろう。比例報酬が計算でき

ないときは定額払によらざるを得ないが，どちらにしても，著作者は権利を許諾したことによ

って報酬を受けるのであり，独占を売り渡したことによってではない。このような法律構成は，

もちろん， レヨードや映画の製作者，そして出版者のロピイス卜からは嫌われている。彼らは，

コピーライ介においていまだに存続する特権のシステムへと，接待構成を戻したがっているの

である。

118) 収益に比例する報酬は，演劇の世界で生まれた。この業界における当初の慣例は一括払い

報酬だったが，それは単に，脚本原稿の売買と著作権使用料白支払が混同されていたからであ

った。しかし， 1653年 (Marie-ClaudeDock， Etudes sur le droit d'aute肌 1963，p. 101)ま

たは 16閏年(J.Bonnassies，les aut.四四 dramatiqueset la Comedie Francaise aux XVlI""l< et 

XVIlleme siecle， Paris， 1874， p. 4)以降，ftlfll方式の報酬が登場l.その櫨叩年四間に，慣

例上一括払いに取勺て代わった (8.Chappuzeau， Le thealre fran伺is，Lyon， 1674. p.86)。売

上からまず営業費用(ろうそく代，従業員の給与など)が引かれ，その残金札一定のパ セ

ンテージや割合に従って分配された。初期の慣例では，著作者が9分の lを受け取勺ていた。

しかしシャピュゾ (Chappuzeau)は，もう少し後埠の歩字として，著作者に 2. 劇団に 14

という配分を挙げている。従って著作者は，収益の7分の lを畳け取っていたことになる。こ

のルールはコメディー・フランセ ズの諸規約に取り入れられ，次第に洗棟されていった。

1757年には，著作者の取り分は5帯ものの脚本については9分の1.3幕ものでは 12分の1.

1幕ものでは 18分の lであった。報酬が収益に比例していたため， 1757年の規約では，最良

のタイミングで上演する約束を取り付けられるよう，著作者には上演を隈留する権限があった。
XIX! 

興行の成否を左右する「新作J(nouveaute)期間の決まり方に照らせば，この権隈はたいへ

ん有用であった。なぜなら.r新作」期聞が終わると，脚本は「規約どおりJの扱いを呈けた，

すなわち，劇団のものとなったからである l

119) 均荷ある自由を推進しようとするこの理論と，今日由自由主義，その実は歯止めなき資本

主義にすぎないものとを，混同してはならない。著作者の権利は，革命期の自由主義の果実で

ある。アメリカ町3 どーライ作は，その最近の展開においては，歯止め&古資本主義四IY'EJIE
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主詩的果実となっている。それは，正義と文化の手段ではなく，巨大映画メジャーや，マイク

ロソフ作のような大企揖の，独占的企業活動の道具と化している"。

120) 全部で5つの法文が作られたo1866平 7ft148法は1 著作者の生存配偶者に著作権債用

料への用益楢を与え，保護期間を著作者の死後 50年に延長した。 1902年 3ft11 8法i丸 著

作物はその美的価値や使用目的(純粋美術か，装飾美術か，あるいは工業美術か)にかかわら

ず保護されるべきであるという原則を確立した。これは，美術の単一性 (unitede l'art)理

論を明文化したものである。 1910卒 4ft9日法は，無体の著作物とその物理的媒体との区別

を明文化した。 1920平 5ft20日法は，造形芸術の著作者白ために追及権を創設した。最桂に

1929平5ft却 B法は，偽造の刑事訴訟と著作物の寄託とを，最終的に切り離した。寄託制度

の遵守は以控，違笹罪刑 (peinede po!ice)によって確保されることとなる。

121) M. Henrion，αAppoint a J'etude des privileges de librairie以 lnler-Auteur1950， n. 99， 

p.127に引用。

122) M-C. Dock， op. cit.; Olagnieにledroit d加lteu久 Paris，1934を見よ。

123) 映画の上映によるプライパシー侵害を防ぐためにそのコどーライ介を買い取ったり，人目

肖慢を商標として畳録するなど。

124) このことは法的には 1910年にやっと認められるが，暗黙裡には 1791年からすでに認めら

れていた。ところでこの時代，上演権はどんな煤体を対象としえたのだろうか?俳慣たちの肉

体ワ

125) 著作昔人格槌が「財産的権事ljしか定めていないj君主主tこ主主づいて生まれ為た己と民、..<

人も時々いる。しかし， 1791-93年の条文は，決してそのような趣旨ではない。それらは，

科婦の排他性を定義するlこと Eま勺ていた。それらは、その裡盟毛主!(j:金銭的利益を守るために町

み用いられると明言していたわけではなし、。そのため，著作者がこのコントロールの権限を，

非'1Ifi!!!o1価値を守るために行使することは一切妨げられない。二元論が確立された今日の目で

テクス卜を趨足的に読むから，上記のような表面的でおめでたい考えが生じる田である。

126) Vauno施。 αLedroit moral， son evolution en Francc>:入Dκ d'auteur1952， p. 65に引用。

127) Bordeaux， 24 aoo.t 1863: S. 1864， 2， p. 194 

128) Paris， 11 janvier 1828， Re.ρ Meth. Dalloz， 1857， t. 38. prop. litt. et art. n. 319， p. 492 

129) Lyon， 17 juill. 1845: DP 1845. 2. p. 128著名な説教師のラコルデールは，口頭でのみお

こなった説教が， 1人の聴衆がそれをノートにとったことをきっかけに，印刷されて出回って

いるのを知って闘いた。この半決は，公表権を承認すると共に，口頭白著作物を革認している。

すなわち，それが媒体とは独立して存在することを，暗黙白うちに公理としている。

130) Paris 4 juill. 1865， DP 1865， 2， 201 

131) Cass. civ. 14 mars 1900・DP1900， 1， p. 497. rapp. Rau， concl. Desjardin et note 

Planiol; S. 1900. 1， p. 489. 

132) 著作者人格栴の構築には1 著名な学者たちが関与している。モリオ (Morillot)，)レヌア

ール (Rounouard)，パルドゥスュ (Pardessus)などー 。

133) 著作権法の偉大な注釈者であるデポワは，この重要な側面を見逃さなかった。 rw，伊吉四

諸椴1#.はあらゆる立法的世入に生守するρ 接はそれらを磁器L，正しいも由と認めるが.それ

らを創設するものではないむなぜなら.それらは知的創作という行為そのものから生じるから

であ占。JH.Desbois.αLe projet de loi francais dans "evoJution du Droit d'auteurゅ。 confe-

rence faite a 1a Faculte de Droit de l'Universite libre de Bruxelles， les 14 et 15 janvier 

1957， A脱出 laFaculte de de droit血 Bruxell田彼はこの考えを.公常識の訟について Dal.
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10'誌上でなした注釈においても，繰り返し主張している。「フラ '-'A目立成育11.時宜にか

なうかを心配しつつ.作家や芸'IJi家に特権を付与するために介入したのではなしただ.fl1f乍

という事実由みによって生じる諸権利を正しいも申と認め、万ーの場合には.著作物を用いる

苦 (tlsa，酔 r)全員由利益田ためにそ由行使を規制したり限定したりするために介入した。その

ため、これら諾権利を享有するために唱一切白方式は要求されていない自である。J(<<La loi 

du 11 mars 1957 sur la propriete Iitteraire et artistique))， D. 1957， Chr. p. 166.)誼はその主

張を，国会の立法作業によって根拠付けている。 fプランスにおいては.If!J;t 1"-班'[iIJ(コピー

ライト}にみられるようなz 作品を法的に誕生させるための方式は‘一切存在しない。著作物

は.それが替かれたといっ耳穣由みによって存在する。こ田観的通ら比フランス由在若葉は.

アメリカ大陸自棺当数四匿の伝統よりも，手続的ではないといえる。Jω。c阿 rlem..Ass. 

nat.. annexe乱部12a la s血沼田 du7 juin 1954.) 

134) まさにこ白内的形式が， ゾフトウェアのソ スヨードには欠けている 。

135) 最もありがちで最も品のないことは，公衆が消費者のみによって構成されているかのよう

に演出することである。これは，アメリカの3 ピーライ Fとヨーロッパ委員会にこでは合靖

国の一機関として振る舞うにすぎない)による演出でちる。

136) この鰻リ吋tのために.rレコ ド」はアメリカ法においては著作物の部類に入っている。

それは，その外形によって他と区別される物体であり，音を抽出して他の素材へと移転するこ

とにより，複製が可能である。外形は，まさに有体の物としての品質の 1つにすぎない。この

也質決定i丸あらゆる点で，著作者の権利においては不可能である。レコードが鑑賞者に向け

て著作物を伝えるとき，それは耕民合でしかありえない。そして，それが著作物といえない以上，

それは有体物，すなわち物権の対象でしかなく，独占の対象とはなりえない。

137) 例えば演劇L入場料を支払うことにより，公衆は興行主他者と契約c.そ司消費者として

の役割を果たす。それによって，彼は座席を得て，鑑賞者の役割を全うすることができる。

138) 例えば出版の場合にみられるような，契約の迎鎖。消費者は，出版者と直接契約するわけ

ではない。彼は書居と契約する。しかし出版者と書官の聞には， 速の媒介者があり，両者

白間を結んでいる。

139) この関係は，公表栂を通じて，一定の法的性質を帯びる。そのことについては桂述する。

140) 完全に普遍的なものは捷J且者の興味を惹かない(例えば法俸の条文)。完全に個人的なも

のも同様である。なぜなら，鑑賞者が自己を投影したり，同一化したりできないからである。

あまりに大きな文化的事離にも，その種の問題がある。 4分音の旋法音階によるタクシム (taq.

sim)は，アラブの聴衆を悦惚とさせるが，西洋の聴衆を当惑させる。出発点となる文化的コ

ード(音階}があまりに遭いすぎて，楽曲が吐露する個人的なものへと達することができない

のである。著作物は普遍的なも白と個人的なものとの間にある。

141) 消費者に提供される選択肢の多様性。事占化した著作物利用者がコントロールしたがる状

況。

142) 同一製品を提供する著作物利用者が複数いること。独占企業が避けたがる状況。

143) 著作物利用者がこの 2つ由形白競争を制すると，彼は最大利益額を好きなように調節でき

るようになる。大置に頒布すると，確かに収益田機会は多くなるが，経済的価値目重要な櫛成

要素である量的希少性を損なう。ごく1>置のみ供給すれば，価格の相場を上げることはできる

が，利益を上げる機会は限られてしまう。利用者の視界には追求すべき最適の均衡があり，そ

れは常に消費者の利益と衝突する。

144) 前述の注 117)をみよ。
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145) 創作者は実際1 著作物利用者なしでは公衆に著作物を届けることはできない。そして，利

用者は，古川乍者なしでは公衆に提供するものを有しない。

146) 著作物利用者l乱そのためにあらゆる手段を尽く l，努力を惜しまはい。交渉の過程にお

いてそうするだけでなく，さらに有効なやり方として，著作者が収益書加のための交渉をする

ことを妨げるような法規定を設けることもある(法定許諾制底譲渡の推定，黙示の譲瞳，

等々...)。

147) 著作物利用者が鑑賞者を兼ねることもあるではないかと，反論されるかもしれ低い。確か

にそういうこともあるだろう l，一言でいえば，それは望ましいことでさえある l しかし，

その職業からすれば，利用者が鑑賞者として著作物白真価を認めるのは，事，;銀賞者の"Oii1e
5È1/){~ T~.背求(J; õ い l;t必要位j 白ためでJ;~。なぜなら，公衆の鑑賞者としての側面拭

消費者としての行動を，ひいては著作物からもたらされる利益を決定するからである。彼の利

用者としての選択と鑑賞者としての週択が対立するときは，彼は常に前者を慢先させるであろ

う。例えば，もし個人的にはある著作物が本当に好きでも，それは公衆に受け入れられまいと

考えたならば，利用者はそれを頒布しないであろう。もし逆に，その著作物がつまらないと思

っても，それが多額のお金をもたらすことが見込まれれば，彼はそれを頒布するであろう。要

するに，著作物をめぐる法体系において鑑賞者に与えられた位置付け杭利用者にとって，鑑

賞者の動向を考慮する lつの誘因とあっていることを忘れてはならない。換言すれば，人は自

らにふさわしい利用者をもつのである! もし上述の法体系が鑑賞者にもはや何の位置付けを

も与えなくなれば，利用者が鑑賞者の行動を先取りする誘因は消え去る。彼を導く論理はもは

や経済的なもののみとなるが，それはこの上なく邪悪なことである。「著作物を製造する」こ

とを越えてさらに，世誌を低抗な〈君主ちさほえ ためL 消費者の需要を「でっち上げるJ乙と

さえもがおこはわれる。と己ろで，著作物はそ白佐賀土， 5菅原貯な「釘8ではない。発明や実用

的製品と異なり，それには「機能Jがない。この「機能」は，市場を征服するために最低限田

技術革新を要l，また，ともかくも消費者に選択白客観的根拠を与える。広告をうまく使うこ

とで，革新的でもなく(モデルもノウハウも旧態依然のままで)，創作的でもないが(一切白

人格的価値を伴わず)， しかしながら商業的には採算の合う「作品J(r労働の果実」という最

も基礎的な意味の)を，難なく大量に製造することができる。それらが市民大衆に与える社会

的効果は，恐るべきものである。それらは，公衆の精神そ豊かにするどころか，それを麻簿さ

せるs それらは‘誼曹主謹的かっ政治的な目的に利用される思考や行動の図式も草取り返し在

ぎ込む。純枠に経済的なものに由来するこの度文化的I，iob日は，市民を飽絡 l，民主主義を

撮る。とりわけ，それが真っ先に狙っている青少年を通じて。

148) この干拡主は，アメリカ流コピーライ升が著作物利用者由利益との平荷のためにしばしば持

ち出す消費者自利益とは，何の関係もない。消費者由利益は，確かにmflf，的押益ではあるが，

Z合併四4町五とは一致しなし、。それは鑑賞者の平IJ益と無縁であるだけでなく(これだけでも大き

な欠落であるが)，創作者自利益を無視ないし敵視する(消費者の利益は経済的な利益にすさ

ないからである)。それはロピイス卜の利益である。さらにいえば，その背後には，著作者自

諸権利の削晴を望む利用者の利益が隠れているのである。おそらく消費者の利益は利用者の利

益と対置されるのだろうが，そこで生じるとされている「パランス」は怪しいものである。消

費者は勝負に予め敗れている。利用者がその戦略を支える資金と1 その主張を通す発言力とを

持つのに対l，消費者団体は同等の資金力も発言力も持たなし、。こうした団体は細かく分断さ

れており，消費者の明確で鮮明な意思を導き出すことはほとんど不可能である。ロビーが一斉

に交わされるとき，成果をさらっていくのは常に利用者である。

164 著作権研究 No.32 (2005) 



149) 前述段落番号 38および注 148)参照。この困難は，フランスにおける待井権，そしてア

メリカにおけるコピークイ介に共通する。議会は，産業ロビーの代弁者となり果てたのではけ

れば，公衆の代弁者を務めなければならない。

150) G. Cornu. Droit civU lntroduction. les tersonnes， les biens， Montchrestien， 1988. n. 478 

et 5をみよ。

151) 消費者としてではなく 1

152) 一方に創作の自由があり，他方に創作されたもむを享受する自由がある。この 2つめの自

由l孟，コとーライ許の進展によって明らかに脅かされている。コピーライ介は鑑賞者を輯視す

るから，この自由をも無視する白である。

153) 桂述段落番号制以下審開。

154) 18世紀以来，著作物利用者は閉じ戦略を使い続けている。桂らは，創作者の利益が公衆

の利益と対立するかのようにいい(現在なら，著作財産権の限界ー一一私的複製や家族の範囲に

おける利用ーーに異論を唱えたり 1 教育目的での例外を拒否したりする).さらに，公衆の利

益が創作者のそれと対立するかのようにいう(公表権に対する異論，著作物へのアクセスと情

報へのアクセスの混同)。このようなやり口は，もちろん，受け入れがたいものである。創作

者と鑑賞者を対立させようとして引き合いに出される利益は.lliJfft'J.利正重である。しかしなが

ら，一方で，経済的3訴IJ益は，非財産的諸利益と天秤にかけることが許されないものであり，

他古で， これら由経積約主主平IJJ;孟悼、非財産的諸利益を糾合した、より上位白文化的利益広栓執

するのである・。創作者と公衆の聞のいわゆる対立は，利用者の利益を全体の利益に橿先させ

るための方便の 1つにすぎない。

155) 却的忠告主四取引を厨芳/ごす.3者帆個人的に，通人でありたいへんな掻賞者である場合は

ありうる。しかし，彼の職業には，そうであることは必要ない。また一一そうである場合に

，そ由ことから間売上何らかの成果を得ることも要求されていない。仮に純然たる鑑賞者

であったとしても，彼はまず，どジ手スマンとして振る舞うであろう。そして， ビジネスマン

としての彼の手'I益は，鑑賞者を創作者に結び付ける利益とは，全くもって異なるも白である。

彼の目には，著宇物は他の物と変わらぬ製品にすぎない。従って彼は，自らの著作物利用者と

しての利益に沿うように，ともすればその製品に手を加えることであろう。

156) 格言によれば，危1険なく Lて勝つ者には栄光もな L.・。

157) Ph. Gaudrat.αLes demel白 intemporelsd'un couple a succ胎 lecreateur et I'investiss 

eun>， RIDA n. 190， oct. 2001， pp. 71 a 243をみよ。

158) 米国著作権法 201条は，製作者を著作者とみなす。従って創作者はもはや何者でもない。

知的所有権を持たず，金で口を封じられる労働者であるにすぎない。

159) 例えばウッディ・ 7レンのような。
xxil 

160) 聞くところによると，テックス・アヴエリー (TexAvery)には， そのようなチャンス
おX川

があったという。その際，彼は，ウ yディ・ウッドペッカー (WoodyWood Pecker)の喜

劇を，好きなように創作することを許された 。

161) 文化的な刷り込みは無視できない影響力を有する。特にそれが映憶を通じてなされた場合

には。

162) 文化の操作を伴わずに民族大虐殺がなされた試しはない。ユダヤ人ホロコース卜は，ナチ

スイデオロギーの果実である。しかし，セルピア・クロアチア紛争やルワンダ大虐殺もまた，

文化操作の結果にであることに変わりはない。メディアの役割は，決して中立ではない。

163) 著作財産栂は著r，.劫初肩書Jがる措置Z者に舟かう関係しか規律しないのに対L.著作者人格
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権はfliffタ昔'1;'61島賞茸に舟♂;，フ関係をも包摂する。

164) 著作権申度の目的は，創作者と鑑賞者との関係を確立することである。著作物利用者と消

費者との関係は，そのための手段にすぎない。

165) これは，!liiffiJ，躍の対象となる。後述段落番号阻害照。

166) 法は，著作者が公表をめぐる諸条件を決定する旨を定める。これらの諸条件は，その挫の

様々な利用に際しての基準を形作り 1 そうした利用は公表の際に取り決められた範囲内でなさ

れる。例えば。著作者がその小説をあるコレクシヲンの一環として刊行されるという条件で公

表c，そのコレクションが一定の質的な特徴を有する場合，出版者は，再版の際にその特徴を

~jþ均に変更することはできないと解される(それとは別に，当然ながら1 著作財産権が新た

に譲渡されなければならない)。

167) このことはもちろん1 こうした諸条件は永遠に変更し得ないという意味ではない。著作者

は，当初量苦手重点fの出版しか許諾していない場合でも，X~古本の出版を後から問題なく許諾でき

る。著作物利用者が自らの利益のみのために，すなわち純粋に販売政策上白理由で，頒布の質

的な諸条件，すなわち，間接的には著作者のイメージに関わる諸条件を変更することが禁じら

れるのである。

168) 土高官・成実はもちろんであり， L. 122-5条l)はそれを明文で規定する。しかしそれだけ

ではなく，家族の範囲内では，君ft，戸初符府茸が11'5!nた正沼田接部物で商取引で手に入れたも

の(買ってきた本や CD)や，誼的IJlIJJt音によって自ら使用するために(j域さねた御物を，

やりとりすることもできる。フランスでは，コピーライトと異なり複製とは固定そ由ものでは

なく， r固定を通じた公衆への伝達」だからである。非聾団的使用のための私的複製は，極製

櫛の支配に属しない。なぜなら1 複製者が同時に名宛人であるため，そこには伝達が欠けてい

るからである。別の言い方をすれば，私的複製物であろうと正規の複製物であろうと，それが

家族の範囲内でやりとりされることは，一切の利用にあたらない。なぜなら， r京族自範囲」

の内部にある者は，公衆ではないからである。

169) 人格権は財産の外にある。保護される文化的利益は，あまりに広範であり，また売買の対

車とならないため，特定の財産に組み入れられることはなL、
170) その場合には，JffJj釘のみが与えられるべきである。

171) 700条「一方当事者に，その吉にかかった費用で訴訟費用に吉まれないものを負担させる

のが荷平に反すると思料されるときは，判事はその定める額を，他方当事者から当該当事者に
"，川

支払うよう命ずることができる。J

172) par】5，20ianv. 1971: D. 1971， 307， concl. Lecourtほれ Cass.civ ドベ 5mai 1993: RIDA 

1993， n. 158，205 

173) Cass. civ. 1'''''， 28 mai 1991: jCP 1991. 11， 21731， note Francon; ed. E. 11. 220. note Sirin. 

el1i et Ginsburg; RIDA 1991， n. 149，乱 161，obs. Kerevcr: ]Dl 1992， 3. note Edclman; Rev 

cηt. DIP， 1991. 752， note Gautier 

174) ある論者は，例えば，以下のょっに書いている。「文学的美統的所育荷1;/，fife.主義白棺

神/ご滞ちた街'*10ままであった。J(D. Weiller， A bus du droil et tro.ρn'ete litteraire el arlis-

lique， these Strasbourg， 1962， p. 133.) 

175) これはほとんどの場合，著作物利用者の利益である。ただ，美術の著作物等の原作品に関

しては，媒体の所有者の利益という場合もある。

176) A. et H-J. Lucas， Traite de la Propriete litteraire et artistique， Litec， 2~附 éd ， 2001カfそ

のように説く。その論理展開を追っていくと，id bゆ<;按押tごI;/ilt沼田おそれがあ<;という考
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えが周期的に繰り返されており，それによれば「伝統的に，通説判例は」著作者人格権にも濫

用のおそれを認めてきたのだという 。これはー学説にすぎず，哲学でいう明起に買するとま

ではいわないが，法にも(法が言及しているisi:mは，著作者の相続人による場合一一知的所有

権法典 L.121-3条一ーと，公表権の行使に媒体の所有者が反対する場合 L. 111-3晶2項

由みであるL また執I~]l o も Eえする([著作物を創作した者による著作者人格掘の行使は絶

対的裁量権の性質を帯びるので，判事がその行使由正当性を判断することはできなもリ C記長L

civ. l~問。 5 juin 1984: Bull. civ. 1. n. 184; D. 1985， inf.日 p.p. 312. obs. Colombet また，

インターネットに関する判決として， TGI Paris， 17 d仇 2002，D. 2003， Jurisprudence p 

2089; aft. Jean Ferrat， TGI Nanterre， l~foch. A， 23 ianv. 2002， ineditをみよ)。諸々の財産権

は，特権を配分するものである (distributifsde prerogatives)から，間違いなく濫用自余

地がおるo !X)執記，非慰産的諮権利1<，人格をそ司君主も本直的なと己ろで保護する町で，絶対

的設置詣でしかありえない。 λ植田isimはありえないし， λ都信の濫用もありえない。被移植

者が死活問題として腎臓を欲しがっている場合に，ある人が提供を拒んだら，その人は心身保

全の権利を濫用しているだろうかワ そうではない。彼が被移植者の要求に応えなかったこと

には，十分な理由がある。も L，彼の拒絶が死をさえ招いたとしても，そして，強情な提供者

がそれについて全く残念に思っていないようにみえても，彼には一切の指'fijisimはなL、。結局，

その権利によって守られる抑'1Jj/):1浩体回初益であれば，濫用理論は適用されない。なぜならそ

の理論はまさに1 全体の利益の名の下に個別由利益が主揺されることを防ぐためにあるからで

ある。ニュ 7ンス怯主に Tあらゆる権和には区別広〈濫用由おそれがある』とする恒設は.危

険なレトリックから発している。なぜなら，公衆由利益と社舎のモラルという美名の下，この

レト 1)")クは実際には，t.; ~)へん畠的な利益を，全体の利益と我々の法を支配する上位の価値

よりも，檀先させているからである 。

177) 単独合数説として， A. et H-J， Lucas， op. cit.， n. 369， 304. (他の学説との差別化を図るた

めでもあるが，特に，人格権の概念と，この概説書が展開するアングロ田アメリカ的創作性概

念との矛盾を避けるために1 そのように主張されている。)反対" G. Cornu， Droit civil， Montc-

hrestien， 1988， p. 559; G，Goubeaux， Les tersonnes， Traite de droit ci別式 50U5la direction 

de J. Ghcstin， LGD]. 1989， n. 268 et s.; Desbois， Le droit d'auteur en France， Dalloz， 1978， 

n. 381; Si1z，αLa notion juridique de droit moralη RTD civ. 1933， p. 331; P.Y.Gautier， Pro 

priete litteraire et artiSl'叫ue，PUF， 3~mc 色d. ， n. 119， p. 178; C. Colombet， Propriete Utte;出 zre

el artistique et droits vo筒 ins，Dalloz， 8tmc ed. n. 127; F.Pollaud.Dulian， chron. jCP， 1994， I. 
3780; C.Caron， Abus dc droit cl droit d'aulcur， publications de l'IRPI， vol. 17. Litcc， 1998， 

n. 128 et s.上記単独f少数説に反対の判例として， Paris， lcr fevr. 1989: RIDA 4/1989， p. 301， 

note Sirinelli: jDI 1989， p. 1005. note Edelman; D. 1990， somm. p. 52; TGI Paris， 11 fevr 

1993: RIDA 2/1993， p. 235 

178) 著作者が主張しうるあらゆる人格掘が，古伊音λ搭締だといいたいわけではない 。著作

物田中に刻まれた人格の痕跡を保護するもののみ杭苦作者人格栴である (C描 s.civ， 1円 10

mars 1993: D. 1994， 78， note Francon; RTD com. 1994， p. 48， obs. Francon)。反対に，ある

著作者の名を無関係の著作物に付すことにより，その名に伴う権威を周囲が勝手に利用した場

合に，その著作者が自らの著作であることを争ったなら，彼が行使する由は著作者人格権では

なし、。なぜなら，この場合，彼の人格は著作物に刻まれていなL、からである。彼は確かにその

人格を防護しているが，それは，著作物に対Lて防護しているのであり，著作物においてそう

しているのではない。
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目的 デボワはm干のように記している。「著作者人格揺は著作者自一身に専属する由であるか

ら (2項)、それが著作者申死後も存続するとしても‘著作者自生存中と同じ形で存続するわ

けではない0)D田;bois.Le dγ'Oit d 'auleur曲 Fran，四ιDalloz，四178.n岨S

180) 一元論の限界は1 著作者人格極を著作財産権と共に消滅させるところにある。

181) 従って1 相続の革認あるいは放棄と，ilfl'F昔'JEi経由橘利者が誰になるかとは関係がない。

182) L. 121-2条2項は，承継順位について，冗舌なまでに詳しく規定する。 f著'(1者白疋法It，

選者を虫表する権利{急、著作者が指定する 1人又は2人以上田遺言執行人がそ白生存中に行使

する。遺言執行人がいない場合又はそ田死量は.著f下者由JJih段の意思量示がない限り，次に掲

げる者が，次田螺序でこ由権利を行使する。すなわちー子孫、夫録別居申確定戦快を受けてい

ないz 又は新しい婚婚を契約していない配偶者、招続財産自全部又は一部を相続する子孫以外

目指続入、及ひ'将来由包括財産自包括歪退者又は受婚者J この官~ûi: 1は鴨礁でおるe 乙れ見.

4ZなuUEi!fの相続聞位と完全には一致しない。車重要求般には同様の規定がないので，この

特殊な順位は著作者人格権全体に適用されるのか，それとも公表権のみに適用されるのかが問

題となる。破製院は文理解釈を維持している。すなわち，この順位は公表権にしか適用されな

いという (Cass.civ ドペ 11janv. 1989， RIDA， jui11. 89， p. 259; D. 1989，308， note EdeJman; 

JCP 1989， II 21378， note A. Lucas; D. 1990， S.C. 57 obs. Colombet)。これによれば，公表掘

と噂重要求権とが，異なる人に帰属することとなる。学説は破段院判例に反対l，下級審判事

たちも学説に従う傾向を見せている。

1国】 戦制によれば， {(こ由条文/j1)相続税度にない統制を承継人に加えている白はz 承継人が

死者自意思にとって代わるような逸脱や. ‘承継人自畢による選択を紡ぐためである。承継人

は，死者自主主患を執行する代理人に勉ならないJ(TGI Paris. }O' d比四国:D四民 IR，94

obs. Colombct; Gaz. Pal. 1983， 1，97. note Fremond; RIDA. janv. 1983， p. 165. note Gau 

tier)。
184) L. 121-3条巳よれば，r_第 121由2条にいう死亡著作者四代理人に公表権由行使又は平行

使田明らかな濫用がある場合にはz 大事裁判所はz 適当ないずれの措置も命ずることができるs

それら由代愚人自問に争いがある場合、認められる権利器草人がいない場合‘又は招続人目不

序庄白f!i昔ι用問とす6)0r明らかな」という要件は，著作者の意目が明躍である場合にの

み満たされ，著作者が認めた正規版の書籍が市場になかったというような客観的な事実によっ

ては満たされない (Civ.1円 28fevr. 1989: Bull. civ. I， n. 101; D. 1989， 557， note Durrande; 

RTD com. 1989，460， obs. Fran.con; RIDA. juill. 1989， p. 257， note Francon)。従って，著作

者が明確に公表する意思を示していた場合に，承継人が公表を拒むのは，明らかな濫用となる

(Civ.l~r". 24 oct. 2000;Bulιciv. 1. n. 266: D. 2001， 918. note Caron: jCP 2000， IV. 2829)。反

対に，著作者の意思が不明確である場合には，承継人による濫用はありえない (TGIParis， 

l肝 dec.1982: D. 1983， IR. 94 obs. Colombet; GaιPal. 1983， 1. 97， note Fremond; RIDA. 

janv. 1983， p. 165. note Gautier)。
1田i) L. 121-2条1こよればも I著作者白みが‘そ由著作物を公表する権利を有する)0

186) 規定があるのは公表権についてである。そこで，この規定内容は公表にのみあてはまるの

か，それとも，他のあらゆる著作者人格権にもあてはまるのかが問題となる。L.121-1条が相

続人不存在の場合を一切想定していはいこと，また，取り扱いに差をつける理由もないことか

ら，著作者人格権一般にあてはまると解するのが妥当であろう。

187) TGI Paris. ler dec. 1982: D. 1983， Inf. rap. p. 94. obs. Colombet; RIDA 1983， janv. 165. 

note Gautier 
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188) Cass. civ. I~rc， 6 dec. 1966， deux arrets:jGP 1967， II. 14937; D. 1967.381， note Desbois 

189) Paris.4em
へ
20janv. 1999. RIDA 1999. n. 180. p. 374 

190) Trib. civ. Seine. 15 avril 1964: D. 1964.746. note Desbois; Gaz. Pal. 1964. 2. p. 23 

191) Decret n. 73-539 du 14 juin 1973 

192) Desbois.op. cit. n. 482. p. 588も同旨。

193) 不作為による明らかな濫用。

194) Paris， l1~m. ch. 5 avril 1979. RIDA oct. 1979. p. 140この事件では，ラジオフランス社長

ジャクリーヌ・ポドリエ(JacQuelineBaudrier)，アンヌ・ゲヤール (AnneGaillard.アナ

ウンサ ).ジャン=エデルン・アリエ Oean-EdernHallier.作家)が，テレビ放送中に1 ν 

モーヌ・シニョレ (SimoneSignoret.女置)は自伝 E週5去り LノスタルジーJ(la nostal 

gie n 'est plus 四 qu'elle etait)の著作者ではないと断言したこと杭名普段損にあたるとされ

た。この書籍は，実はモーリス・ポンスによって書かれたものであり，ポンス本人は著作者の

地位を全く主張していなかった。

195) TGI Paris (refer白)， 8mars 1985. RIDA. juill. 1985. p. 185; TGI Paris. lere ch.. 21 

fevr. 1990， D. 1991 S. C. 95 obs. Colombet 

196) Trib. civ. Seine， 8 juillet 1954. inedit.彫刻宰白名を抹消した者に，それを彫り直すよう

命じた。

197) ただしこれは，著作者がその環境に合うよう考慮して創作した場合にのみあてはまる。例

えば，街路装飾に溶け込むように創作された一連の彫刻など。

198) Paris. 30 mai 1962: D. 1962. II. p. 571， note Desbois. Desbois， op. ciムp.549 et s.も参照

のこと。

199) Cass. civ. 1~'.， 6 juillet 1965. G凪 Pal.4-7 scpt. 1965破段院は上告に応えて以下白ょう

立明示した。「美術著作物の著作者1;占有する著作者人格権により，著作者は，自らの著作物が

公衆に向けて公表された撞.変質させられたり袈損されたりしないように監援する権能を有す

る。こ由事実において.控訴院はその横線に基づき、係争対象由美鋳著倒昔傍成品として落

1比された】には選訳された主題と主題を扱う技法において一体性があったこと‘一一一そして、

冷護庫由パネルを取り外した己とにより屯落札者がそ由一体性を袈損したことを‘正し〈認定

しているoJ
200) TGI Paris. 29 mai 1989. RIDA. janv. 1990， 353; TGI Paris， 25 ocι 1990， jGP 1990. 1. 

3478， ann. 5. chr. Edelman 

201) TGI Paris， 29 juin 1988， jGP 1989 1 3376， ann. 2 chr. Edelman， Paris， 25 oct. 1989， D 

l田O.S. C. 54， obs. Colombet 

202) Aff. Ve申 Ie.Paris. 11 janvier 1828. Rep. Meth. Dalloz， 1857. t. 38. prop. litt. et art. n 

319， p. 492 

203) Aff. lVhistleκCass. civ. 14 mars 1900: DP 1900，1， p. 497. rapp. Rau， concl. Desjardin 

et note Planiol; S. 190凪1，p. 489なお，上記 Vergne事件とこの事件との聞に，Rosa Bon-

heur事件があり.これもまた画家に引渡を強制しなかった事例である。 Paris.4 juill. 1865， 

DP， 1865， 2， 233 

204) 家族の範囲における内的形式へ由アクセスの自由，そして私的複製の自由。この自由白傾

域は，古川乍者と鑑賞者を欠くコピーライ介には存在しない。共同体法が，この傾域を再検討し

ようとするのはそのためである。共同体法は，完竪なまでに気付きにくいやり口で，アメリカ

式コピーライトをヨーロッパ全域に押し付ける。
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205) Ph. Gaudrat，αReflexions dispersees sur I'eradication methodique du droit d'auteur 

dans la ぬsocietede linformation>> 妙。 RTDoりm.2003 n. 1， p. 87 et S.; (2~mo partie) RTD 

com. 2003 n. 2， p. 285 et s.; (3~mo partie) R TD com. 2003 n. 3， p. 503 et sを参照のこと。

206) A. & H-J. Lucas， op. cit.， n. 384， p.311は，公表が著作物むあらゆる利用と独立に作用す

るとぬいわないまでも.{:公表は著作物事j用契約申締結より先であってももちろんよい~.聾

であっで/，/).'"þな"J という。これに対~.全ての伝統的な学説は，著作物利用梅は公表植

の行使によって生ずると解する (D日ibo品 op.cit.， n. 3:田;A. Francon， Cou問 de炉vp出telitte-

ratre町 tistiqueet industrielle， 1!宮崎f田， Les田 U四 dudroit， p. 214 r著作物を公にす-3とい

う著作者自決断が重要な自は、著作財産権がそれによって発生するからである。著作財産植は，

著作物が公になった瞬間から，誌の世界に畳場するoJ:C. Colombet， Pr唾 rietelill凶 皿ireet a:子

tistique et d叩b 叩isi出， 8~mc ed. Pr色cisDalloz， n. 136， p. 117 r公表揺が行使されることが唱

著作財産権の発生田条件となる。なぜなら著作者は，著作物を企衆に届ける決断をするときに

のみ、著f符揺に著作財産権を付与するからである_f}o
xxi¥'J 

四叫 ん &H-J. Lu阻 s，op. cit.， n 祖4によれば，{;公表するとは.プテ・ロベールによれば，

r公衆に知らせる』ことをいう。これは.特許法においても採用されている語義である。従っ

て公表は具体的な事実と解釈すべきであり‘例えば出版はその 2つ田態嫌であるj。乙也専=FJ:主

的方法論にはいささか驚きを禁じえない。特許法iこるムいて/"ざたそう解されているからといっ

て，著作者の権利における枢要な概念白意味を，日常語と周じ意味に解するとは 。

208} 論者の中には， L. 122-5晶が公表を要件としていることに驚く者もいるが，それは，彼ら

が鑑賞者の真の法的地位を否定しているからである (A.& H-J. Lucas， otλcit.， 2~me ed. n 

298)。
209} 前述段落番号89参照。

210} 公表があったことは争われず，公表の条件をめぐって対立があったような場合。

211} 公表権はそのようなものではない。なぜなら，まず，公表権白木貨は#府度的だからであ

る。また，それはすでに製造された複製物ではなしそのiIf!，畏に関して作用する。そしてそれ

は，複製権{市場に投入すべき複製物の作成を合法化する権和日が発生する前に作用する。最

後に，公表橘は複製のみならず，あらゆる著作物の利用方法について，そ由条件を決定する。

212} 以下のような学説が，公表掘を虫示的に実演京にも認める解釈を支持する。 X.Daverat， 

L 'arliste問 ter，ρrete，th. Bordeaux， 1990， p. 737; B. Edelman， note 5011S TGI Pari5， l~'" ch. 10 

janv. 1990: D. 1991， p. 206 

213} A. et H-J. Lucas，。ρcit.，n. 828. p. 650: P-Y.Gautier，0ρ cit.， n. 95， p. 146 

214) Pari5， 16 juin 1993: RJDA 1/1994， p. 363; D. 1994， p. 218， note Edelman; Paris， l~'c ch 

29 avril 1998: RIDA 4/1997， p. 263 

[訳注]

i} 本稿は， GAUDRAT Philippe， <<Theorie generale du droit moral: L'exemple du droit fra 

nca倍以 CommunicationLaω]ou問 al(edition electronique-site mis en auvre conjointe 

ment par Universily of C四lralLancashire et l'Universite de Poitiers)， 2005の全訳である。

ただし，現在では原文をウェプ上で読むことができなくなっている。今後復元されることがあ

れば，翻訳者のウェプサイト (http://homepage3.nifty.com/ngtkl profile_f.h tm 1)からリン

クする。それまでは，原文の入手については翻訳者に迎絡されたい。なお，本稿の執筆にあた

っては，濁協大学平成 18年度国際共同研究助成を受けた。
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翻訳に際Lては，原文への忠実さよりは日本語としての完成度を重視L，箇所によってはか

なり意訳した。ただし，斜体・太字・下線等は原文の取り扱いをそのまま再現した。

プィリップ ゴドラ教授はポワティエ大学法学 社会科学部教授であり， CECOJI (法的国

際協力研究センター。 CNRSと大学との混成研究単位 (UMR)6224番)知的所有権法部門の

共同責任者を務めている。

コドラ教授は 2004年の5月末から 6月にかけて来日し， 5月四日に著作権法学会で， r著
作者人格掘の一般理論 フランス法を例に」と題する前直をおこなった。その際に教授が準

備された原稿は，そ由後数度にわたる重要な改稿を経て 2005年5月にようやく確定L，上記

論文となった。そこで，本誌編集委員とも相談の上，講寅録というよりは独立の論文として，

上記論文の翻訳を投稿することとした。ただし1 講演録として翻訳に着手した関係上，本文は

「です・ます」体のままとなっている。

原稿確定i主もなかなか翻訳が仕上がらなかったのは，翻訳者の若干の事情と大いなる怠慢の

ためであるが，この間， 2005年3月と 2006年8月にポワティエに赴いて，表現が難解な点に

ついてゴドラ教授の真置をうかがうことができた。その成果は本稿の随所に反映されているが，

原文にない事項を盛り込む際には，訳注の形をとることとした。

ゴドラ教授が日本滞在中に北海道大学でおこなった講演の翻訳として， Philippe GAU 

DRATI横溝大{訳)r著作者人格椴とマルチメディア」知的財産法政策学研究5号 (2005年

l月)69頁がある。なお，この滞在中に全部で5回おこなわれた研究集会の概要を記録するも

のとして， fGaudrat教授 Gr句Oire研究員招胸記」同4号 (2004年 10月)208頁がある。

著作権とコピーライ卜の歴史に関する先行研究として，さしあたり，富津博明『著作権由誕

生一一フランス著作権史J(日本ユユ著作権センター， 1998年)および自国秀彰「コピーライ

トの史的展開J(信山社， 1998年)を挙げておく。ゴドラ教授の見解を研究史の中に位置付け

ることは，今後由課題となる。

ii) 外務省仮訳。原注1)と，本訳注参照箇所以降の本文および原注に現れる国際条約国際協

定・アメリカ合衆国憲法の翻訳も，問機に日本の関係官庁の公式または恒の訳を採用した。

iii) アラブ諸国の市周，転じて混乱をさす。

iv} 他人の出版したヒ y卜作を真似しあうことが横行し，害賠の倒産が相次いだことをさす。

v) 同じ作品に地般ごとに成立した別の特栂の聞に1 競争が生じたことをさす。

vi) 同業組合内部由競争にさらされる義務をさす。

vii) 本文段溶番号35などですでにみたように，アンシ4ン レジーム下の「著作者の所有権」

は，著作者の手にある限り，永続するとされていた。

viiD この問題に関する最近の注目すべき業繍として，駒田泰士「フランス著作掘法における

一元論について」上智法学論県49巷 3・4号 (2006年)67頁がある。

ix} フランス知的所有権法典の訳は，大山幸房訳「外国著作権法令集 (30)一一フランス編

一一J(著作権情報センタヘ 2001年)にほぼ単拠したが，適宜変更を加えた箇所もある。

x) 駒田・前掲注目ii)・ 82頁以下(特に 86頁)で紹介されている「新一元論」へ白批判と思

われる。

xi) ロシア民芸品目マトリョーショカのように，大きさの追う相似形のものがいくつもあって，

大きいものの中に小さいものが入るようになっている1*!怯をさす。

xii) 横溝(訳ト前掲注i)では「霊好者」と訳されている。横溝訳出準備されていた当時.ama-

teurは「愛好者」でよいのかどうかについて，関係者閣で意見交換する機会があった。しか

し，その時はさしたる対案もないまま，結局「霊好者」のままとすることになった。本稿の翻
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訳者が「鑑賞者」を思いついたのは.2006年になってからである。

xiii) 横溝(訳ト前掲注i). 122 頁に，ゴドラ教授自暑が口頭での:m~月の際に用いる概念図が

収録されている。

xiv) 著作者人格権白原語がdroitmoraIであることを想起しておきたい。

xv) ゴドラ教授の説明によれば以下の通り。例えば彫刻は fresJであるが，心白中でその素

材(大E宝石など)を消してしまうと，そ己には彫刻の「形式」が残る。それは rchoseJの

種である。

xvi) 日本では「物のパプリシティ権」として議論されることが多L、
xvii) 原文からは明確ではないが，おそらくカフェ ゴンドレー事件破段院判決をさすものと

思われる。紹介，駒田泰土「カフιGondree事件破段院判決をめぐるフランスの議論状況』

コピライト 470号 (2000年)36頁。

xviii) 集合著作物に関しては. 1957年の誤りであろっ。

xix) ゴドラ教授によれば，この期間は一定の収入額を下回ると終了するしくみになっており，

通常数ヶ月間であったという。

xx) 諺「人は自らにふさわしい政省軍をもっ」のもじり。人々が選択した著作権法の体系帆

著作物利用者の行動を規定するという含意がある。

xxi) アメリカンコミック黄金時代のアニメーター。テックス・エイヴリーとも称される。フ

ランスにもファンが多L、。

xxii) 木つつきのキャラクターが畳場するアニメ映画。日本でも「ウ yドペッカー」と題して

テレビ放映された。

xxiii) 筆者演。

xxiv) 広〈使われている中型のフランス語辞書。最新の第40版は見出し語6万語，語義30万

語。
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