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はしがき

東北大学高等教育開発推進センターでは、平成24年 9 月24日より27日まで、一般社団法人日

本音楽著作権協会（JASRAC）のご寄付により、展開科目（カレントピックス）として「現代

社会と著作権」を開設いたしました。JASRACのご寄付による授業の開設は、本学において

は平成23年度の法学部・法学研究科に引き続き 2回目になります。

平成24年度は、おかげさまで約120名の学生がこの授業を履修いたしました。学年について

は 1年次から大学院修士 2年まで、専門分野も法学のみならず経済、工学、情報科学等幅広い

分野にわたることとなりました。また学都仙台大学フォーラムに所属する他大学の学生の履修

もありました。著作権制度についての知識は、情報化が進展する現代にあっては、法律を専門

とする学生のみならず、経済や情報科学などもふくめた幅広い分野の学生にとって必須のもの

と考えられますので、このように幅広い分野の学生の履修があったことは、大変喜ばしいこと

でした。

また、この授業で特筆すべきこととしては、学生が普段なかなか接する機会がない作家や実

演家、音楽や IT関連の企業の経営者、行政担当者、法律実務家等実社会の様々な分野で活躍

している方々を講師にお迎えして、熱心なお話をお伺いすることができた点があると思いま

す。授業を担当された甲野正道氏（明治大学理事長付特任補佐、前東北大学理事）、椎名和夫

氏（実演家、CPRA運営委員）、谷口元氏（エイベックス・ミュージック・パブリッシング代

表取締役社長）、千住明氏（作曲家）、北田暢也氏（JASRAC常任理事）、川上量生氏（㈱ドワ

ンゴ取締役会長）、中村伊知哉氏（慶應義塾大学教授）、岸博幸氏（慶應義塾大学教授）、田口

重憲氏（文化庁著作権課長）、福井健策氏（弁護士）、津田大介氏（ジャーナリスト）、野口祐

子氏（弁護士）の各先生方には心より御礼申し上げます。また、JASRACにおいて本件を担

当された近藤聡氏（広報部）をはじめとする関係者の方々にも、心より御礼申し上げます。

� 東北大学高等教育開発推進センター　　

� センター長　木　島　明　博
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JASRAC寄附科目講師プロフィール

甲野 正道（明治大学理事長付特任補佐）
1981年文部省（現在の文部科学省）入省後、内閣官房内閣参事官（知的財産基本法準備室、

知的財産戦略推進事務局）等をへて、2005年から 7 年まで文化庁著作権課長を務め、2010年よ
り東北大学理事。2012年 8 月より明治大学理事長付特任補佐。この間慶應義塾大学メディアデ
ザイン研究科特別招聘教授（2008－2010）。著書に「現場で使える美術著作権ガイド」（共著、
ブリュッケ）。

椎名 和夫（�公益社団法人�日本芸能実演家団体協議会常務理事、同実演家著作隣接権センター運営委員）
1973年吉田美奈子のサポートセッションとしてプロデビュー。その後、竹内まりや、井上陽

水、RCサクセション、中島みゆき、来生たかお、徳永英明、アン・ルイス、SMAP、和田アキ
子、BEGIN 等の楽曲の編曲を担当。1986年には、中森明菜「DESIRE」で日本レコード大賞編
曲賞。また作曲家としても、中島みゆき、アグネス・チャン、キャンディーズ等に作品を提供。
また、山下達郎、中島みゆき、井上陽水らのライブサポートも行う。
現在公益社団法人�日本芸能実演家団体協議会�常務理事、同実演家著作隣接権センター運営

委員のほか、文化庁文化審議会著作権分科会専門委員などを務める。

谷口 　元（エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱社長）
1986年�㈱エイプリルミュージック（現ソニー・ミュージック・アーティスツ）入社。その後

エイベックス・ディーディー㈱に移り、取締役・国際本部国際部長、エイベックス・グループ・
ホールディングス㈱取締役兼国際戦略室長兼知財戦略室長などを経て、現在エイベックス・
ミュージック・パブリッシング㈱代表取締役社長。一般社団法人日本音楽出版社協会会長、財
団法人音楽産業・文化振興財団副理事長、政府の知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会
委員なども務める。

千住 　明（作曲家）
1960年東京生まれ。東京藝術大学作曲科卒業。同大学院を首席で修了。修了作品「EDEN」

は史上 8 人目の東京藝術大学買上、東京藝術大学大学美術館（芸術資料館）に永久保存。代表
作に羽田空港環境音楽「四季」やオペラ「隅田川」「万葉集」など。ドラマ「ほんまもん」「砂
の器」「風林火山」「GOLD」「99年の愛」、映画「愛を乞うひと」「黄泉がえり」、アニメ「機動
戦士Vガンダム」「雪の女王」「鉄人28号」「鋼の錬金術師FA」「マジック・ツリーハウス」等
多数の音楽も担当。作曲家・編曲家・音楽プロデューサーとして幅広くグローバルに活躍。
3 度の日本アカデミー賞優秀音楽賞等受賞歴多数。東京音楽大学客員教授。2011年 4 月より

NHK「日曜美術館」キャスター。
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北田 暢也（JASRAC常任理事）
1978年社団法人日本音楽著作権協会入社後、大阪支部副支部長、企画部長、総務本部副本部

長等を経て、2010年より常任理事。
主な論文は「日本音楽著作権協会著作権信託契約約款の改正」（「逐条解説著作権等管理事業

法」収録、有斐閣2001）、「ネットワーク時代における著作権管理事業の役割と現状」（「デジタ
ルコンテンツの権利処理と契約に関する調査研究報告書」収録、㈶ソフトウエア情報センター
2002）など。

川上 量生（ドワンゴ会長）
1997年、オンラインゲームに特化したゲーム会社としてドワンゴを起業。のちに携帯電話向

けサービス「いろメロミックス」などをヒットさせ，ドワンゴを東証一部上場企業へと成長さ
せた。近年では，ニコニコ動画の企画・運営にも携わる。
2011年 1 月にスタジオジブリにてプロデューサー見習いとして鈴木敏夫氏に師事。政府の知

的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会委員も務める。

中村 伊知哉（慶應義塾大学大学院教授）
1984年郵政省（現在の総務省）入省後、退官し渡米。MITメディアラボ客員教授を経て、ス

タンフォード日本センター研究所長。2006年より慶應義塾大学教授。
現在内閣官房知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会会長、情報通信審議会専門委員、

文化審議会著作権分科会専門委員などの公職のほか、ミクシィ社外取締役などを兼務。
著書に『中村伊知哉の「新世紀 ITビジネス進化論」』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、

『通信と放送の融合のこれから』（翔泳社）、『デジタルのおもちゃ箱』（NTT出版）、『インター
ネット、自由を我等に』（アスキー出版局）など。テレビ出演として、NHK-BS 1「COOL�
JAPAN〜発掘！かっこいいニッポン〜」など。

田口 重憲（文化庁長官官房著作権課長）
1989年文部省（現文部科学省）入省後、文化庁長官官房著作権課、横浜国立大学大学院国際

社会科学研究科助教授（著作権法等知的財産法担当）、科学技術・学術政策局企画官、内閣官房
行政改革推進室参事官などを経て、2012年 8 月より文化庁長官官房著作権課長（現職）。
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岸　 博幸（慶應義塾大学大学院教授）
1986年通商産業省（現在の経済産業省）入省後、竹中平蔵大臣（経済財政政策担当大臣、総

務大臣）の補佐官、政務担当秘書官。退官し、現在慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究
科教授。コロンビア大学経営大学院修了（MBA）。
「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。（日本テレビ）」�、「ビートたけしのTVタッ
クル（テレビ朝日）」などに�パネラーとして出演中。著書としては、「アマゾン、アップルが日
本を蝕む」（PHPビジネス新書）、「ブレインの戦術�政界を動かした秘書官のテクニック」（あさ
出版）、「ネット帝国主義と日本の敗北　－搾取されるカネと文化－」（幻冬舎新書）など。

福井 健策（弁護士）
1991年東京大学法学部卒業後、コロンビア大学法学修士課程修了。米国ニューヨーク州弁護

士。現在骨董通り法律事務所代表パートナー。日本大学芸術学部客員教授のほか、東京藝術大
学非常勤講師（2004年－）を務める。
現在国立国会図書館納本制度審議会委員、同オンライン資料補償小委員会委員長代償金部会

長代理、文化庁「著作物等のネットワーク流通促進のための意思表示システムの在り方に関す
る調査研究」主査（2011年－）など。
著書には、「なんでコンテンツにカネを払うのさ？�デジタル時代のぼくらの著作権入門」（共

著・阪急コミュニケーションズ）、「著作権の世紀〜変わる『情報の独占制度』」（集英社新書）、
「著作権とは何か〜文化と創造のゆくえ」（集英社新書）、「契約の教科書」（文春新書）など。ま
た「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム（Think�C）」世話人（2006年－）。

津田 大介（ジャーナリスト／メディアアクティビスト）
早稲田大学社会科学部卒。関西大学総合情報学部特任教授。早稲田大学大学院政治学研究科

ジャーナリズムコース非常勤講師。一般社団法人インターネットユーザー協会（MIAU）代表理事。
IT・ネットサービスやネットカルチャー、ネットジャーナリズム、著作権問題、コンテンツ

ビジネス論などを専門分野に執筆活動を行う。
2006〜08年まで文化審議会著作権分科会の専門委員を務め、ポップカルチャーのニュースサ

イト「ナタリー」の設立・運営にも携わる。
主な著書に『Twitter 社会論』（洋泉社）、『情報の呼吸法』（朝日出版社）、新刊『動員の革命』

（中央公論新社）など。2011年 9 月より週刊メールマガジン「津田大介の『メディアの現場』」
の配信を開始。

野口 祐子（弁護士）
1996年東京大学法学部卒業後、2005年アメリカ合衆国スタンフォード・ロー・スクール博士

課程（J.S.D.）修了。この間ローレンス・レッシング教授に師事。現在、文化庁著作権分科会国
際小委員会、経済産業省日本工業標準調査会臨時委員などのほか、東京放送（TBS）番組審議
会副委員長。また、現在国立情報学研究所客員准教授、東京大学大学院情報学環・学際情報学
府非常勤講師、慶應義塾大学 SFC研究所上席研究員や、NPO法人クリエイティブ・コモンズ・
ジャパン常務理事を務める。
著書に「ブックビジネス2.0ウェブ時代の新しい本の生態系」（共著、実業之日本社）、「ソフトロー

研究叢書第 4巻知的財産とソフトロー」（共著、有斐閣）「デジタル時代の著作権」（筑摩新書）など。
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2012年度　講義スケジュール

開講月日・講時 授業タイトル 講　師

9 /24
（月）

2講時 著作権制度の概要 甲野　正道　氏
（明治大学理事長付特任補佐）3講時

4講時

5講時 創作活動と著作権 椎名　和夫　氏
（公益社団法人�日本芸能実演家団体協議会常務理事、
同実演家著作隣接権センター運営委員）

9 /25
（火）

2講時 創作活動と著作権 谷口　元　氏
（エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱　
代表取締役社長）

3講時 創作活動と著作権 千住　明　氏
（作曲家）　

4講時 音楽著作権の管理 北田　暢也　氏
（JASRAC常任理事）

5講時 ビジネスと著作権 川上　量生　氏
（㈱ドワンゴ代表取締役会長）

9 /26
（水）

2講時 ビジネスと著作権 中村伊知哉　氏
（慶應義塾大学大学院教授）

3講時 最近の著作権問題 田口　重憲　氏
（文化庁長官官房著作権課著作権課長）

4講時 ビジネスと著作権 岸　博幸　氏
（慶應義塾大学大学院教授）

5講時 最近の著作権問題 福井　健策　氏
（弁護士）

9 /27
（木）

2講時 最近の著作権問題 津田　大介　氏
（ジャーナリスト／メディアアクティビスト）

3講時 最近の著作権問題 野口　祐子　氏
（弁護士）

4講時 まとめ 甲野　正道　氏
（明治大学理事長付特任補佐）
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平成 24 年 9 月 25 日 
(株)ドワンゴ代表取締役会長 

川上 量生 
 
（１）ビジネスと著作権 
 
① 許諾交渉と著作権 
 
カラオケ、着メロビジネスは、個別に許諾を交渉していたらそもそもビジネスが不成立

である。海外では個別に許諾が必要なので、ビジネスとして大きく成立していない。 
日本の状況は、「囚人のジレンマ」。大物アーティストは実はＪＡＳＲＡＣに登録しない

ほうが得。しかし、皆が登録しないとビジネスは崩壊する。したがって、みな登録するこ

とになる。 
 
②ネット企業の発展と著作権 
 
日本以外の国は、大手の会社の寡占の状態。 
音楽配信は iTune。しかしこのビジネスモデルは日本の音楽にとってマイナスと考える。 
電子書籍については、実は従来は、世界で大きかったのは携帯でのコミックス閲覧があ

った日本だった。しかし、アップルやアマゾンなどがきて、コンテンツのディスカウント

が拡大しマーケットの崩壊が起きている。 
 
ネット企業は著作権を無視して大きくなった。そもそもパソコンとインターネット全体

が巨大な複製システム。 
グーグルでは当初無料サイトを探す者が多かった。 
無料で何事もできるようにするため、著作権はなくなったほうが良いのだろうか。もし

そうだとしたら、長期的にはコンテンツがなくなる。ユーザーの活動がシュリンクする。 
そのようなことから、グーグルも有料コンテンツを作り始めている。 
因みにスクエア、エニックス、コーエーは、コピーがでるので、パソコンゲームを捨て

た。そのようなことから、世界中がゲーム専用機にうつった。つまりゲームの世界におい

ては、パソコンとインターネット上におけるビジネスモデルは長続きしなかったのである。 
 
 ③ネットビジネスと著作権 
 
「着メロ」ビジネスについてはＪＡＳＲＡＣと契約すればよい。ＭＩＤＩで音を作るの

で、音楽著作権しか関連しない。 
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他方、「着うた」については、原盤権があって、各レコード会社の許諾も必要となる。 
因みに、着ボイスにおける声の使用料については、ロイヤリティ方式の場合もあるし、

買取、収録の時だけ払うという方式などもある。本人または事務所との直接交渉となるの

で、各社ラインアップが異なっている。 
 
（２）二次創作について 
 
① ニコニコ動画への投稿 
 
音楽の許諾については、著作権についてはＪＡＳＲＡＣをふくめ３社が相手。原盤権に

ついては、エイベックスその他一部のレコード会社とは包括契約を結んでいる。 
動画については、公式動画以外は運営側では許諾の獲得はしていない。 

 
アップロード 60 万件あるが、ユーザー削除がかなり多い。 
サービスは 2007 年に開始したが、権利者団体と契約すると削除が一時的に多くなるが、

その後減る傾向にある。どうも削除対象となるようなコンテンツについては、ユーザーが

海外のサイトにアップするようだ。ボカロは、そうした「運営側のパトロールの産物」で

あった。 
 
② 二次創作に関する権利の在り方 
 
そもそも二次創作はどの程度認められるのであろうか。引用は、文字以外はほぼダメで

ある。ほかに、人格権の問題など潜在的なリスクがある。 
 カラオケ着メロも問題となる。可能性はある 
ＭＡＤは削除の対象になる。しかし、財産権を侵害せず人格を傷つけない限り、認めた

ほうがメリットがあるのではないか。実際問題として、個人の利用者つまり二次創作者は

権利処理ができないので、許諾をとらなくても二次処理ができるというシステムのほうが

社会的なコストが少なくて済みメリットが大きいと考えられる。 
 日本は個人の能力でソフト等を開発してきた。「馬力で作る」と言われる。例えば教育は

高卒でも天才プログラマーがいたというように。 
もっとも、表現が３Ｄになると数学が難しくなりそのような天才プログラマーでは対応

しきれないという問題がある。また、そうした者は、共同作業ができないなどという問題

もある。 
しかし、そういう個人の能力を発揮できる国においては、二次創作を広く認めた方がよ

いのではないか。許諾の手間を課さないというメリットを付与することで個人の能力を最

大限引き出す方が良いのではないか。 
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（３）その他の課題例 
 
そのほかの著作権制度上の問題としては、非親告罪化がいわれているが、ダウンロード

違法化との合わせ技となると問題があるのではないか。また、クラウドサービスについて

は、現状では自分が購入したものをサーバーに置けない場合も生じるという問題がある。 
 
（４）ネットユーザーの著作権意識と行動 
 
ネットユーザーの著作権意識は変化しつつある。 
ＭＡＤ時代においては、権利者の権利主張は悪、創作者が権利をＪＡＳＲＡＣに登録す

るなどとは悪の悪と見られかねない。 
しかし、ＵＧＣ時代においては、権利者に無断のコンテンツ利用は悪であり、人気曲の

半分以上がＪＡＳＲＡＣ登録となっている。ネットユーザー意識は、当初「金儲けは許せ

ない」だった。しかし、「アマチュアだからって言ってお金がもらえないのは不公平」に移

りつつある。 
 
「自由な二次創作」とは実は「匿名のコラボ」ではないだろうか。いまでは元作者の力

が大幅に向上しており、勝手に使うと、作者ではなくユーザーがパトロールして炎上させ

ている。 
そもそもニコ動のクリエーターは連絡がつかず、ついたとしても交渉に手間がかかる。

そして許諾する・しないの判断が相手方個人個人によって変わってきてしまう。クリエー

ターにとっては、事務所に所属していると楽であるし、作品をＪＡＳＲＡＣに登録してい

ると楽なのである。 
 

（記録・文責：甲野正道） 
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