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Winny というソフトについて，今，刑事事件の審理

富徳，岩井將晃

平成 17 年 1 月 13 日（木）午後 3 時 12 分開催

中ですが，Winny を含めたファイル交換ソフトについ
ての様々な法的な観点からの問題について，各先生方

大変お待たせいたしまして，済みません。きょ

には，昨年の 9 月にご講演いただきましたが，その結

う，まだ来ておられない方もおられますけれども，そ

果を皆様にもご披露するという意味もありまして，今

ろそろ時間ですので，始めさせていただきたいと思い

日，座談会を開かせていただきます。

本庄

最初に，ファイル交換ソフトの内容，続いて，民事

ます。
きょうは，Winny の座談会ということで，弁理士会

法，刑事法の面からの問題点について議論いただくと

の弁理士は，基本的に，刑法的なことはあまりよく知

いう順番で進めさせていただきたいと思います。まず，

らないんですけれども，弁理士がいずれはこういった

ファイル交換ソフトはどういうものかということにつ

事件を自分たち一人一人の中でやっていくと思いま

いて，坂田先生から，お話し願えますでしょうか。
坂田

す。そういったときに，急に慌てて，刑法は何だとい
う話をしたんでは手遅れだということもありますし，

皆さん，初めまして，坂田と申します。よろ

しくお願いします。
それでは，トップバッターということで，非常に恐

それから，私的財産は 2004 年，政府の方針の中で，
コンテンツを今後保護していくという流れがございま

縮なんですけれども，ファイル交換ソフトとはどうい

す。こういった Winny も，その中の 1 つの流れじゃ

うものなのかということを簡単に話をさせていただき

ないかなと思いまして，弁理士として，正しい知識を

たいと思います。
今回のテーマは，PtoP ということになっておりま

身につけておく必要があるということで，この研究を
始めたわけです。その中で，座談会をやってみたら，

す。PtoP という言葉は，まだ知名度的にはそんなに

もっと会に広くいろんな情報を提供できるんじゃない

高くないと思うんですけれども，例えば BtoB とか

かと，こういうことがございまして，こういった座談

BtoC という言葉は聞かれたことがあると思うんです。

会を開かせていただくということになりました。

企業対企業の取引ですとか企業対消費者，そういうも

きょうは，そういうことで，松本先生に司会をして

のと同じような意味合いで PtoP, Peer to Peer という

いただいて，甲南大学法科大学院の園田先生，立命館

ことで 1 対 1 と，そういう意味合いで PtoP という言

大学の宮脇先生，それから，ダイコンサルティング有

葉が今使われております。実は，PtoP イコールファ

限会社の坂田先生と，その道それぞれのエキスパート

イル交換ソフトとか，そういうものじゃないと思うん

の方に座談会をしていただくということになりまし

です。いろいろな意味で，PtoP は非常に幅広いもの
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だと私は思っています。1 対 1 で何か情報交換するよ

プスターという音楽交換用のウェブ上のサイトからな

うな形のことを PtoP と言ってもいいと思うんですけ

のです。簡単に言ってしまえば，ホームページがあっ

れども，その中の 1 つの領域に，ナップスターとかそ

て，ホームページにアクセスすれば，音楽のファイル

ういうファイルを交換するようなものがあると私は考

が手に入る，そういうものなんです。例えばホームペー

えております。

ジがあって，ホームページ上に何か音楽のファイルが

例えば PtoP はどういうものなんですかと言った場

あって，普通は，それをダウンロードして使うのが一

合，例えば郵便を出しますよね。普通，手紙を出すと

般的なんです。右クリックして保存とかをやって，で

きは一旦ポストに入れます。入れた手紙は郵便局に運

すけれども，ナップスターの場合はそうじゃなくて，

んでいって，そこからまた配達するという形なんです。

ホームページ上に音楽のリストがあるんです。自分が

例えば回覧板の場合，自分でお隣の家に持っていきま

欲しい音楽をそこで探すんです。そこから直接ダウン

す。ですから，簡単に言えば，PtoP の仕組みは回覧

ロードするんじゃなくて，実は，そのリストは世界中

板の仕組み，どこかを経由せずに自分で持っていった

のユーザーさんが自分で登録をしてはるんです。だか

り，取りに行くという形のことを PtoP と言ってもい

ら，僕はこういうものを持っているよみたいなことで

いと思います。

す。登録されているものがホームページ上に全部出て

じゃ，コンピューターの世界で PtoP は一体何なん

いる。そこのサーバーには，音楽ファイルを登録する

ですかという話になるんですけれども，多分，皆さん，

んじゃなくて，自分はこんなものがあるよということ

パソコンをお使いになっていると思います。当然イン

だけを登録しておくんです。第三者が一たんリストを

ターネットもお使いだと思うんですけれども，一般的

見て，自分の欲しいものがあったら，そこのサーバー

に企業は販売管理ですとか生産管理ですとか，そうい

じゃなくて，それを登録した人のところに直接アクセ

うソフトは必ずと言っていいほどサーバーというもの

スをして，そこから音楽ファイルをもらうという仕組

があるんです。そこのサーバーに，いろんな会計の情

みなんです。ですので，ナップスターの場合は，一た

報ですとか，販売の情報ですとかというものが絶対

んサーバー用に自分の持っている音楽を登録すると

入っているんです。そこにパソコンをつないで，その

いう行為は PtoP じゃないんですけれども，その後で，

パソコンからサーバーに入っているデータを参照した

直接その音楽データをもらうときには PtoP の仕組み

り，サーバーにデータを登録したりするんです。一た

になっているというわけです。

ん登録されているデータを違う人がパソコンを使って

そういうソフトが，実は，1995 年あたりに，海外

そこから見るという形態が非常に多いというか，ほと

で学生さんがつくったコミュニティサイトというもの

んどそういう形態なんです。こういう形態は PtoP と

が発展して，ナップスターというものになったわけで

はあまり言わないんです。専門的な用語を言ってしま

す。ただし，ご存じのとおり，勝手にそんなことをさ

うと，CSS と言って，Client Server System と言うんで

せたら困ると，だから，ナップスターの仕組み自体は

す。これは PtoP じゃないんです。一方，そういうサー

いいんですけれども，交換するときに違法でコピーさ

バーを通さずに，同じネットワークの中で，A さん

れた音楽ファイルが勝手に交換できるということで，

と B さんのパソコンを直接つないで，A さんが B さ

これは著作権法に何か問題があるということで，裁判

んのパソコンから何かを得る，データをとるとか，実

になって，ナップスターはサイトを閉じたんです。一

際そういうことができるんです。そういう形態のこと

たん閉じたんですけれども，つい最近になって，有料

をコンピューターの世界で PtoP と言っているんです。

化ということで再開したんですけれども，結局，PtoP

ですので，PtoP と言った場合，大きなサーバーを基

の一番の問題点は，違法にコピーしたものを流通させ

本的には経由せずに，1 対 1 でデータのやりとりをす

ることができるということで，非常に問題になってい

ると，こういうものを PtoP だと言っております。

るということです。

じゃ，今，話題になっていますファイル交換ソフト

そういうサイトもあれば，もう一つ，有名なものに，

の話ですが，実は，PtoP という言葉が結構広まった

グヌーテラというものがあるんですけれども，ナップ

のは，皆さんもご存じだと思うんですけれども，ナッ

スターは，一たんサーバーに自分の持っているものを
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登録します。しかし，グヌーテラはそういうサーバー

ろが従来のソフトとは違うところかなと思います。

がなくて，ほんとうに，ネット上にあるパソコン同士

あと，PtoP は，ある意味，そういう著作権とかの

が PtoP で通信をして，例えば私がアメリカの何とか

話があったので，負のイメージがちょっとあるかなと

さんという方のパソコンの中をのぞいて，A さん，い

いう気がするんですけれども，技術的には非常にすば

い曲を持っているな，もらおうかなということが簡単

らしい技術だと思いますので，できればそういう負の

にできてしまうようなソフトなのです。Winny ですと

イメージを取り払って，いろんなところで使われたい

か，WinMX というソフトはこういう形式のものがずっ

なと思っています。

と受け継がれているということです。

ということで，私からは以上です。

一番問題になっているのは，確かに著作権というか，

松本

ありがとうございます。

そういうことなんですけれども，例えばナップスター

一，二点お聞きしたいんですけれども，ファイル交

は，よく考えてみると，仮にリストだけと違って，サー

換ソフトで流されるデータは，ネットにつながってい

バーに音楽ファイルを全部集めると何億曲というデー

る多数のコンピューターを通っていくということでよ

タになるのです。そんなのを 1 つのサーバーで管理は

ろしいのですか。

絶対できないんです。スーパーコンピューターとかを

坂田

グヌーテラ系のソフトは透過型とよく言って

使っていけばできるかもしれませんけれども，一般的

いるんですけれども，この場合は，簡単に言えば，グ

には，そういうことはできない。ですので，ファイル

ヌーテラ専用のプロトコルがありまして，それを使っ

のリストだけがあって，そして，実際のデータは，個々

て動的にリンクをつなげていくという形態です。です

のパソコンの中にあるということで分散化されるんで

ので，おっしゃるとおり，ネット上のパソコンが連鎖

す。だから，そういう意味からすれば，コンピューター

的につながっていくというイメージです。

の世界では，非常にすばらしいシステムなんです。あ

松本

違法コピーについて全然知らない人のパソ

れだけ多くのデータをそれほど大きなコンピューター

コンでもネットにつないでいると，だれかが違法コ

がなくても十分管理することができるということで，

ピーしようとしているファイルが自分のところのコン

あの仕組み自体は非常にいいんですけれども，ただ，

ピューターに一時的にコピーされて，それがまたどこ

交換するソフトに問題があるということで，問題に

かへ行くということになるのですか。

なっているということです。

坂田

あと，昨年から，いろいろ話題になっている Winny

そうですね。バケツのリレーというんですか，

そういう形です。

ということなんですけれども，この Winny の基本的

園田

な使い方というか，仕組みはグヌーテラのように，中

専門は刑法なので，著作権や技術的なことはよくわ

央にサーバーを置かないんです。どういうところが違

からないんですが，今の坂田先生のお話の関係で，ご

うかというと非常に匿名性が高いということなんで

質問なんですけれども，Winny は隣のだれとつながっ

す。違法なファイルを A さんからもらったよという

ているかは分かるんですか。

甲南法科大学院の園田といいます。

のがわかってしまうとまずいということで，だれから

坂田

誰とというのはわからない。

このファイルをもらったかが非常にわかりにくくなっ

園田

だれとというか，どのコンピューターとつな

ている，ほとんどわからないというところに 1 つ特徴

がっているのか……。

があるんです。
あと，今回，逮捕されたという事件までも発展して

坂田

コンピューター同士は IP でわかっています。

園田

ただ，問題は，それが最初に違法コピーをアッ

いるんですけれども，例えば自分が Winny を使う場合，

プロードした人なのか，単に中継している人なのかが

たくさんデータが欲しければ，自分もたくさん交換し

わからないということですね。それが匿名性の高さい

なければだめだよという仕組みなんです。だから，と

う意味であって，それから，交換されているファイル

るばかりはなかなかできにくい。たくさんファイルを

自体も暗号化されているので，どこから流れてきて，

交換して，Winny に貢献した人ほど，たくさんファイ

一体それが何なのかということもよくわからないという

ルをとることができるという仕組みもあるというとこ

ことで，非常に匿名性が高いと，そういうことですね。

Vol. 58

No. 3

－ 108 －

パテント 2005

Winny 座談会

坂田

そうですね。Winny の場合，階層構造的になっ

いったん，例えば MP3 に落とすと，それは

園田

ていて，初めにつながったやつが連鎖的にまた増殖して

私的利用の範囲ですよね。その MP3 のファイルを交

いくみたいな感じです。ですので，一番末端からとった

換するというのが触れるわけですか。

ファイルは全然どこのだれかはわからないと思います。
園田

宮脇先生，ダウンロードすること自体は，著

作権に触れないわけですか。
宮脇

宮脇

権利制限規定には，さらに例外がありまして，

私的使用のための複製でなされたものでも，その後で，
その複製物によって，著作物が公衆に提示された場合

多くの場合は触れないということになろうか

については，その時点で改めて複製があったとみなす

と思います。著作物をダウンロードした場合は，著作

という規定があります。例えばファイル交換ですと，

権法上は著作物の「複製」と評価されますので，原則，

私的複製したファイルをダウンロード可能にした時点

ダウンロードは著作権の効力の及ぶ行為になります。

で，複製がなされたとみなされることになります。そ

ただし，そのような行為であっても，著作権の権利制

の時点の複製については私的使用の範囲を超えていま

限規定に該当するものであれば，侵害は免れるという

すので，複製権侵害の例外の例外，すなわち原則に返っ

構造になっていまして，ダウンロードの場合は，私的

て侵害になるということになります。

使用のための複製という規定が著作権法 30 条にある

例 え ば CD-ROM に MP3 を 入 れ て， そ の

園田

わけですけれども，これに該当する場合は，著作権侵

CD-ROM を友達と交換するというのは構わないわけ

害にならないということになると思います。ユーザー

ですか。

が家庭内で自分で聞くためにするダウンロードについ

宮脇

ては，おそらく，ほとんどこれに該当するだろうと思

常は公衆に提示したことにならないと思われます。

います。
園田

園田
著作権法も私はよくわからないんですけれど

も，CD を買ってきますよね。それを例えば MP3 とか，

宮脇

そうすると，ネットワークでも，1 対 1 で，

A さんと B さんだけで MP3 を通信を介して交換して
いるというのはどうなんですか。

そういうのに変換して，個人的に自分のパソコンの中
に入れている。これは別に問題ないわけですよね。

それは構わないです。そのような場合は，通

宮脇

その場合，例えば A さんが私的使用のため

にダウンロードするということは私的複製に当たり侵

それも著作権法上では複製に該当しますの

害になりません。他方，A さんにあげるために，B さ

で，原則として権利が及ぶということになるんですけ

んが自分のパソコンの特定のフォルダに入れるという

れども，私的使用のための例外ということで許される

行為につきまして，これは送信可能化にはならないか

ということになります。

もしれませんが，複製には該当します。そして，この

園田

例えば CD を交換したりしますけれども，そ

れはどうなんですか。
宮脇

ような複製が私的使用のためと言えるかというと，お
そらく，そうでないということになりますので，こち

著作物を収めた物が移動する場合は，音楽コ

ンテンツを収めた物であれば「譲渡」とか「貸与」と

らのほうは複製権侵害になる可能性が高いと思われま
す。

いう行為が問題になりますし，映画コンテンツの場合
は「頒布」という行為が問題にになるわけです。譲渡

園田

メールに添付するという場合も同じですよ

ね。

権とか貸与権の場合，公衆に提供することが侵害とな

宮脇

はい，一緒だと思います。

る要件ですので，友達 1 人と交換するだけならそれ自

著作権は，権利の束と言われていまして，著作物に

体は問題ありません。またそもそも，譲渡については，

関する行為のうちで法に列挙された特定の行為が著作

一度適法に市場に拡布されたものについては，それ以

権の対象となっているのですが，その行為ごとによっ

降の譲渡行為については，譲渡権は及びません。頒布

て，原則と例外は違うわけです。なので，例えばリア

権にしましても，中古ゲームソフト事件の最高裁判決

ルな世界だと，1 回売った物については，それ以上そ

がありますので，DVD や CD のようなものについては，

の物を売ったりする行為に対して権利行使できないと

一度適法に市場に拡布されたものを譲渡する行為が侵

いう構造になっています。これは法律の条文上そう

害になるということはまずないと思います。

なっていますし，明文の規定がない場合は解釈でそう
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いうことにされています。つまり，物が転々とすると

者がいるわけですけれども，これの責任がどうかとい

いうリアルの社会での市場の流通は最大限尊重されて

うのが，今，一番議論されている問題なんだろうと思

いるわけです。他方，ネットワーク上で著作物が流通

います。先ほど言いましたように，著作権法は，著作

するということになりますと，これは必然的に複製を

物に関係する行為一般に権利が及ぶわけではなくて，

伴うことになりますから，譲渡権ではなく複製権が問

その中でも，複製ですとか，演奏ですとか，そういう

題になります。効果が同じようでも当てはまる権利が

著作権法に書かれてある行為をやった場合にだけ侵害

違ってくるんです。当てはまる権利が違うと，それに

になるという構造になっています。ファイル交換で，

対する例外も違ってきます。サイバースペースの流通

そのような行為をやっているのはだれかというと，そ

の場合，必然的に複製を伴うということで，非常に厄

れはユーザーなんです。だから，杓子定規に考えると，

介な問題が生じているのだろうと思います。

それをやっていない人は著作権侵害にならないという

松本 ファイル交換ソフトの内容の話から，民事法

ことになるわけですけれども，自分が直接著作物の利

の問題点まで進んでしまいましたが，民事法として著

用行為を行っていなくても，著作権侵害の責任をその

作権法，それから民法も絡むのでしょうけれども，ファ

者が負い得る場合があるんです。

イル交換ソフトについて，既にお話しいただいたとお

そのような例の典型は，カラオケのケースです。カ

りかもしれませんが，民事法の問題点の概観のお話を，

ラオケスナックで歌っているのは客で，歌う行為は著

宮脇先生にお願いしたいんですが。

作権法上は「演奏」に当たるわけですけれども，この

宮脇 先ほどからしゃべっておりますように，ファ

客の演奏はスナックがやっていることと同じだとし

イル交換を利用した人につきましては，内容が著作物

て，客の演奏行為についてスナックの著作権侵害責任

であって，それが権利者に無断で行われたのであれ

を肯定した有名な最高裁判決があります。

ば，ユーザーの行為については侵害になるわけです。

ファイル交換についても，坂田先生が先ほど言われ

なぜならば，さっきも言いましたように，複製をして

たナップスターのタイプのファイル交換行為について

いるからです。ダウンロードが仮に私的使用のための

は，サービス運営者に対して，その者自身が著作権侵

複製として許されるものであるとしても，アップロー

害を行っていると同視できるとして，差止め等を認め

ド，すなわち不特定人にダウンロード可能な状態にす

た判決があります。ファイルローグ事件というやつで

ることは許されない。つまり，アップロードしていれ

す。

ば，確実に著作権侵害に当たるということになります。

ですので，もし，その者が侵害行為やっていると解

アップロード行為については，複製権とは別に公衆送

釈で言えるという状況があれば，関与者でもこのよう

信権というものがありまして，その公衆送信権には，

に差止請求等を食らうということになりますし，また，

送信可能化権というものが含まれます。送信可能化と

その人がやっているとまではいえないけれども，他人

は，公衆の用に供するネットワークにつながっている

の侵害行為を幇助したとされるのであれば，これは，

媒体に著作物を複製するか，著作物を収めた媒体を公

幇助者として，民法上共同不法行為者とみなされます

衆の用に供されているネットワークにつなぐことです

ので，この場合も不法行為責任を負うということにな

ので，アップロードすると，複製権侵害とはまた別に

ります。共同不法行為の場合，通常は損害賠償請求の

公衆送信権侵害というものにも該当します。公衆送信

みが認められますが，幇助者に対しても差止めを認め

権については，その性質上，私的使用のための何とか

うるという見解もあります。このように，民事的には，

という例外はないんです。以上，2 つの理由から，ユー

直接利用行為をしていない人が，その行為者と同視さ

ザーの行為が著作権侵害に当たるというのはほぼ間違

れて，あるいはその者の幇助者として責任を負うこと

いないだろうと思います。

になるのかどうかということが問題になるのではない

現在，問題になっているのは，むしろ，そのユーザー

かと思います。

の行為に対して，いろんな貢献をしている人たちがい

松本

るわけです。ツールを提供しているとか，そういうサー

そうしましたら，民事法の問題について議論してい

ビスを運営しているとか，そういう関与している第三

ただいて，その後で刑事法の問題に入りたいと思いま
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す。

じことですので，それについては，おそらく，複製と

今，ご説明がありましたが，まず，複製権の関係
で，先ほど，Winny では交換されているファイルが暗

言える場合と言えない場合が出てくるんではないかと
思います。

号化されているというお話がありましが，暗号化され

園田

例えば音楽ソフトの場合，MP3 に変換する

たデータは，元の著作物の複製物になり複製権の侵害

と，データとしてはオリジナルとは違いますよね。そ

をしているものなのかどうかということも問題になる

れはどうなるんですか。

かと思うのですが。
宮脇

宮脇

複製であるためには，オリジナルと同一であ

おっしゃるとおりで，暗号化についてはそう

ることまでは必要ではなく，著作権の効力は，類似の

いう問題が考えられます。ただ，暗号化の場合，これ

範囲内まで及ぶとされています。創作的な表現が類似

は当然復号を予定して暗号化するわけです。暗号化さ

していれば，それは複製ということになると思います。

れたものだけを見れば，確かにそれは著作物でも何で

原形をとどめていない，聞き取れないような場合にな

もないわけですけれども，復号化されれば，著作物の

れば，これは著作権侵害にはならないと思いますけれ

表現がまた感得できるようになっているわけですか

ども，そうでない限りは，MP3 にしたとしても複製に

ら，そういう関係がある以上は，これは複製と考えて

なると思います。

よいのではないかと思います。おそらく，暗号は複製

松本

先ほど公衆送信権のお話をしていただいたの

の一種だというのは通説的な見解だろうと思います。

ですが，送信可能化を含む公衆送信権について，アッ

例えばデジタル化する行為にしましても，デジタル

プロードした段階で既に著作権の侵害だということな

データだけを見ても，人間は何のことかわからないわ

のですけれども，別に営業目的とするわけじゃなくて，

けで，それをプレーヤーで再生するなりの行為があっ

個人が私的にアップロードしてしまったという場合で

て初めて著作物の表現を味わうことができるわけです

も，それは侵害ということでよろしいんですね。

から，それと同じように考えればいいのではないかと

宮脇

はい。

思います。そう解しないと，アナログのものをデジタル

松本

送信可能化権について，複製権と違って，除

化する行為全般が複製にならなくなってしまいます。

外規定が設けられていないのはどういう趣旨なんで

ただ，問題は，ファイルが断片化されているような

しょうか。

場合ですね。
松本

宮脇

公衆送信という行為自体は，その名のとおり，

そうですね。次にお聞きしたいのですが，ファ

公衆に対して送信する行為が念頭に置かれていますの

イルが送られるときに，ファイル全体がまとまったも

で，そもそも，私的なものはあり得ないという立場に

のとして送られればよいのですが，情報量が多い場合

立っているんだろうと思われます。インターネットで

に，ファイルの一部ずつ分かれて送られる場合に，断

送信するという行為が出てきたときに，公衆送信とい

片化されたファイルの一部が複製物なのかという議論

う概念がそれまではなかったんですけれども，そうい

もあるかと思うのですが。

う上位概念がつくられて，インターネットでの送信行

宮脇

それが非常に問題でして，例えばユーザーの

為が放送や有線放送の仲間にされたのです。確かに，

アップロードしているフォルダを見るとそういうもの

おっしゃるように，インターネットの場合は，だれも

しかなかった場合には，それが何らかの方法でちゃん

見ないようなページに個人がアップロードしたりする

と復元できて，著作物のまとまりのある一部が再生で

ようなことも入ってくるわけですけれども，インター

きるのであれば，それで，もちろん，侵害と言い得る

ネットでやる場合は，公と私の区別の線引きがよくわ

んでしょうけれども，それも全く不可能で，他のどこ

からないので，ここまでは私的だという線引きが不可

かから寄せ集めたやつをかけ合わせて初めて著作物の

能じゃないかと思われます。だから，公衆の用に供す

表現が感得できるという構造になっていたとすると，

るネットワークにつながっているものに複製するか，

いまフォルダの中にあるファイルの断片自体は著作物

そういう複製したものをネットワークにつなげた以上

でも何でもないわけです。例えて言うなら，粉々にさ

は，全部公衆送信送信されるものと擬制すると，そう

れた彫刻の破片が著作物かと言っているようなのと同

いうことにせざるを得なかったんだろうと思います。
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松本 ファイル交換ソフトに関係する日本の民事事

性を考慮している点では，最高裁判決を踏襲している

件としては，先ほどご説明いただいたファイルローグ

のですが，これらにプラスして，サービスの性質も加

事件があるのですが，これはどういう理論で著作権侵

えて判断されているというところが最高裁判決と違う

害を認めたということになるんでしょうか。

点ではあります。

宮脇 この事件はファイルローグというサービスの

松本

運営者が著作権侵害者といえるかが問題になったもの
です。運営者は，直接に複製や公衆送信を行っている

ありがとうございます。

今の判決の議論については，園田先生は，何かご意
見はございますでしょうか。

のではなくて，だれがどのファイルを持っているかと

園田

私は，民事がよくわからないので，ああ，そ

いうリストをサーバーに置いていたにすぎないので

うなんですかという感じなんですけれども，民事の場

す。ユーザーは，そのリストを参照して，ユーザー自

合は，要するに，何か損害があって，その損害をどう

身で複製や公衆送信を行うという構造だったわけです

いうふうに分配するかということですよね。

けれども，判決は，結論としては，ユーザーの行為を

宮脇

ただ，差止請求が問題となる場合はそうとも

運営者の行為と同視できるということで，差止め等の

いえません。損害賠償の場合は，侵害を直接やってい

請求を認めています。そのような結論に至る理屈とし

るのが運営者側であろうがなかろうが，幇助者でも共

ては，先ほどのカラオケの事件で，最高裁が示した判

同不法行為責任で損害賠償を認められるわけですから

断枠組みに似た判断枠組みを採用しています。

問題ないわけですけれども，差止請求は，著作権侵害

最高裁のカラオケの判決においては，まず，カラオ

している人に対してでないとできないというのが一般

ケスナックが客の歌唱を管理・支配していることと，

的な考えですので，半ば無理やりその人がやっている

カラオケスナックが営業上の利益の増大を意図してい

ことにすると，そういう解釈論がなされているんです。

るという 2 つのことを言って行為主体性を認めている

松本

今のご説明では，ファイルローグが現実に広

わけですけれども，ファイルローグ事件もこのような

告収入を得ていたという理由で，営業上の利益が認定

判断構造は基本的に踏襲しているものと思われます。

されたということでよろしいのですか。

つまり，被告はユーザーの行為を管理・支配していて，

宮脇

実際に広告収入を得ているかどうかまでは，

しかも，被告の行為には利益性があるといっています。

どうだったか忘れてしまったんですけれども，とにか

ここでいう営業上の利益は，被告ウェブサイトへのア

く言えることは，例えばカラオケスナックが客をカラ

クセス数が増えると，サイトの広告媒体としての価値

オケで歌わせる行為よりははるかに利益性の薄い状況

が上がるとか，そういうレベルのものです。管理・支

を持って，利益性があると言っているというところが

配というものも，例えばカラオケスナックが客の歌唱

注目されるんだろうと思います。

を管理しているかも，ちょっと疑問がある方もいるか

松本

裁判所の価値判断ということになるのでしょ

と思われますが，ファイルローグの場合は，それより

うけれども，こういう状況では，差止めを認めるべき

もさらに管理・支配性は薄いわけです。ただ，東京地

だという結論に至り，その結論を支持する理屈づけと

裁は，もうひとつの判断要素としてサービスの性質と

してカラオケ法理という最高裁の理論を持ってきたと

いうものも考慮されるんだと言っています。これはカ

いうことなのでしょうか。

ラオケ判決では言及されていない判断要素でして，そ

宮脇

そうですね。直接問題となっているのが，不

こで東京地裁が考慮しているのは，ユーザーの行為は

特定多数の者の行為であって，その上流の者をとめれ

著作権侵害で，そういう侵害をさせているサービスで

ば全部とまるという状況はカラオケと似ているわけで

あるということですとか，運営者はそれを充分予想し

す。ファイルローグの場合，不特定多数の利用者を特

つつサービスを開始したという事情です。つまり，サー

定して訴えるよりも，運営者をやればもとが断たれて，

ビスの性質と管理・支配性と営業上の利益と，この 3

利用者の行為が全部とまるわけです。なので，価値判

つの要素を勘案して，ファイルローグが侵害者である

断としては，どっちをとめるのがいいかというと，そ

という結論をしています。

れは運営者のほうになるんだろうと思われますけれど

要するに，基本的には，営業上の利益と管理・支配
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いう理屈を用いているということなんでしょうね。
松本

実は，刑法学にとっては非常に大きな事件だと私は

例えば，ファイルローグのような立場の主体

思っています。といいますのは，ネットワークを利用

が，適法なサービスも行っているとか，料金を取って

したいろんな違法行為は，90 年代の終わりぐらいか

ファイルを渡しているとか，そういうサービスをやっ

ら非常に目立ってきています。ところが最初は，坂田

ていた場合でも同じように判断されるものでしょう

先生がおっしゃったように，一般的には，クライアン

か。

トサーバー型ということで，2 つの階層を持ったコン

宮脇

ほんとうに，著作権者から許諾を得たソフト

ピューターがネットの中に存在していて，違法情報も

だけがほとんど流れていて，ちゃんと課金もしている，

合法的な情報もサーバーに集まっていくわけです。そ

そういう中で，ごくわずかな人たちが管理体制を抜け

ういう理解で一応正しいですね。

て著作権侵害行為をやってしまったという場合につい

宮脇

ええ，そうです。

ては，その行為については，運営者側は管理も支配も

園田

合法的な情報も違法な情報も，すべてサー

していないですし，サービスの性質としても，利用者

バーを経由して伝達されていくんです。だから，コン

に侵害をさせるためのサービスとは言えないというこ

トロール，あるいは規制という問題の場合に，刑法で

となので，東京地裁の理論によっても，侵害主体性は

議論してきましたのは，有害情報規制も，プロバイ

否定されるんだろうと思われます。

ダーに対する規制ということを中心に議論してきたん

松本

ありがとうございます。

です。だから，具体的には，プロバイダーのサーバー

今のファイルローグ事件の関係で，坂田先生は，こ

が，例えば国内にあるのか，あるいは国外にあるのか

の判決の判断についてのご意見なり，感想はございま

ということで，法の適用が違ってくる。それとほかに

すか。

は，プロバイダーは電気通信事業者ですから，電気通

坂田

判決については，私は専門外なんですけれど

信事業者に課せられている守秘義務と犯罪の捜査の問

も，例えば自分のホームページがありますよね。あそ

題とか，その辺がバッティングするということで，非

こに違法した音楽ファイルをアップロードするという

常に深刻な議論がなされてきたわけです。

のは，こんなのは技術的には簡単なんです。例えば私

まず，ポルノ画像をめぐる議論もプロバイダーに対

が自分のホームページにコピーしたやつをアップロー

する規制ということで問題になりました。ところが，

ドしたと。ナップスターに比べれば全然知名度がない

Winny のようなソフトが出てきて，プロバイダーを介

んですけれども，1 ヵ月に数百というアクセスがある

さずに違法なコピーが直接やりとりされるということ

という場合は，これも違法行為になると思うんですけ

で，従来，刑法で積み上げてきた違法情報の規制とい

れども，ホームページをつくるソフトが幇助の行為に

う原理は，根底から考え直さなければならない。そう

なるのかとか，そういう単純な疑問があるんですけれ

いう事態になったということです。これが，Winny が

ども。

非常に大きな問題であるということの 1 つなんです。

宮脇

それだけでは当然ならない。それは刑事的に

それから，Winny じたいに関して今度お話しします

はもちろん，民事的にもそれはならないです。ホーム

と，Winny の開発者が幇助ということで摘発されたわ

ページを作成するツールをつくった人が，そのこと自

けなんですが，公訴事実を見ますと，Winny が違法

体で法的責任を問われるということはないのではない

コピーの交換に使われるということを知りながら―

でしょうか。

―どの程度知っていたかというのは問題なんですけ

坂田

じゃ，PtoP ソフトの幇助の話で，同じソフ

れども――そういうツールを提供したことが幇助に

トをつくっている人間が，PtoP ソフトが幇助になっ

なったと，いうことで起訴されているんです。つまり，

て，ホームページをつくるソフトが何で違うのと，単

Winny を開発すること自体は何ら犯罪ではなくて，そ

純な疑問なんですけど。

れをネットワークを介して，不特定多数の者に提供し

宮脇

それは，園田先生にお答えいただいたほうが

たのが犯罪だと言うんです。

いいかもしれませんけれども。
園田

それから，もう一つは，開発者自身は，現実に違法

今のを含めてですけれども，Winny の事件は，
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思を連絡している，通謀しているという事実もない

争議行為を「あおる」という罪があります。争議行為

んです。このような 2 つの事実，これを前提にして，

自体については，刑罰はないんだけれども，それをあ

Winny の犯罪性というものを議論しないといけないん

おる，たきつけるということ，そういう行為は社会的

です。

な影響が大きいというので，犯罪として処罰されてい

何が問題になっているかと言いますと，違法コピー

ます。

に使われるということを知りながら，それ自体は合法

Winny の開発者自身に具体的に違法コピーの交換を

なツールをそこへ提供したと，これが幇助になるかど

あおるような言動があったのかどうかはわかりません

うかということなんです。幇助という概念は，非常に

が，もし，そういうふうなことをやっていたとすれば，

広いんです。幇助は，他人の犯罪行為を援助するとい

これは，まさに，一般的には，違法行為のあおりにな

うことですが，援助の方法には 2 つあって，物理的な

るんじゃないかと思います。あおりは幇助ではありま

方法で援助するという場合と心理的な方法で援助する

せん。幇助の前段階です。幇助は，具体的にこういう

という場合，物理的な方法は，例えば逃走のための自

ことをすれば，相手がこんなことをして，こういう結

動車をあらかじめ貸すとか，殺人のためのピストルを

果が起きるという，ある程度の因果関係の認識が要り

あらかじめ貸すとか，そういう物理的な方法での援助

ます。しかし，あおりはその前段階なんです。一般的に，

と，精神的な援助，これは犯罪を犯すにあたって激励

たきつけるということですから，Winny の開発者が

するとか，あるいは犯罪の具体的な方法について教え

行ったことは，まさにこれであって，Winny のツール

るとか，そういう心理的な面での援助，この 2 つが幇

を開発して，違法コピーの横行をたきつけたと。とこ

助になります。要するに，何らかの意味で犯罪に役立

ろが，著作権法には，そういうあおり罪という規定は

てばよろしいということですね。特に問題になるのが，

ありません。しかし，被害は現実には大きいと。そこ

心理的な幇助なんです。物理的な幇助の場合は，例え

で，おあり行為を処罰する規定がないので，検察は，幇

ば A が貸したこのピストルを持って B が C を殺害し

助という規定を持ってきたんではないかと思うんです。

た場合，このピストルで殺害したということで，因果

これは，新聞報道からですが，幇助ということを適

関係がはっきりしていますので，刑法的な責任を問う

用する根拠で，1 つ，こういう判例を京都府警は上げ

場合も問いやすい，つまり明確なんです。ところが，

ています。オービス 2 という機械があります。速度違

心理的な幇助の場合は，激励するだけで幇助になると

反の自動監視装置ですが，違反車両を前から写真を撮

いうことで，限界が非常にあいまいになる。範囲が広

るわけです。そこで被告人は，前のナンバープレート

がるおそれがあるんです。それがまさに Winny で問

を隠すナンバープレートを作った。光が乱反射してナ

題になっているわけです。つまり，ソフト開発は客観

ンバープレートが写らないようにする。これは違法な

的には合法な行為なんだけれども，そのツールを提供

ナンバープレートなんでが，被告人を道路交通法違反

したことが幇助になるかどうか，犯罪性を帯びるかど

の幇助で処罰した判例があって，これを引用している

うかということです。ここが裁判で一番の争点になっ

んです。つまり，このナンバープレートを開発した人

ています。まだ裁判中ですので，事実認定がどうなる

は，どこのだれがそれをつけて，どこを走るかという

かよくわからないんですが，インターネットの中では

ことは全くわからない。実際にそれを使って走る人と

違法コピーが横行しているというのは，これは，いわ

も通謀していませんが，これが違法行為に使われると

ば常識ですから，開発者自身も，ある程度自分の開発

いうことは認識しています。しかし，この判決の事案

したツールが違法コピーの交換に使われるということ

と Winny は，決定的に違うと私は思うんです。つま

を認識していたというのは間違いないと思うんです。

り，今のナンバープレートの場合は，そういうナンバー

しかし，その程度の認識で，果たして，犯罪としての

プレートをつくること自体が違法ですが，Winny の場

責任が問えるかどうかということがまさに問題になっ

合は，Winny をつくること自体は適法だと言っている

ているということです。これを幇助にするというのは

わけで，その辺が事実としては違うんじゃないかと。

ちょっと難しいんじゃないかと私は思っています。た

だから，先例にはなり得ないんじゃないかと思うんで

とえば国家公務員法とか地方公務員法には，公務員の

す。問題は，合法的なもの，例えば料理に使う普通の
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包丁のようなもの，そういうものをつくって売った，

宮脇

私もそのように思います。ソフトについて，

それを使ってだれかが殺人した場合に，それは殺人の

そのソフトがあるということそれ自体で，何らかの法

幇助になるかと，一般的に言えば，極端なことを言え

的責任を問われるということはないんではないかと思

ば，そういうレベルの問題になるんじゃないかと思い

います。

ます。
松本

先ほど言い忘れたので補足しますけれども，ときめ
ありがとうございました。

きメモリアル事件という事件がありまして，これは，

先ほど，Winny 自体は違法なものじゃないと検察も

ときめきメモリアルというゲーム用のデータを入れた

そう主張しているようで，園田先生のお話でも出てき

メモリーカードを販売する行為が問題になったわけで

ましたが，Winny というソフトが違法なファイル交換

すけれども，そこに入っているデータを使うと，恋愛

のために使われている場合に，このソフト自体が違法

シミュレーションゲームで，主人公の持っている能力

なものだという考え方はできないのでしょうか。

値があり得ない高数値になり，ゲームの進行が本来予

園田

Winny 自体がですか。

定されていたものと違うものになるんです。こうやっ

松本

ええ。そのような使われ方が普通とすると違

てゲームのストーリーを予定された範囲外のものに変

法な使用目的のためにつくられたものだという考え方

えること自体は，これは著作者人格権（同一性保持権）

は，難しいのでしょうか。

というものの侵害だと最高裁はいいました。ただし，

園田

これは，Winny 自体は汎用性がありますので，

侵害しているのは，ユーザーです。問題になったのは，

それを違法と見るということになると，Windows 自体

メモリーカードを輸入している者になるわけですけれ

も違法になってくるし，例えば日本の自動車は百八十

ども，その人も不法行為責任を負うと判示しているん

何キロまで速度が出るわけですけれども，明らかにそ

です。そのような責任を肯定するに際して，最高裁は，

れはスピード違反ですよね。そういうものをつくるこ

問題のメモリーカードが専ら侵害に使われるものであ

と自体，違法になりかねないし，それから，ビデオデッ

るということ，販売者はそのカードがそういうふうに

キも違法になってしまうおそれもあるんじゃないかと

使われることを意図して流通に置いたということ，こ

思います。

の 2 つを述べているんです。つまり，専ら侵害するこ

サイバー犯罪条約という条約がありまして，日本も

とだけではだめで，プラスして，さらにこれを誰かが

署名して批准しようとしているわけですがその中で，

使って侵害行為を行うことを意図して流通に置いたと

違法なソフトの作成を犯罪化しようという条項があり

いうことまでしないと，責任は発生しないと言ってい

ます。しかし，何を持って違法と見るかということが

るように読めます。だから，そういうことを考えても，

はっきりしないんです。サイバー犯罪条約の中でも，

おそらく，それが侵害に必須のツールだというだけで

その条項が一番問題になっているわけです。開発者の

は，これまでの判例に照らしても，刑事的にはもちろ

主観というものを入れないと私は判断できないんじゃ

んだと思われますけれども，民事的にもそれだけで責

ないかと。客観的に，そのソフトだけ見て，それが違

任を問われるということはないのではないかと思いま

法だという判断はできないんじゃないかと思います。

す。

坂田

ソフト自体が違法になってしまうと，システ

ム開発の視点からいくと，新しい技術は絶対に進歩し

松本

被告は，刑事的にも処罰される可能性はあるのですか。

ないんです。多分そう思います。PtoP のソフトでも，
すばらしい技術がいっぱいあるんですけれども，あれ

そうすると，今のときめきメモリアル事件の

宮脇

当たるとしたら，幇助しか考えられないんで

すけれども，果たしてそれは幇助になりますかね。

がすべて違法だと言われてしまうと，おそらく，ソフ

松本

ツール自体が違法なものなんですね。だれが

ト開発は終わるなという感じがします。ですから，多

使うかわからないけど売っていて，買った人はそうい

分そういうことはないと思うんですけど，そんな感じ

う使い方しかないということがわかっていて売ってい

がしました。

る場合なんですね。

松本

今の園田先生のお話について，宮脇先生にご

意見をおききしたいのですが。
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製造・販売するのは違法ですよね。それをわかって，

したように，Winny 自体は適法であると警察も，言っ

ピストルをつくって販売したと。だれかがそれで殺人

ているので，客観的には通常のソフト開発と異ならず，

を犯した場合，殺人の幇助になるかというと，これは

またさらに，合法なツールを提供するのがなぜ違法に

ならないんです。どこのだれというのがわからないと

なるのかということなんです。そこが一番説明として

幇助にはならないんです。ですから，ピストルの製造・

難しいところかと思います。それは，刑法学では，日

販売に独立の処罰するわけなんです。共犯として処罰

常的行為による幇助ということで，以前から議論はあ

されるためには，そういう厳密な要件が必要になって

りました。日常的な行為による幇助ということで，客

くるんです。全く責任を問われないということはない

観的には，普通の業務形態の行為が行われているんだ

と思いますけど。だから，そういう規定がある場合に

けれども，それが犯罪に役立っている場合があると認

限ってです。

識しながら，それを行なった場合に，それが幇助にな

宮脇 今のメモリーカードの件ですが，最高裁は専

るかどうか。例えばタクシーの運転をしていてお客さ

ら著作者人格権の侵害に使われると言っているんです

んが乗り込んできたとします。それで「実は，今から

けれども，これは，ほかの使い方をしようと思えばで

あそこの銀行に強盗に行くのて，そこまで乗せていっ

きないことはないわけです。自分で遊んだデータを入

てくれ」と客が言って，それを承知の上でタクシーを

れれるはずですから，そういう意味では，「専ら」と

そこまで走らせた。客観的には，普通の日常的に行わ

いうのは，厳密な意味では違うんですけれども，この

れている業務なんですが，これが強盗の幇助になるの

場合は，おそらく，ほかの使用は現実的でなくて，そ

は間違いありません。さらに客が乗ってきて，何か後

のために買う人はいないだろうという意味では専らと

ろで強盗の相談をしている，ひょっとしたら，これは

言えるので，最高裁はそう言っているんだと思われま

銀行強盗かもしれないと，はっきりはわからないんだ

すけれども，Winny のような場合については，ほかの

けど，ひょっとしたら，強盗かもしれないということ

利用方法もかなり現実的なわけです。掲示板のような

で，その銀行まで連れて行ったと。これが強盗の幇助

機能もついていて，それもちゃんと使われているとい

になるかどうかは議論する余地はあります。さっきも

うことになると，これも，おそらく，Winny の実態に

言いましたように，幇助犯は非常に広い概念になって

含めて考えないといけないだろうと思われますけれど

いますので，そういう未必的な認識であっても，幇助

も，そうすると，最高裁の基準にとっても「専ら」と

の故意としては十分であるというのが判例なんです

は言えないと思われます。あとは，開発した人にどれ

が，私なんかは，客観的に日常の行為，合法的な客観

だけ主観的な悪性が認められるかというところなんで

的な行為が行われている場合には，そういう未必的な

すけれども，彼が流通に置いたのかということも明ら

認識ではなくて，確定的な認識がないと責任は問え

かじゃないですし，それを考えていると，民事的にも

ないんじゃないかと思っています。そういう意味で，

幇助になるかどうかは，なかなか難しいのかなと思い

Winny の争点は，開発者がどの程度の主観内容であっ

ますけれども。

たのかということも一番の争点になるんじゃないかと

松本

刑事事件の関係では，最近，Winny の関係で

思っています。

何件か有罪判決が出ているようで，近いところでは，

宮脇

今おっしゃられたことに関する質問なんで

昨年の 11 月 30 日に，京都地裁で，Winny を使って映

すけれども，今おっしゃられた理論では，おそらく，

画を送信していた者に懲役 1 年，執行猶予がついてい

Winny を開発してバージョンアップするなどの一連の

たということなんですが，そういう判決が出ておりま

行為が通常の業務だとしているところで，ほぼ決着が

すけれども，実際に Winny を使ってファイル交換を

ついているのではないかと思われます。確かに，ソフ

していた人が有罪というのは，これについては特に争

トを開発すること自体は，おそらく，彼の通常の業務

う余地がないということでよろしいのでしょうか。

だととらえられると思われますけれども，もっとやっ

園田 多分，それは問題はないかなと私は思います。

ていることを具体的に見ていくと，ああいうソフトを

犯罪の成立については異論はないかと思うんですけれ

開発して，しかも，2 ちゃんねるでやりとりしながら

ども，問題は，開発者，特にそれは，さっきも言いま

することが通常の業務かというと，そこまで見ていく
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と外れていくんじゃないかと思われますけれども，そ
れはどのように考えられるんですか。
園田

坂田

ソフトの場合，例えばオープンソースにして

みると，自分でカスタマイズをかけられますよね。例

まず，第 1 は，2 ちゃんねるでかなり発言し

えば，従来，ハッキングをする目的と違っても，自分

たということなんですが，それは立証されていないの

でカスタマイズをかけて，ハッキングができるように

で，よくわかりません。仮にそういう犯罪に使われる

しちゃうとか，そんなこともできるんです。初めのソ

ことがわかっていても，そういうものを開発していく

フトをつくった人間はどうなるねんとか，そういうと

というのは，正当な業務の範囲内だと私は思います。

ころがすごく気になります。

PtoP の技術は汎用性がありますので，例えば，犯罪

どっちにしても，おっしゃるとおり，初めから違法

や自殺に使われるのをある程度承知のうえで，睡眠薬

目的でつくっている人はあまりいないかもしれません

を製造・販売するようなものとどこが違うのかという

けれども，結果として，それがハッキングに使えると

ことです。

いうソフトはごまんとありますから，それを全部違法

以前，ちょっと事案は違うんですが，FL マスク事

だと言ってしまうと，先ほどの話じゃないですけど，

件という事件がありました。FL マスクは，わいせつ

全然ソフトがつくれなくなってしまうなという気がし

画像にモザイクをかけるソフトですが，ユーザーがそ

ます。

れを使うとモザイクが外れる。そこで，ある人が FL

松本

今，その議論にある違法なソフトいう場合の

マスクを開発した人と相互にリンクを張って，自分の

違法は，例えば日本で言えば著作権法違反と，こうい

ホームページに FL マスクでモザイクをかけたわいせ

う趣旨でよろしいんですか。それとも，いろんな法律

つ画像をアップロードしていた。それで，FL マスク

に違反しているとか，そういうことがあるんでしょう

の開発者が幇助犯の責任を問われた事件があるんです

か。違法なソフトというのはどういう……。

が，この事件ですら，FL マスクの開発自体について

園田

必ずしも著作権法には限りません。

は，何ら問題になっていないんです。FL マスクはシェ

松本

わいせつであれば，例えば刑法違反のソフト

アウエアだったんですが，それを開発して，ユーザー

とか，そういうことがあるわけですか。

からお金を受け取るということについても，これは普

園田

ハッキングツールもそうです。

通のシェアウエアの開発と変わらないと，そこは問題

松本

ハッキングツールは，それは何法違反という

になっていない。それを刑法 175 条のわいせつとか公

ことに？

然陳列の正犯と相互にリンクしているので，この相互

園田

リンクが幇助に当たると，そういう判断なんです。

不正アクセス禁止法。それから，不正アクセ

ス禁止法以外にも，刑法上の電磁的記録不正作出とか，

ですから，さっきも言いましたように，サイバー犯

電磁的記録毀棄罪とか，不正に侵入してファイルを書

罪条約でも，そういう悪意あるソフトの開発，これを

きかえてしまうとか消してしまうとか，あるいはバッ

犯罪化しましょうと，いう提案がなされているんです

クドアをつくるソフトとか，いろんなものがあります。

が，それはほんとうに認定できるのかどうかです。そ
の辺は非常に問題じゃないかと私は思いますけれど

松本

がですか。

も。客観的に，だれが見ても，これは違法なソフトな
んだということが言えるのかどうかです。

この点に関しては，宮脇先生のご意見はいか

宮脇

著作権の世界で違法なソフトというと，普通

は，違法にコピーされたソフトですよね。人まねでな

例えばハッキングツールにしても，これはいろんな

く作られたソフト自体が違法というのは，著作権の世

使い方ができるわけで，ほんとうにそれが違法なソフ

界では実はないんです。あるソフトで違法なことをし

トなのかどうかということです。それを坂田先生にお

ている人がいるというときに，一般的には，そういう

聞きしたいんですけれども，例えばハッキングツール

のも含めて違法なソフトと言われることがあるんだろ

でも，システムの検査にも使うわけでしょう。

うとは思われますけれども。

坂田

そうですね。

園田

だから，客観的に見ると，それは違法なソフ

トなんだと言えるかどうかです。
パテント 2005
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問題についてはいかがでしょうか。

宮脇

園田 私は，憲法の専門家ではないんですけれども，

原則として，それが複製とかそういう行為に

入ってしまうと，著作権の及ぶ行為になります。日本

ご承知のように，日本は自由な情報の流れの上にいろ

の著作権法は，権利制限は限定列挙されていまして，

んな制度が乗っかっている社会ですから，いろんな自

そこに書いてある行為にはまらなければ侵害になると

由な意見表明は保障されないといけない。ある人が，

いう構造です。そうなっていますので，たとえ目的自

今の著作権制度は問題であると，著作権なんていう権

体が公益的なものであったとしても，著作権法にその

利を認めるのはけしからんという考えを持っていて，

例外が書いていない場合にはどうしようもないという

それを意見表明するというのも自由だと思います。こ

ことがあります。現行法上で何とか努力するとします

れは憲法上認められた表現の自由だと思うんです。仮

と，1 つは，引用の規定を使うというのがあります。

に Winny の著者がそういう思想を持っていて，それ

引用の場合は，これはあらゆる利用が対象になってい

はよくわかりませんけど，仮にそういう思想を持って

るので，一般条項とまではいかないですけど，かなり

いて，現在の著作権制度を無効にするような目的でこ

広いので，公益的な利用についてカバーできる可能性

ういうソフトをつくったとしても，ご承知のように，

があります。ただ，引用に合致するためには，まず公

ソフト自体は著作物ですから，そこにいろんな思想を

正な慣行があるということが要件になっていますの

込めようと，これは，憲法の基本的人権の範囲内にあ

で，そのような前例が存在しないような新しい行為に

ることではないだろうかと私は思うんです。ただ，そ

対して対応できるかという点は疑問です。

れを確定的な故意を持って他人の犯罪に提供する，こ

あと，最後の手段としては，権利濫用の法理を使う

れは犯罪です。これは犯罪なんだけれども，問題は，

ということが考えられます。権利者の権利行使という

不確定な認識のままで，それを提供することが犯罪と

ものが，公益的な些細な利用をやめさせためになされ

できるかどうかという点に，Winny の問題点があると

ているというのであれば，ごく例外的には権利濫用と

私は思います。

されることもあり得るかとは思いますけれども，おっ

松本 今の点につきまして，宮脇先生，いかがです
か。

しゃったように，日本にはアメリカで言うようなフェ
アユース，つまり行為の実質を見てフェアであれば許

宮脇 園田先生のおっしゃるとおりかと私は思われ

すという規定はなくて，あくまでも，行為の外形です

ますけれども，おそらく，今回，例えば Winny の事

とか，目的がどうとかというだけで，実質，それがど

件で問題とされている行為にしても，個々の行為をと

うなのかということは問わない方式になっていますの

ると，それだけで罰するというのであれば，これは

で，それはそれで当事者の予測可能性は高まるので，

明らかに表現の自由に反すると思われます。開発する

よい点はあるんですけれども，柔軟に運用できないと

こともそうですし，バージョンアップすることもそう

いうデメリットもあります。

でしょうし，あるいはそのことについて掲示板で話し

松本

ありがとうございます。

合うということ自体も，一つ一つは守られるべき表現

刑罰の関係で，法定刑として最高限度の刑罰が懲役

行為であって，それだけとって違法だということは，

3 年は重いのかなという感じがするんですけど，その

あり得ないんじゃないかと思われます。このような 1

辺の感覚としてはいかがでしょうか。

個 1 個適法な行為が全部一緒になって，全体として違

園田

著作権違反の犯罪行為については，私はよく

法な行為となるかどうかという問題なのかなとは思いま

わかりませんが，一般的にはこの種の行為で 3 年はか

す。

なり重いだろうと思いますけれども。

松本

表現の自由の問題では，日本の著作権法で，

フェアユースのような法理が認められておらず，法律

松本

宮脇先生，いかがですか。

宮脇

著作権侵害者は，伝統的には海賊版をつくる

上規定がないわけですけれども，一般の人が他人の著

人たちで，それには設備が必要であったわけです。だ

作物を議論のための道具として使い，それを公衆に送

から，そういう設備を買って，何万枚も CD をプレス

信するということになると，著作権侵害の可能性はあ

して，違法ソフトを売りさばいていた人が著作権侵害

るわけですか。

罪になっていたわけです。現在では，一般のパソコン
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を持っているだけの人がそういうことになるんです。

Winny とは直接関係ありませんが，この間の青色発光

つまり，著作権侵害自体がものすごく身近な行為に

ダイオードの民事裁判で 8 億円ですね。この評価は低

なって，やろうと思えばだれでもできてしまう，しか

いと思います。あの金銭的な評価は低いと私は思うん

も，ばれないと言われているということがあるので，

です。刑罰という厳しい制裁で著作権を守っていくと

本来ならば，暴力団関係の業者のような者が念頭に置

いう流れと，他方で，知的なものに対する経済的な評

かれていた罰則がものすごく身近になってきていると

価が低いような流れがあるように思うんですけど，そ

いう，恐ろしい状況になっています。

の辺はどうなんでしょう？

松本

その前にも，たしか Winny を使った高校生

宮脇

そういう創作をした人を評価しなければなら

に懲役 1 年の判決が出たようですが，高校生がおもし

ないのはもちろんですけれども，青色発光ダイオード

ろ半分にと言ったら，これは不謹慎なのかもしれませ

の職務発明の問題は，そのような創作行為に対して，

んけれども，そういうこともやりかねない，コンピュー

だれがどの程度貢献したのかという事実認定のレベル

ターをいじっていたら著作権侵害行為をしたというこ

で，結論が分かれてくる話なのだろうと思われます。

とで懲役 1 年は非常に重いなと，こんな感じもしたの

つまり，青色発光ダイオードの発明に至るまでに，企

ですが。

業はどれだけ設備等を提供して，貢献したかというの

園田

デジタルは，基本的には，オリジナルとコピー

があって，新聞を読むところによると，その点で東京

の区別がないですよね。これから，どんどんどんどん

高裁は発明者に非常に厳しく判断したというところが

いろんな情報というか，知的な財産がデジタル化され

あるようです。

ていくと思うんですけど，そういう流れの中で，処罰

確かに権利侵害に対しては厳しくなっているのは事

していって，そういう知的なものを守っていくという

実ですけれども，他方で，知的創作物を生む人を増や

やり方，私は素人ですけど，そういう発想はどこまで

すことについては，即効性のあるような施策はよくわ

通用するのかなと，そういうのがあるんですが，その

からないんでしょうね。今，知財戦略とかコンテンツ

辺はどうなんでしょう？

振興とかでいろいろやっていますけれども，厳罰化は

宮脇

それは，私も思います。確かに教育は要ると

そのための施策としてはものすごくわかりやすいもの

は思われます。デジタル情報を使う，自分も発信する

です。しかし，創作の奨励のほうは，そのようなわか

となると，一般人を教育する必要があるとは思われま

りやすい，即効性のありそうな解決策というものは，

すけれども，そのために，必ずしも懲役刑を科すとか，

よくわからない，どうしてもここはわからないという

やったらこういう怖い目に遭うよということが有効か

ことになってくるんではないかなという気がいたしま

というと，私はそうは思えないんです。

すけれども。

話は外れるのかもしれないですけど，今，著作権教

松本

その点に関して，特許権の侵害の場合に刑事

育が必要だと言われているんですけれども，それはと

罰ということは，あまり私も知らないんですけれど

もすれば，複製はやめなさい，犯罪になりますと，子

も，著作権の場合，今まででしたら，海賊版を販売

供に教えればよいのだというところにいきがちです

する行為に対しては，刑罰が適用されていることは，

が，しかし，そもそも教育というものをよく考えてみ

みんなの理解が得られやすいという面もあると思い

たら，先生が黒板に書くことを写すことから始まるわ

ます。それから，今のように，ネットワークというこ

けです。複製のすばらしさを教えずに，複製はやめな

とになってしまうと，元締めというか，そういうとこ

さい，というだけでは，なかなか，コンテンツをつく

ろを抑えられない状況になり，しかも，個人個人に民

る創造性のある人が伸びてこないんじゃないかなとい

事的な賠償請求と言っても，ほとんど費用倒れになる

う感想は持っているんですけれども。

ような状況で抑止力としては，刑罰しか考えられない

園田

全然関係ないかもしれませんけど，刑罰を

のかなという事情があるのかなと，推測なんですが，

使って，著作権，知的なものを守るという流れが一方

そういう感じがするんですけれども，その辺はいかが

にあると思うんです。つまり，知的な財産を刑罰を背

ですか。

景にして守っていくという流れと，他方で，これは

宮脇
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たプロの海賊版をつくる人たちの行為とそうでない人

す。つまり，あれもこれも権利者が持っていて，さら

の行為の違いはもう一つあって，プロの人は金もうけ

にまたあれもこれももらえるという状況になっていく

のためにやるわけです。だから，海賊版を売るわけで

のは，確かに私も傍観していて抵抗を覚えるところは

す。ところが，今，インターネットで横行しているの

ありますけれども。

は，金もうけのためじゃないやつです。ファイルロー

松本

今のように，著作権侵害の刑事罰も強化され

グのサービスもただでできるわけですけれども，対価

ていますが，インターネットでみんながいろんな情報

を取るのとただなのだったら，一見対価を取るほうが

を流したり，そういうことがごくごく身近に行われる

悪いように思われます。しかし，どちらが浸透するか

社会の中で，この法制がほんとうに今後も妥当してい

というと無料のほうです。1,000 円の海賊版よりもた

くのかどうかということにも疑問があるんですけれど

だのほうをみんな手に入れるに決まっていますから，

も，そういう点に関しては，何か立法論的な考えも含

著作権者にとってより害があるのは無料のほうなんで

めて，宮脇先生いかがでしょうか。

す。そうすると，そういうのをやるのは普通プロの人

宮脇

非常に難しいので，ちょっとわからないんで

じゃないわけで，無資力の個人がこういうことをやっ

す。ただ，おっしゃるように，デジタル文化，あるい

ていて，被害はこっちのほうが実は大きいということ

はコピーが簡単な社会にあって，著作権法は，ものす

になると，刑罰をという話に持って対処せざるを得な

ごく俊敏に対応して法改正はされてきているとは思わ

いというところにもつながってくるのかなという気は

れますけれども，もとになっているベースが古くなり

いたします。

過ぎているので，いろんな面で不都合がでてきている

松本 しかも，先ほどからも出ていますように，刑

ような気がします。一番の問題は，フェアユースの問

事罰はさらに強化された，法定刑が上がったというこ

題かなと思われます。デジタル技術で複製が介在する

ともありまして，こういう取り締まりの面をさらに強

ために，形式的に複製に該当してしまうというケース

力にという立法者の意向があるわけなんですけれど

があります。例えばパソコンでインターネットのコン

も。抽象的にいうと，著作権はもともと，文化の発展

テンツを見るというのも，メモリー上に複製がされて

を目的とする法律であって，特許法は産業の発展なん

いますから，これも複製ですし，あるいはキャッシュ

ですけれども，実際にそんなに違いがあるのかという

といって，プロバイダーのところにネットワークを効

点はあるんですが，文化の発展を阻害する行為を刑事

率化するためにウェブページの複製が残されることが

罰で抑制して，産業の発展はお金の問題というか，民

あるわけですが，こういう技術的に伴う中間的なもの

事的な解決でという流れは，何か違和感があるような

も全部複製と言えば複製なんです。しかし，このよう

感じがするんですが，いかがでしょうか。

な形式的には複製に該当する行為に対して，明文で権

宮脇 著作権法は文化の発展のための法律だという

利制限が何かあるかというとないんです。法解釈で何

建前自体が多分に空洞化されているのではないかとい

とかなる場合はありますが，私は必ずしもそうなると

う気がします。どう考えても，やはり産業の発展にか

は思わないんですけれども，そういうどうしようもな

かわるわけです。特にゲームやアニメはおそらく主要

いものについては，それぞれフェアユースのようなも

な日本の産業と言えるので，例えば映画の著作物の保

のをつくって，そういう権利制限の実質を見て，柔軟

護期間を延長する，権利の保護期間を延長するという

に対応できるようにしないと，後追いでは限界がある

場合に，どういう観点からするかというと，それは日

のではないかなという感じはします。そのほかにもい

本のコンテンツ産業を守るためとか，そういう理由に

ろいろあるんでしょうけれども，今，思いつくのはそ

なってしまうと思われます。念頭に置かれているのは

のようなことです。

芸術的な財ですけれども，今やそれが産業面から非常

松本

園田先生，いかがですか。

に重要になっているという問題で，権利強化もその観

園田

私も，コピーの文化が蔓延して，例えば 1 時

点から図られているというのが現実かと思われます。

間の CD でも 3 分ぐらいでコピーできますよね。音質

他方で，建前は依然として文化の発展のままですし，

は非常にいい。DVD も，媒体が 100 円ショップで売

強力な人格権のようなものも著作者に認められていま

られているような時代です。そういう状況で，コピー
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が本来はいけないことなんだと子供たちに教えるとい

かったんですが，田中先生に昨年もご講義いただい

うのは限界があるような気もするんです。これだけい

て，倫理的な面からの問題をご指摘いただきました。

ろんな機械があって，コピーのチャンスも増えている

Winny のソフトについて，倫理面からの問題として，

という状況で，だから，私は，コンテンツについて成

開発者の方は倫理上は問題ではないかということを

立している権利を法的に守っていくというのは，やっ

おっしゃっていたと思うのですが，その点に関しては，

ぱり限界があるんじゃないかと，素人ながら，そうい

宮脇先生，どうお考えでしょうか。

う気はします。例えば CD でも，売上が落ちていると

宮脇

私は，倫理に関しては素人ですので，私の主

かと言いますけれども，CD を買うとポスターがもら

観的な，学問的でないところを申しますと，検察が主

えますとかということをすると，結構その CD は売れ

張している事実がすべてそうであると仮定すると，少

るわけでしょう。だから，オリジナルをつけて，何か

なくとも，開発者としての倫理にはもとるのではない

そういうものを売っていくということがあれば，これ

かと私は思います。ソフトウエアの影響はすさまじい

はコピーしてもむだなわけで，オリジナルを何か入れ

ですから，下手すると，バイオテクノロジーとか核と

ていく，そういう製品のつくり方みたいなものが，こ

か，それに負けないぐらい，社会的なインパクトがも

れから工夫が必要じゃないかと思うんですが。コピー

はや大きいような時代になっているわけですから，そ

できないようなもの，そういうものをつくっていくと

れに携わる人たちも，それは自主的にそういう倫理的

いう，つくり手の工夫が必要じゃないかと思います。

な規範に従って行動することが求められているのでは

松本

その点に関しまして，デジタル著作権管理技

ないかなとは思われます。もちろん，開発するのはまっ

術とかというのがあるのですか，DRM とかという，

たく問題ないですけれども，それをどうやって公開し

坂田先生，これはどんなものなんでしょう？

ようかとか，そういうところには，良心的にというか，

坂田

それはよく知りませんけれども。

行動を慎むべきところはあるのではないかとは思われ

松本

宮脇先生 DRM についてご説明いただけます

ます。ただ，法的にそれが強制できるかいうと，それ

か。

はまた別の問題になりますが。

宮脇 DRM というのは，
“Digital Rights Management”
の頭文字で，これ自体は特定の技術を指しているわけ

松本

園田先生はいかがですか。

園田

倫理という言葉の問題もあると思うんです

ではなくて，著作権の管理をする技術の総称というこ

が，Winny に関して言えば，PtoP のシステムは，ご

とになります。もちろん，それで技術的に全部うまく

承知のように，平成 16 年度の総務省の IT 政策大綱の

管理されるのであれば，違法な複製はなくなるわけで

中でも，最優先の研究課題に上げられているぐらいの

すが，ただ，これにまた別の問題があって，そうなる

ものですので，開発・研究するのは倫理的には全く問

と，例えばコンテンツを見るとか，あるいは引用する

題ないと思うんです。今，宮脇先生が言われたように，

とか，著作権上適法な行為までも課金，金を払わない

どういうふうな提供の仕方をするかと，そこに問題が

とできない，権利者側がそうしてしまってできないと，

あるということですが，私は，それのどこに問題があ

そういうものが逆に今度問題になってくるということ

るのかなというのもよくわからないんです。開発した

はあるかと思います。

ものは，いずれは世の中に知られていくわけで，どん

ただ，著作物でも権利者がいいと言えば使えるとい

な公開の仕方をしても，結局は，いいものであれば，

うのは，これは間違いないことですから，機械的にそ

流布していくのは当然のことですから，田中先生が倫

ういう権利者の許諾をちゃんと得て，意識しないうち

理的に問題があると言われるのもよく理解できない部

に課金もされているというものが技術的に実現できれ

分はあります。例えばサリンをつくるとか，核を作る

ば，法改正を待たなくても，あるいはどんな穴だらけ

とか，クローン人間を作るというのは，倫理的にいけ

の法の下であっても，社会はうまくワークするんだろ

ないことなんだということはわかりますが，汎用性の

うとは思いますけれども，そんな夢のような技術はな

あるようなものについて，研究・開発・提供の倫理的

かなかないというのが現在のところかなと思います。

な問題は，どの辺を見ていけばいいのかは，ちょっと

松本

きょうは教授会があってご出席いただけな
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松本 私も理解しているわけじゃないんですけれど

坂田

倫理ですけど，一言で言うと，あれはエンジ

も，例えばそういうソフトを提供する場合に，使う人

ニアの習性だと思うんです。エンジニアは絶対他人よ

はごくごく素人というか，それこそ，こういう事件で

りいいものをつくりたい，つくって見せびらかしたい，

正犯になって逮捕されて，懲役 1 年という刑を受ける

これが絶対あるんです。ですので，Winny をつくった

高校生とかがいるわけです。そういう人たちが使って

というのは，技術的に何かを追求した結果，自分の向

みようかなと思うようなソフトを公開して，高校生く

上心とか，そういうものがあったと。できてしまった

らいでも悪いことぐらいはわかっていたということに

ら，それをこっそり使うということは多分できないと

なると，その人が正犯で犯罪者になっちゃう，そうい

思うんです。だから，実際に使ってみて，どうだ，わ

うことがある程度予想されながら，そんなものを出す

しがつくったやつはすごいだろうと，これが絶対エン

のは倫理的に問題ではないかと，こういうことをおっ

ジニアの習性なんです。だから，方法論で，確かに倫

しゃっていたのかなと思ったんですけれども。

理的にはあまりいいことはないのかもしれないんです

園田 今も社会的に問題になっていますが，例えば

けれども，多分エンジニアからしてみれば，それは，

自殺マニュアルとか，殺人マニュアルとかという本が

倫理とかは眼球にない，思わずやってしまったみたい

ありますけれども，ああいうものも，確かに一部では

な，そんなところがあるん違うかなという気がしまし

問題になっていますが，あれは表現の自由の枠内であ

たけど。

ると，基本的人権の枠内であるという見方をしている

松本

予定の時間が経ちましたので座談会を終了さ

人が圧倒的大多数だと思います。あれを見て，具体的

せていただきますが，今日は，民事面，刑事面，憲法

に自殺の方法がわかったとか，あれを見て，人を殺す

から倫理に至るまで，幅広くご議論いただきまして，

方法がわかったということがあるわけで，同じような

どうもありがとうございました。

問題じゃないかと思うんですけれども。

本庄

どうもありがとうございました。

松本 倫理面では，開発者から，ソフト開発の立場
から，坂田先生は，どうお考えでしょうか。
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