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エクゼクティブサマリー 
 
本調査は、楽曲と歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に係る著作権の買取に焦

点を当てたものである。映画作品、視聴覚作品、テレビ番組またはゲームで使用さ

れる楽曲と歌曲も対象である。これらの作品を著作した作曲者と作詞者を総称して

「創作者」という。 
 
「著作権買取」とは、作品に係るすべての 経済的権利がその創作者から別の者に移
転または譲渡されることをいう。当該移転または譲渡の結果、創作者は自身の作品

についていかなる著作権も所有しなくなる。本調査の目的上、著作権買取は、雇用

者が法律上、従業員の作品について著作権を有すると推定される場合、および、委

嘱者が法律上、委嘱を受けた者が委嘱契約に基づいて創作した作品について著作権

を有すると推定される場合にも行われたものとみなす。ただし、利用許諾について

は、著作権所有者が引き続き作品の著作権を保有していることから、著作権買取の

概念には含めない。 
 
詳細な調査の対象として、著作権に関する法律と方針および音楽業界の慣行に一定

の特色があるアジア太平洋地域の 8 つの司法管轄域、すなわち、オーストラリア、
香港、インドネシア、日本、マカオ、韓国、タイおよびベトナムを選んだ。 
 
上記各法管轄の音楽業界における現在の著作権買取慣行から、次の特徴を特定する

ことができる。 
 
1. オーストラリア 
 
オーストラレーシア演奏権協会・オーストラレーシア録音著作権者協会（APRA 
AMCOS）は、オーストラリアの有力な集中管理団体（以下「CMO」）である。
創作者が、他の者との取引の前に、自らの作品の演奏権を APRA AMCOSに譲渡
するのが一般的である。その結果、著作権買取契約書には通常、両当事者の権利

は「APRA AMCOSに付与された優先権に従う」旨が記載されている。 
 
2. 香港 
 
香港の音楽業界の場合、文書化された著作権買取事例は多くない。文書化された

事例のうちの多くにおいては、創作者が映画制作会社から委嘱を受けてその映画

用の楽曲および／または歌曲の創作を行っている。通常、作品の著作権は映画制

作会社が有する旨が当事者間で合意されている。政府機関に関わる事例も見受け

られる。創作者と政府機関との間では、作品の著作権は政府機関に属する旨が合

意されるのが一般的である。 
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3. インドネシア 
 
インドネシアの著作権買取取引は、多くの場合、広告、映画またはテレビ番組に

使用される楽曲および／または歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に関する

ものである。広告代理店と映画制作会社は通常、創作者に対し、楽曲および／ま

たは歌曲に係るすべての経済的権利を恒久的に自社に移転することを求める。一

方、多くのテレビ放送会社は、楽曲および／または歌曲の演奏権のみを移転する

契約を創作者と結ぶこととした。ただし、おそらくは移転範囲に関する誤解によ

り、いくつかのテレビ放送会社は作品の映画録音権も所有していると誤解し、一

部のスポーテイメント番組とインフォテイメント番組で楽曲および／または歌曲

を演奏してきた。 
 
4. 日本 
 
日本の著作権買取取引は通常、映画、テレビ番組、テレビ広告およびゲーム向け

の楽曲および／または歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に関するものであ

る。映画制作会社とテレビ放送会社は創作者に対し、映画やテレビ番組用の楽曲

および／または歌曲の創作を委嘱することが広がっている。 
 
一方、ゲームデザイン会社は、ほとんどの場合、創作者を雇って、自社ゲーム製

品に組み込む楽曲および／または歌曲を創作させる。 
 
5. マカオ 
 
マカオの著作権買取取引は通常、映画制作会社と創作者との間およびテレビ局と

創作者との間で行われる。典型的には、創作者は、委嘱を受けまたは従業員とし

て、特定の映画またはテレビ番組用の楽曲および／または歌曲を創作する。一部

の地元政府部局も、創作者を雇用するか、委嘱して、特別なイベント用の楽曲の

作曲をさせる傾向がある。一例として、マカオライトフェスティバル 2017 が挙
げられる。 

 
6. 韓国 
 
韓国では最近、著作権買取取引や著作権管理に関する問題がいくつも発生してい

る。例えば、大手テレビ放送会社は、雇った作曲者に対し、その意思に反して彼

らの作品に係るすべての経済的権利を自社に移転させ、その創作した歌曲の多く

に対し対価を支払わないことで、作曲者を搾取していたことが明らかになった。

文化体育観光部が 2015年に CMOの新設を承認したことも、厳しく批判されてい
る。 
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7. タイ 
 
タイの音楽業界では、著作権買取が広く行われている。著作権法 B.E. 2537 (1994
年)の施行以来、雇用者及び委嘱者が被雇用者及び被委嘱者との間で、従業員の
作品及び委嘱された作品各々に係る著作権の買取に関する書面合意を締結するよ

うになった。にもかかわらず、当事者間で書面契約が締結されていない事例がな

お見受けられる。書面契約があっても、著作権の所有に関する条件が適切に記述

されていないこともある。創作者が著作権買取取引において相当な報酬を得てい

ないという問題も、依然として存在している。 
 
8. ベトナム 
 
ベトナムの著作権買取取引については、2 つの問題を特定することができる。ひ
とつ目は、著作権買取取引に関わる当事者が多くの場合、取引の効果を知らない

ことである。もうひとつの問題は、ベトナム音楽著作権協会（VCPMC）とその
会員との間の効果的なコミュニケーションや調整が欠けていることである。

VCPMC によれば、VCPMC は、創作者に対し、著作権買取契約の作成にもっと
関与するよう助言するとともに、創作者の権利が将来的に十分に保護されるよ

う、取引契約の見直し支援も行う。 
 
上記特定の司法管轄域の著作権買取を規制する法律および政策については、次の論

点に基づく批判的検討と比較も行う。 
 
1. 著作権法上、放棄できない権利があるか？ 
 
「放棄できない権利」とは、権利者が契約で手放したり、放棄できない権利のこ

とである。契約または契約条件が放棄できない権利の譲渡または移転を意図して

いる場合、それは行使不能とされる。 
 
上記特定の司法管轄域の大部分では、著作者人格権は放棄できない。著作者人格

権とは、創作者が権利を有する作品に係る人的権利であり、作品の創作者として

特定される権利や、作品の同一性を保持する権利などがある。一方、創作者は、

自らの作品に係る経済的権利を第三者に自由に移転または譲渡することができ

る。ただし、第三者への著作権の移転または譲渡に際して創作者が搾取されるこ

とを防ぐための保護措置は不十分である。 
 
2. 不公正な著作権買取契約を規制する法令はあるか？ 
 
上記特定の司法管轄域のすべてにおいて、契約の構造を規制する法律はあるが、

コモンロー系管轄圏と大陸法系管轄圏とでは法源が異なる。 
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不公正な契約条件を規制する法律がある司法管轄域はほとんどない。取引慣行に

おける非良心的行為を規制する一般規定を施行しているのはオーストラリアとタ

イだけである。ただし、その実際の適用範囲はかなり狭い。日本では、不公正な

標準書式契約を規制する法令が新たに公布されているが、著作権買取契約に実際

にどのように適用できるかは不明である。他の司法管轄域においては、消費者契

約の不公正な条件を規制する法令があるのみで、著作権買取契約は対象になって

いない。 
 
3. 創作者は、公正な報酬を得る権利を享受しているか？ 
 
公正な報酬を得る権利は、創作者が移転または譲渡した権利に対して公正、正当

かつ合理的な報酬を得ることを保証する。残念ながら、マカオ以外の上記特定司

法管轄域の著作権法には、そのような要件は見当たらない。 
 
上記特定司法管轄域の一部においては、特定の者は、著作権買取に至らない状況

において公正な報酬を得る権利を有する。一方、マカオには、他のすべての上記

特定司法管轄域よりも公正な報酬の要件に関するきめ細かな規定がある。この規

定は、創作者の利益をより良く保護することが可能な法律と政策の制定に関する

先見性となっている。 
 
4. どのような状況において適法に著作権買取契約を取り消し得るか？ 
 
一方の契約当事者が契約を適法に取り消しうる状況は、契約締結時に両当事者間

で実際に合意された事項によって決まることが多い。契約上、契約を取り消すこ

とができる当事者が契約を取り消しても、違反にならない。当該取消しの効果と

して、権利が創作者に復帰し、両契約当事者は更なる履行を免れる。 
 
インドネシアとタイでは、作品に係る著作権の全部または一部が期間を限定せず

に譲渡された場合、その譲渡は、一定期間の経過後に自動的に取り消される。 
 
マカオにも、映画制作契約について同様の自動取消し規定があるが、マカオの著

作権法を際立たせているのは、移転によって著作者に「著しい不利益」が生じた

場合、著作者は、移転を知らされたときから 3カ月以内であれば出版契約を取り
消すことができることである。 
 
日本と韓国では、著作権の移転や譲渡の自動取消し規定はないが、文芸作品に係

る出版権の所有者は、出版権の利用開発がされないことを理由として出版契約を

取り消すことができる。 
 
その他の司法管轄域では、契約当事者が適法に著作権買取契約を取り消しうるの

は、その者が契約上の取消権を有している場合に限る。とは言うものの、創作
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者、特に独立系作曲者や作詞者は通常、音楽出版社やレコードレーベルと同程度

の交渉力を享受していないことに鑑みると、そもそも創作者が契約でそのような

権利を求めることができるかどうかは疑わしい。 
 
5. 従業員が創作した作品および／または委嘱による作品の著作権所有を治める規定
があるか？ 

 
上記特定司法管轄域のいずれにおいても、従業員が創作した作品と委嘱による作

品の著作権所有については、法律上の推定がある。それにもかかわらず、推定を

どのように適用するかついては大きな違いがある。 
 
6. 政府による著作権所有および政府が関わる著作権買取を規制する規定があるか？ 
 
民間企業とは異なり、政府は、個人による譲渡以外の方法で作品の著作権を取得

し享受することがある。政府が関わる著作権買取取引も、民間企業や個人のみが

関わる取引とは性質が異なる。なぜならば、前者は、法的・政策的・行政的な問

題に触れる可能性があるからである。それにもかかわらず、政府による著作権所

有および政府が関わる著作権買取を規制する法律を実施しているのは、上記特定

司法管轄域のうち半数のみである。 
 
7. 著作権問題に関する一般の意識を高めるために、啓発キャンペーンが定期的に行
われているか？ 

 
著作権に関する法律と政策がどれぐらい洗練されているかという点に鑑みると、

著作権買取取引のステークホルダーが自らの法的権利と義務を意識していること

が肝要である。啓発キャンペーンの実施は、著作権買取に関する規制についての

一般の理解と意識を高めるための手段である。香港・日本・韓国を除く他のすべ

ての上記司法管轄域では、啓発キャンペーンが定期的に実施されていた。 
 
上記の調査結果に基づき、次の 5項目が推奨される。 
 
1. 著作権買取契約の不公正な条件を規制する 
 
上記司法管轄域の大部分では、不公正な契約条件が規制されていない。音楽出版

社やレコードレーベルよりも交渉力が弱い創作者は、不公正条件を含む著作権買

取契約書に署名するよう圧力をかけられる可能性がある。創作者、特に独立した

作曲者や作詞者を搾取から守るためには、不公正な契約条件を規制する必要があ

る。この点では、2010 年オーストラリア競争・消費者法がよい参考になるだろ
う。 

2. 創作者に、公正な報酬を得る権利を与える 
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不公正な契約条件を規制することに加え、創作者に公正な報酬を得る権利を与え

ることにより、創作者が著作権買取取引について公正な取り分を受け取ることが

保証される。マカオ著作権法、および最近公表された「指令 96/9/EC および
2001/19/ECを改正する、デジタル単一市場における著作権および関連する権利に
関する 2019年 4月 17日付欧州議会・理事会指令（EU）2019/790」（以下「EU著
作権指令」）が有益な手引きになろう。 

 
3. 著作権買取契約の当事者に対し、利用開発がない場合に創作者が契約を取り消す
ことができるオプションを盛り込むことを要件とする 

 
被移転人または譲受人が移転または譲渡を受けた経済的権利を行使しなかった場

合、創作者は、著作権買取契約を取り消すことを認められるべきである。日本、

マカオおよび韓国は、不使用を根拠として経済的権利の移転を伴う契約を取り消

す権利を特定の者にしか付与していない。EU 著作権指令の対象はもっと広く、
不使用の場合の取消権はすべての著作者および実演者に適用されることが意図さ

れている。EU のアプローチは、インドネシアやタイのアプローチとも対照的で
ある。後者の 2司法管轄域の著作権法では、著作権の譲渡は一定期間の経過後に
自動的に取り消される。EU のアプローチは、異なる当事者間の利益のバランス
を取っているだけでなく、契約の自由との整合性が高いことからも望ましいと言

える。 
 
4. 従業員作品や委嘱作品の場合：当事者間の公正かつ透明な取引を奨励する 

 
雇用者と従業員との間の取引および委嘱者と被委嘱者との間の取引の公正性と透

明性を確保するためには、推奨事項として上に述べた、不公正な契約条件を規制

すること、公正な報酬を得る権利を創作者に付与すること、および著作権買取契

約当事者に対し、不使用の場合に創作者が契約を取り消すことができるオプショ

ンを盛り込むことを要件とすることが、従業員作品と委嘱作品に等しく適用され

るべきである。 
 
5. 著作権問題に関する一般の意識を高めるために、啓発キャンペーンを行う 
 
啓発キャンペーンのやり方については戦術を考える余地が大いにある。啓発活

動・イベントの実施については、著作権に関する法律や政策を熟知していること

から、現地 CMOが主導するべきである。 
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1. 序文 
 
アジア太平洋地域の音楽業界は近年、著しい成長を遂げている。しかしながら、収

益と事業機会の増加にもかかわらず、著作権法の進展は、前例のない課題に直面し

ている。多くの作曲者、作詞者、音楽出版社その他の音楽業界のステークホルダー

が、知的財産権の保護を改善するよう求めている。 
 
本調査では、アジア太平洋地域の 8 司法管轄域、すなわち、オーストラリア、香
港、インドネシア、日本、マカオ、韓国、タイおよびベトナムの著作権に関する法

律と政策を批判的に検討し、比較する。次の論点を考慮し、上記特定司法管轄域に

おける法令の枠組みが音楽業界における著作権買取取引をどの程度効果的に規制し

ているかを評価する。 
 

(1) 著作権法上、放棄できない権利があるか？ 
 

(2) 不公正な著作権買取契約を規制する法令はあるか？ 
 

(3) 創作者は、公正な報酬を得る権利を享受しているか？ 
 

(4) どのような状況において適法に著作権買取契約を取り消し得るか？ 
 

(5) 従業員作品および／または委嘱作品の著作権所有に関する規定があるか？ 
 

(6) 政府による著作権所有および政府が関わる著作権買取を規制する規定がある
か？ 
 

(7) 著作権問題に関する一般の意識を高めるために、啓発キャンペーンが定期的
に行われているか？ 

 
上記の各論点に関する調査結果に基づき、本調査の最後に推奨事項を提示する。 
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2. 本調査の主眼 
 
本調査は、楽曲と歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に係る著作権の買取に焦

点を当てたものである。映画作品、視聴覚作品ならびにテレビ番組およびゲームで

使用される楽曲と歌曲も対象である。これらの作品を作成した作曲家と作詞家を総

称して「創作者」という。 
 
「著作権買取」とは、作品に係るすべての 経済的権利が移転されることをいう。楽
曲および／または歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に係る経済的権利には、

演奏権、複製権および映画録音権も含まれる。創作者は、自らの作品に係るすべて

の経済的権利を第三者（音楽出版社やレコードレーベルなど）に移転すると、その

作品の著作権の所有権を保持しない。そのような移転は、一部の法域においては

「譲渡」と呼ばれることもある。1ただし、いずれにせよ、著作権買取の概念には、

第三者に作品の使用許可を与える「利用許諾」は含まれない。著作権の利用許諾

は、独占または非独占の形態を取り得る。著作権所有者（必ずしも作品の創作者で

はない）が第三者に著作権の利用許諾を付与する場合、著作権所有者は作品に係る

著作権の所有権を保持する。 
 
本調査において、従業員が業務の過程において創作した作品について使用者が著作

権の所有者であると法律上推定される場合、または、被委嘱者が委嘱契約に基づき

創作した作品について委嘱者が著作権の所有者であると法律上推定される場合、従

業員または被委嘱者がそもそも当該作品の著作権を法的に「所有」したことが一度

もないとしても、著作権買取が実施されたものとみなす。従業員が業務の過程にお

いて創作した作品を「従業員作品」といい、被委嘱者が委嘱契約に基づいて創作し

た作品を「委嘱による作品」という。 
 
 
 

 
1 例えば、オーストラリア：1968年著作権法セクション 196を参照；香港：著作権条例（Cap 528）セ
クション 101を参照；インド：1957年著作権法セクション 19を参照。 
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3. 本調査の背景と文脈 
 
このパートの狙いは、音楽業界および関連業界の一般的特徴を略述することで本調

査の背景と文脈を示すことである。 
 
3.1 音楽業界 
 
各司法管轄域の音楽業界には独自の規則や慣行があるが、音楽業界の一般的な構造

を理解するうえで、ハルの「3 つの収益源モデル」2（下の図 1）が適切な枠組みを
提供している。このモデルは、音楽業界の収益がライブ出演やレコーディング、歌

曲創作によってどのように生み出されているかを示すだけでなく、創作者、音楽出

版社、レコードレーベルその他の音楽業界のステークホルダーが楽曲と歌曲の制作

と流通においてどのように協働しているかも示している。 
 

ライブ出演 
 

 レコーディング 
 

 歌曲制作 
 

アーティストがラ

イブ演奏を行う  
アーティストがレ

コーディングのため

の演奏を行う 
 ソングライターが歌曲を書く 

|  |  | 
個人マネージャー

がキャリアをコー

ディネートする 
 
レーベルがアーティ

ストとレコーディン

グ契約を結ぶ 
 音楽出版社がソングライターおよび歌曲

の契約を結んで、歌曲の利用を許諾する 

|  |  |  | 

芸能プロダクショ

ンがライブ出演を

予約する 
 

プロデューサー、エ

ンジニアおよびアー

ティストがレコー

ディングを行う 

 |  | 

|  |  |  | 
プロモーターがラ

イブ出演を準備す

る 
 メーカーが録音物の

製造する  
徴収団体の利用許

諾、放送事業者、

その他の歌曲演奏 
 
印刷物、映画、

録音その他の歌

曲使用 
|  |  |  | 

|  流通業者が録音物を

卸売りする  |  | 

|  |  |  | 

会場がライブ出演

の場所を提供する  
マーチャンダイザー

が録音物を小売りす

る 
 放送事業者（等）

が歌曲を演奏する  
他の被許諾者が

歌曲を使用・流

通する 
|  |  |  | 

一般市民がチケッ

トを購入する  一般市民が録音物を

購入する  一般市民が視聴・購入する 

 
図 1. 3つの収入源モデル3 

 
2 Geoffrey P Hull, The Music Business and Recording Industry (Routledge 2011), 42. 
3 同 
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ライブ出演の主な収入源は、聴衆から支払われるチケット代である。会場使用料そ

の他の経費を支払った後の利益は、演奏したアーティスト、個人マネージャー、芸

能プロダクションおよびプロモーターの間で分配され得る。 
 
レコーディングについては、収入は購入者からもたらされる。ライブ出演に比べる

と、レコーディング制作にはより多くの者が関与している。レコードレーベルが

アーティストと契約を結び次第、音楽プロデューサー、エンジニアおよびアーティ

ストがレコーディングを開始する。メーカーが録音のコピーを製作した後、流通業

者やマーチャンダイザーがコピーを販売する。利益は、マーチャンダイザー、流通

業者、プロデューサー、エンジニア、レコードレーベルおよびアーティストの間で

分配され得る。 
 
レコーディングと同様、歌曲の収入も、テープ、CD、デジタルコピーなど形態の如
何にかかわらず、購入者からもたらされる。ただし、歌曲が一般市民に届けられる

方法は、レコーディングとは異なる。ソングライターは、歌曲制作を終えると、歌

曲に係る一部権利を音楽出版社に譲渡または利用許諾することがある。両当事者間

の合意内容によるが、音楽出版社は、集中管理団体（以下「CMO」）を通じて作品
の利用許諾を与えることができる。なお、集中管理団体は、一部司法管轄域では

「演奏権団体」とも呼ばれている。とはいえ、ソングライターは、自らの作品に係

る権利を音楽出版社ではなくCMOに直接譲渡または利用許諾することもできる。最
終的に、歌曲は、放送事業者、実演者または他の被許諾者を通じて一般市民に届け

られることがある。利益は通常使用料によるが、合意内容に従ってCMOからソング
ライターおよび／または音楽出版社に分配される。会員との使用料分割方法に関す

る合意は、CMOによって異なり得る。例えば、CISAC加盟団体の会員である音楽出
版社の取り分は最大 50％である。 
 
なお、3 つの収入源モデルは、音楽業界の様々なステークホルダー間の関係と収入
源を理解するうえでの手引きにしかならない。実際に起こっていることは、モデル

よりも複雑である可能性がある。例えば、音楽出版社が同時にレコードレーベルで

もあったり、楽曲および／または歌曲の使用に際しレコードレーベルと協働してい

たりすることもある。創作者も、音楽出版社ではなくレコードレーベルと契約し

て、レコードレーベルに自らの作品を使用させることがある。演奏アーティストが

自らの作品を録音したうえで、レコードレーベルや音楽出版社に譲渡または利用許

諾するということもあり得る。 
 
3.2 関連業界 
 
楽曲および／または歌曲は、映画、放送またはゲームで使用されることもある。本

セクションでは、映画業界、放送業界およびゲーム業界がどのように運営され、音

楽業界と連係しているかを簡単に検討する。 
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3.2.1 映画業界 
 
音楽はしばしば映画に映画録音される。映画制作会社（「スタジオ」と呼ばれること

もある）が楽曲および／または歌曲を映画に使いたい場合には、創作者から許可を

得なければならない。通常、創作者は、作品に係る著作権を映画制作会社に譲渡す

るよう求められる。次に、映画制作会社は、配給業者を通じて映画を映画館に配給

し、および／または DVD制作もしくはオンラインでの映画配給のため他の関係者を
通じて映画を配給する。最後に、チケット売り場での販売、DVD 販売、オンライン
ストリーミングサービスの支払いから収入を得られる。 
 
3.2.2 放送業界 
 
放送業界は、テレビ業界とラジオ業界で構成される。放送会社が楽曲および／また

は歌曲を放送に使いたい場合も、創作者から許可を得なければならない。創作者が

自らの作品に係る権利を放送会社に譲渡または利用許諾することがある。その後、

放送会社は、様々な放送ネットワークおよび／またはシンジケート運営者を通じて

歌曲を視聴者に配信する。放送業界の主な収入源は次の 2 つである。無料の放送
サービスの場合は広告が収入源であり、有料の放送サービスの場合は視聴料が収入

源である。 
 
3.2.3 ゲーム業界 
 
創作者は、自らの作品に係る権利をゲームデザイン会社に譲渡または利用許諾する

こともある。この場合、これらの企業は、作品を自社のゲーム製品に組み込んで流

通させることができる。ゲームの種類にもよるが、オンライン小売業者やハード

ウェアメーカーといった他の関係者が関与していることもある。収入は、ゲーム製

品の販売から得られ、小売業者、ゲームデザイン会社および創作者の間で共有され

得る。 
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4. 調査方法 
 
本調査は、一次調査と二次調査により実施した。これらの調査方法を採用した目的

は、アジア太平洋地域および他の外国司法管轄域の音楽業界における著作権買取規

制に関する情報の収集である。 
 
時間とリソースに限りがあるため、アジア太平洋地域から 8 つの司法管轄域のみを
本調査の対象として選定した。具体的には、オーストラリア、香港、インドネシ

ア、日本、マカオ、韓国、タイおよびベトナムである。選定理由は、著作権に関す

る法律と政策および音楽業界の慣行に一定の特色があるからである。なお、オース

トラリアと香港だけがコモンロー司法体系であり、他は大陸法司法体系である。コ

モンロー司法体系の場合、判例は権威的地位を持ち、法源の 1 つになっている。外
国のコモンロー司法体系における判例も参照されることがある。一方、大陸法司法

体系の場合、制定法が唯一の法源であるので、判例は参照されるに過ぎないことも

ある。 
 
4.1 アンケート 
 
各法域の著作権買取取引の現状と特徴に関するデータを収集するため、アジア太平

洋地域の CMOにアンケートを配布した。次の CMOから回答が得られた。 
 

(a) オーストラリアおよびニュージーランドのオーストラレーシア演奏権協会・
オーストラレーシア録音著作権者協会（APRA AMCOS） 

 
(b) 香港の香港作曲家及作詞家協会有限公司（CASH) 

 
(c) インドネシアのWahana Musik Indonesia（WAMI） 

 
(d) 日本の一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC） 

 
(e) マカオのマカオ作曲家・著作者・出版社協会（MACA） 

 
(f) 中国本土の中国音楽著作権協会（MCSC） 

 
(g) 韓国の韓国音楽著作権協会（KOMCA） 

 
(h) 台湾の中国台北音楽著作権協会（MÜST） 

 
(i) タイの音楽著作権協会（MCT） 

 
(j) ミャンマーのミャンマー演奏権協会（MPRO） 
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(k) ベトナムのベトナム音楽著作権協会（VCPMC） 

 
回答受領後、本著者は、説明および／または更なる詳細を求めて一部のCMOに追加
質問を送付した。本著者はこの場を借りて、上記CMOに対し、各司法管轄域の著作
権買取に関する有益なデータと情報の提供に援助を頂いたことに謝意を表したい。 
 
中国本土、台湾およびミャンマーのCMOからもアンケートへの回答があったが、こ
れらの法域は、2つの理由により詳細に取り上げていない。まず、3つの司法管轄域
のいずれにおいても、回答したCMOは、それぞれの音楽業界で著作権買取が行われ
ていると述べているが、ミャンマーのCMOが、当該司法管轄域の大部分の創作者は
書面契約を結ばずに買取の取決めを行っていると述べたほかは、これらの慣行が 8
つの上記特定司法管轄域の問題を超える具体的問題を提起していることを示すもの

はほとんどない。この問題については、当該取決めを評価し、あるいは存在し得る

力関係のアンバランスを特定することは不可能であり、創作者、出版社、レコード

レーベルおよびプロデューサーに対し書面契約の必要性を啓発することによって対

処すべきである。一方、8 つの上記特定法域はより具体的な問題を提起しており、
その慣行を詳細に分析することでこれらの問題を検討・周知することができるだろ

う。 
 
また、中国本土、台湾およびミャンマーの著作権買取に関する法律と政策には特徴

がない。例えば、中国本土の場合、上記特定法域の大半と同様、著作者人格権は放

棄できない。一方、中国本土の法律には、解除権や公正な報酬といった側面につい

ての規定がない。台湾でも、これらの規定は見受けられない。また、台湾の法律

は、他の特定の上記特定司法管轄域と同様、標準書式契約において不公正な契約条

件を無効にするのみである。ミャンマーでは、創作者に解除権や公正な報酬を得る

権利などの権利はなく、同国は他の司法管轄域で見受けられる措置以外の措置を講

じていない。この点では、8 つの上記特定司法管轄域を詳細に分析すれば、アジア
太平洋地域の著作権買取について、参照に値する最も顕著な特徴や、改革が必要な

側面が一層明らかになると思われる。 
 
4.2 文献レビュー 
 
この他、アジア太平洋地域の音楽業界における著作権買取については、現地の法

令、判例、政府機関や非政府組織による発表および学術論文もレビューした。他の

いくつかの外国司法管轄域の法律資料も適宜検討した。 
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5. 上記特定司法管轄域の音楽業界における現在の著作
権買取慣行の主な特徴 

 
上記特定司法管轄域の著作権に関する法律と政策を詳細に検討する前に、各司法管

轄域の音楽業界の現在の著作権買取慣行の主な特徴を外観しておくことが有益だろ

う。 
 
5.1 オーストラリア 

 
APRA AMCOSは、オーストラリアの有力な CMOである。創作者が、他の者との取
引の前に、自らの作品の演奏権を APRA AMCOS に譲渡するのが一般的である。そ
の結果、著作権買取契約書には通常、両当事者の権利は「APRA AMCOSに付与され
た優先権に従う」旨が記載されている。作品に係る演奏権の利用に伴う使用料は、

合意内容に従って APRA AMCOS から会員に分配される。例えば、音楽出版社の
Audio Networkは、自社の楽曲を使用するプロデューサーに映画録音使用料を課して
おらず、パイプライン CMO使用料のみに頼っている。 
 
オーストラリア国外に本拠を置く Soundreef Ltd4が最近、APRA AMCOS の会員と被
許諾者にアプローチしている。これらの団体は、従来型のCMOと同様の機能を果た
しているが、新規会員を得るために、従来型とは異なる使用料分配システムを運営

する傾向がある。これに対し、APRA AMOCSは、その管理地域において数多くの著
作権フリーBGMサービスを提供している。 
 
5.2 香港 

 
香港の音楽業界の場合、文書化された著作権買取事例は多くない。文書化された事

例のうちの多くにおいては、創作者が映画制作会社から委嘱を受けてその映画用の

楽曲および／または歌曲の創作を行っている。通常、作品の著作権は映画制作会社

が有する旨が当事者間で合意されている。一部の契約では、創作者は「［創作者が］

［映画］に関連して創作または貢献したいずれかの作品の著作者として有する一切

の権利、および（中略）［映画］の制作と利用に関する［中略］他の一切の著作者人

格権」を放棄する旨も定められている。 
 
政府機関に関わる事例も見受けられる。創作者と各政府機関との間では、作品の著

作権は政府機関（実質的に香港政府）に属する旨が合意されるのが一般的である。 
 
 
 

 
4「Soundreef Ltd は、英国、スペインおよびチェコ共和国の知的財産当局に公式に登録された独立管
理組織（指令」2014/26/EU）である」：Sounreef Ltd <http://www.soundreef.com/en/about-us/>を参照
（2019年 10月 29日にアクセスした）。 
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5.3 インドネシア 
 

インドネシアの著作権買取取引は、多くの場合、広告、映画またはテレビ番組に使

用される楽曲および／または歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に関するもの

である。 
 
調査結果では、広告代理店と映画制作会社は通常、創作者に対し、楽曲および／ま

たは歌曲に係るすべての経済的権利を恒久的に自社に移転を受ける契約を結ぶこと

を求めている。 
 
一方、多くのテレビ放送会社は、楽曲および／または歌曲の演奏権を移転する契約

を創作者と結ぶことを選択している。ただし、おそらくは移転範囲に関する誤解に

より、いくつかのテレビ放送会社は作品の映画録音権も所有していると解釈し、一

部のスポーテイメント番組とインフォテイメント番組で楽曲および／または歌曲を

演奏している。 
 

5.4 日本 
 

日本の著作権買取取引は通常、映画、テレビ番組、テレビ広告およびゲーム向けの

楽曲および／または歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に関するものである。 
 
映画制作会社は多くの場合、映画の楽曲および／または歌曲の作成を創作者に委嘱

している。委嘱契約では常に、映画制作会社から創作者への初回支払いと同時に作

品の演奏権および映画録音権のみが移転され、創作者は使用料受領権を保持する旨

が定められている。これらの当事者が JASRAC 会員であれば、JASRAC がその代理
として利用許諾を発行し、使用料を徴収する。 
 
テレビ放送業界でも同様の傾向が見受けられる。1960 年代初めは、テレビ放送会社
がテレビ番組や広告用の楽曲および／または歌曲の創作を創作者に依頼するのが一

般的であり、創作者は多くの場合、自らの作品に係るすべての経済的権利を放送会

社に移転することを求められた。例えば、1964 年、宮田隆は、日本の公共放送局
NHKから「東京五輪音頭」の作詞を委嘱された。当時、NHKはその歌曲に係るすべ
ての経済的権利を買い取っており、宮田隆には使用料受領権がなかった。しかしな

がら、1990 年代以降、状況が変わり始めた。委嘱は依然として一般的であったが、
委嘱契約には通常、テレビ放送会社から創作者への初回支払いと同時に作品の演奏

権および映画録音権のみが移転され、創作者は使用料受領権を保持する旨が定めら

れていた。とはいえ、テレビ放送会社が楽曲および／または歌曲をテレビ広告その

他の目的に使用する場合には通常、創作者は楽曲および／または歌曲が広告以外の

目的に使用される場合に限り使用料を受け取る権利を有する旨が合意される。 
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一方、ゲーム業界の著作権買取取引は通常、これとは違うやり方で行われている。

創作者に委嘱する代わりに、ゲームデザイン会社は、創作者を雇って自社ゲーム製

品用の楽曲および／または歌曲の作成を行う。その結果、別段の合意がない限り、

これらの企業は、法律上使用者として、従業員の創作した作品の最初の著作権所有

者であると推定される。5例えば、植松伸夫はビデオゲーム「ファイナルファンタ

ジー」用の楽曲を創作するために雇用されたが、楽曲に係る著作権をまったく所有

していなかった。著作権は、実際には、彼の使用者であるゲームデザイン会社スク

ウェア・エニックスに属していた。それでも、楽曲および／または歌曲の創作を創

作者に委嘱することを好むゲームデザイン会社も数社ある。この場合は通常、会社

は作品の録音権および映画録音権を取得し、創作者は使用料受領権を保持する旨が

合意される。この場合も、これらの当事者が JASRAC 会員であれば、JASRAC がそ
の代理として利用許諾を発行し、使用料を徴収する。 
 
なお、日本では、2000年に著作権等管理事業法（平成 12年法律 131号）が制定され
た結果、イーライセンスやジャパン・ライツ・クリアランスといった新しいCMOが
登場している。JASRAC は常に市場で重要な役割を果たしてきた一方で、その放送
使用料の包括的徴収が他の管理事業者の市場参入を困難にする効果があるとの申立

てを受けた。2015 年に日本の最高裁判所は、高等裁判所の判決を支持し、JASRAC
に対しその放送使用料の計算方法に非 JASRAC レバートリ割合を考慮するよう示唆
した。62016 年にイーライセンスとジャパン・ライツ・クリアランスが合併して
NexToneという新組織になったとき、JASRACの市場支配力が弱まると予想された。
7 
 
5.5 マカオ 

 
マカオの著作権買取取引は通常、映画制作会社と創作者との間およびテレビ局と創

作者との間で行われる。典型的には、創作者は、委嘱されまたは雇用されて、特定

の映画またはテレビ番組用の楽曲および／または歌曲を創作する。 
 
一部の政府機関も、創作者の雇用または創作者への委嘱により、特別なイベント用

の楽曲の作曲をする傾向がある。一例として、マカオライトフェスティバル 2017が
挙げられる。雇われた創作者は、多くの場合、自らの経済的権利をマカオ政府に譲

渡することを求められる。 
 
 
 

 
5 日本国著作権法第 15条。下記パート 6.5における検討も参照。 
6 最高裁判決平成 26年（行ヒ）第 75号。 
7  Daisuke Kikuchi, “Stranglehold on music copyrights is loosening in Japan” TheJapanTimes (Japan, 27 
December 2015) <https://www.japantimes.co.jp/culture/2015/12/27/music/stranglehold-music-copyrights-
loosening-japan/#.XbjoYi-cbX9 > （2019年 10月 29日にアクセスした）。 
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5.6 韓国 
 

韓国では最近、著作権買取取引や著作権管理に関する問題がいくつか発生してい

る。例えば、放送音楽業界での市場占有率が高く、韓国の数十名の若手作曲家を擁

しているテレビ放送会社 Roy Entertainment に関する事例があった。 8 Roy 
Entertainment は、テレビドラマその他のテレビ番組用の楽曲を作曲するため、若手
作曲家を雇用している。一部の作曲家が後に、自らの作品に係る著作者人格権およ

び経済的権利を含むすべての権利を自らの意思に反して Roy Entertainment に恒久的
に移転する効果を持つ契約書に署名するよう求められたとの申し立てをした。ま

た、これらの作曲家によれば、契約書への署名を拒否しても、Roy Entertainment は
依然として、作曲家に通知せずに、その作品に係る著作権の所有者であるかのよう

に楽曲を使用する。それどころか、作曲家は、自らが創作した歌曲の多くについて

支払いを受けていなかった。9 
 
韓国では、文化体育観光部が 2015 年に、音楽著作権協会（KOSCAP）という CMO
の新設を承認したことも、世間を騒がせている。予想通り、韓国で長年にわたり最

も影響力を持ち続けている CMO である KOMCA がこの決定に憤慨した。また、
KOMCA会員でもある約 50名の歌手・作曲家が同部の決定に異議を申し立てる記者
会見を開いた。10これらの会員は、KOSCAP が設立されれば KOMCA の市場占有率
が低下し、その結果、彼らが KOMCA の使用料分配システムで受け取ることのでき
る使用料額が減少すると考えていた。11 
 
一方、ゲーム業界では、ゲームデザイン会社が自社ゲーム製品の楽曲および／また

は歌曲の創作を創作者に委嘱することは珍しくない。委嘱契約では通常、創作者

は、楽曲および／または歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に係る著作権を

ゲームデザイン会社に移転した後は使用料受領権を保持しない旨が定められてい

る。 
 

5.7 タイ 
 

タイの音楽業界では、著作権買取が広く行われている。著作権法 B.E. 2537 (1994年)
の施行前は、創作者と音楽出版社またはレコードレーベルとの間の多くの契約に

 
8 남은주 기자, “TV 속 배경음악마저 ‘열정 페이’의 결과물이었나” The Hankyoreh (South Korea, 19 August 
2015) <http://www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/705125.html> （2019 年 10月 17 日にアクセスし
た）。 
9 Jin-Woo Jeong, and Soo-Jin Peck, “Art Pundits Protest Unfair Working Conditions.” Korea JoongAng Daily 
(South Korea, 17 March 2016) <http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3016300> 
（2019年 10月 17日にアクセスした）。 
10 Yim, Seung-Hye. “Divided Royalties Engage Musicians” Korea JoongAng Daily (South Korea, 28 July 2015) 
<http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3007112> （2019年 10月 17日にアクセ
スした）。 
11 同 
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は、当該楽曲および／または歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に係る著作権

を誰が所有するのかが明記されていなかった。また、著作権買取の条件も明記され

ていなかった。特に、従業員作品と委嘱作品の場合、従業員と非委嘱者が法律上そ

の作品の最初の著作権所有者であると推定されることに鑑みれば、12従業員または

非委嘱者から著作権を買い取る音楽出版社やレコードレーベルは一部に過ぎないだ

ろう。この場合も、著作権買取取引の条件は通常不十分であった。例えば、移転の

期間や移転対象となる権利の種類が契約に明記されないこともあった。その結果、

音楽出版社やレコードレーベルは、著作権を無期限に所有しているだけでなく、作

品を利用する無制限の権限も持っていると考えるようになった。 
 
著作権法 B.E. 2537 (1994年)の施行以来、従業員および被委嘱者が、雇用者および委
嘱者との間で従業員作品や委嘱作品に係る著作権の買取に関する書面合意を締結す

る事例が増えている。とは言うものの、当事者間で書面契約が締結されていない事

例もなお見受けられる。書面契約があっても、著作権の所有に関連する条件が適切

に記述されていないこともある。内容が不十分な契約の例は、創作者および他の当

事者が作品に係るすべての経済的権利の「共同所有者」とされる一方、当該権利が

当事者間でどのように分けられるか、当事者によってどのように行使されるかが明

記されていない契約である。そのような場合はしばしば、音楽出版社やレコード

レーベルが作品に係るほとんどの経済的権利を利用し行使することになる。 
 
また、創作者が著作権買取取引から相当な報酬を受け取っていないという問題も、

依然として存在している。音楽出版社やレコードレーベルは、音楽製品の流通とプ

ロモーションには多額の投資費用と大きなリスクが伴うと主張し、創作者に高額を

提示することに消極的だった。さらに信じがたいことであるが、自らの作品に係る

著作権を契約によって手放した創作者がその後、その作品の使用または演奏を希望

する場合、新しい著作権所有者に多額の金銭を支払わなければならず、その額は通

常、1曲／1イベントあたり ฿20,000から ฿50,000（約 US$640から US$1,600）であ
る。タイの CMOである MCTは、不公正な著作権買取取引に関する懸念をすでに何
度も知的財産局に申し立てているが、政府は特に手を打っていない。 
 
一方、タイの創作者の中には、従業員が創作した作品や委嘱された作品の著作権所

有権に関する法律上の推定を知らない者もいるようである。最近、タイの歌手・作

曲者であり RS Public Company Limitedの元従業員でもある Ford Sobchai Kraiyoolsen
（以下「Ford」という）が、同社の従業員であった頃に作曲した歌曲を公開イベン
トで演奏した。Fordとイベント主催者の両方が RS Public Company Limitedから訴え
られた。当該歌曲は Ford が職務に関連して創作したものであるため、RS Public 

 
12 下記パート 6.5における検討も参照。 
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Company Limited が雇用者として当該作品を公衆に送信する権利を享受する13ので、

被告は同社の損失を補償すべきであるとされた。14 
 
5.8 ベトナム 

 
ベトナムの著作権買取取引については、2つの問題を特定することができる。1つ目
は、著作権買取取引に関わる当事者が多くの場合、取引の効果を完全には認識して

いないことである。もう一つの問題は、VCPMC とその会員との間の効果的なコ
ミュニケーションや調整が欠けていることである。 
 
これらの問題は、Cùng Nhau Ta Thắp Sángという歌曲の事例から見て取れる。この歌
曲は、Thanh Bùiと Khánh Linhという 2名の作曲者が書いたものだが、これらの作曲
家は当該歌曲に係るすべての権利を、音楽制作・テレビ放送会社の Novel Production
に売却した。作曲家は VCPMCの会員であったが、VCPMCに著作権買取取引を通知
していなかった。VCPMC は、その取引を知らなかったため、当該歌曲を自社広告
の 1 つで使用することを希望するテレビ放送会社を含む他の者への利用許諾の発行
を継続した。作曲者は、この事実に気づき、自分たちの事前許可を求めずに当該歌

曲を利用許諾したとしてVCPMCを非難した。そもそも作曲家が当該取引をVCPMC
に通知していなかったのであるから、作曲家のほうがより責任が大きいのである

が、この事例は、VCPMC には、管理対象作品の著作権所有状況を確認する権限が
ないことを示すものであった。これは、不正な利用許諾や、新規著作権所有者の事

業への損害など、深刻な結果をもたらす可能性がある。 
 
実際、VCPMC とその会員との間のコミュニケーションや調整に関する問題を反映
した事例が他にもいくつかある。 
 

· VCPMC会員である Wendy Thàoは、デジタル形式で作曲した楽曲を複製する
権利を、Nam Việt Mediaや NhacPro.VN.などの企業に移転しようとした。しか
し、契約書には、そのような意図は反映されていなかった。その代わり、契

約書には、創作者は自らの権利の一切を当該企業に移転するものとする旨が

定められていた。奇妙なことに、契約当事者は、契約書ではなく、当初の合

意内容に沿って行動していた。VCPMC は、契約当事者間の慣行を知らな
かったため、契約書に基づいて使用料を分配していた。 

 

 
13 B.E. 2537 (1994)年著作権法セクション 9は、「従業員である著作者が職務の過程において作成した作
品の場合、別段の書面がないときは、著作権は著作者に帰属する。ただし、使用者は、当該作品を雇

用の目的に従って公衆に通信する権利を有する」と規定している。従業員が作成した作品および委託

による作品の著作権所有の規制に関する詳細な検討については、下記パート 6.5を参照。 
14  Insranews Agency, “อาร์เอสฯ แจง้ความคดีลิขสิทธิ� ผูจ้า้งวาน"ฟอร์ด" ร้องเพลงตวัเองในงานแต่ง” Insranews (Thailand, 17 January 
2015) <https://www.isranews.org/isranews-news/item/35865-news05_35865.html> （2019年 10月 17日にア
クセスした）。 
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· ソングライターであり VCPMC会員でもある Zơ Râm Hữu Danhは、自らが書
いた歌曲 Dream of Where You Areに係る著作権を、オンライン映画・音楽スト
リーミングプラットフォームである Keeng に移転した。このソングライター
は、VCPMC に著作権買取取引を通知したが、移転条件については通知して
いなかった。最終的に、VCPMC は、契約に基づき、ソングライターには、
報酬の一部として、Keengへの無期限移転に先立つ 2年間は、作品に係る権利
を保持する権利があったと判断した。 
 

既存の問題への対応として、VCPMC は、創作者に対し、著作権買取契約作成に
もっと関与するよう助言するとともに、創作者の権利が将来的に十分に保護される

よう、取引文書のレビュー支援も行うと述べた。 
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6. 上記特定司法管轄域の著作権買取を規制する法律と
政策 

 
このパートでは、上記特定司法管轄域、すなわち、オーストラリア、香港、インド

ネシア、日本、マカオ、韓国、タイおよびベトナムの著作権買取を規制する法律と

政策を、次の論点に基づいて比較し評価する。 
 

(a) 著作権法上、放棄できない権利があるか？ 
 

(b) 不公正な著作権買取契約を規制する法令はあるか？ 
 

(c) 創作者は、公正な報酬を得る権利を享受しているか？ 
 

(d) どのような状況において適法に著作権買取契約を取り消しうるか？ 
 

(e) 従業員作品および／または委嘱作品の著作権所有に関する規定があるか？ 
 

(f) 政府による著作権所有および政府が関わる著作権買取を規制する規定がある
か？ 
 

(g) 著作権問題に関する一般の意識を高めるために、啓発キャンペーンが定期的
に行われているか？ 

 
各論点の意義は、以下で詳しく説明する。上記特定司法管轄域における音楽および

歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に係る著作権の買取りを規制する法律と政

策を表 1にまとめる。 
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表 1—上記特定司法管轄における音楽および歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に係る著作権の買取りを規制する法律と政策 

 放棄できない権利

の有無 

不公正な著作権

買取契約を規制

する法令の有無 

公正な報酬

を得る権利

の有無 

著作権買取契約を

適法に取り消し得

る状況 

従業員作品およ

び／または委嘱

作品の著作権所

有に関する規定

の有無 

政府による著

作権所有およ

び政府が関わ

る著作権買取

に対する規制

の有無 

啓発キャ

ンペーン

の有無 

オース

トラリ

ア 

有 
（著作者人格権： 
1968年著作権法セ
クション

195AN(3)） 

不公正に成立し

たもの：有

（1980年契約審
査法、コモン

ロー）； 
不公正な条件：

有 
（2010年競争・
消費者法） 

無 両当事者間の実際

の合意内容による 

有 
（従業員作品： 
1968年著作権法
セクション

35(6)；委嘱作
品：1968年著作
権法セクション

35(1)および(3)、
97ならびに
98） 

有 
（1968年著作
権法セクショ

ン 176(2)） 

有 
（法律相

談会、著

作権セミ

ナーな

ど） 

香港 

無 
（注：著作者人格

権は文書で放棄す

ることが可能であ

るが、第三者に譲

渡することはでき

ない：著作権条例

セクション 105） 
 

不公正に成立し

たもの：有（コ

モンロー、不実

表示条例）； 
不公正な条件：

無 

無 両当事者間の実際

の合意内容による 

有 
（従業員作品：

著作権条例セク

ション 14；委嘱
作品：著作権条

例セクション

15） 

有 
（著作権条例

セクション

182） 

無 
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表 1—上記特定司法管轄における音楽および歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に係る著作権の買取りを規制する法律と政策 

 

 
 

インド

ネシア 

有 
（著作者人格権：

著作権に関する

2014年法律第 28
号の第 5条） 

不公正に成立し

たもの：有（イ

ンドネシア民

法）； 
不公正な条件：

無 

無 

両当事者間の実際

の合意内容によ

る；または、契約

期間が無期限の場

合は、25年に達し
たとき（著作権に

関する 2014年法律
第 28号の第 18
条） 

有 
（従業員作品お

よび委嘱作品：

著作権に関する

2014年法律第
28号の第 36
条） 

無 

有 
（法律相

談所、音

楽業界の

慣行に関

するパネ

ルディス

カッショ

ンなど） 

日本 

有 
（著作者人格権：

日本国著作権法第

59条） 

不公正に成立し

たもの：有（民

法）； 
不公正な条件：

不明、民法の最

新改正に留意 

無 

両当事者間の実際

の合意内容によ

る；または、出版

権の不使用の場合 
（日本国著作権法 
第 84条） 

有 
（従業員作品：

日本国著作権法

第 15条） 

無 
（ただし、実

際には、政府

は通常、創作

者に委嘱した

うえ、作品に

係る著作権を

政府に譲渡す

るよう求め

る） 

無 

マカオ 

有 
（著作者人格権：

著作権および関連

権に係る制度の再

公布（以下「マカ

オ著作権法」）の第

41条） 

不公正に成立し

たもの：有（商

法）； 
不公正な条件：

無 

有 
（マカオ著

作権法第 12
条） 

両当事者間の実際

の合意内容によ

る；または、（映画

作品の場合）契約

期間が無期限の場

合は、25年に達し
たとき（マカオ著

作権法第 111条）；
または、創作者が

有 
（従業員作品：

マカオ著作権法

第 12条；委嘱
作品：マカオ著

作権法第 151条
（写真）および

第 168条（コン

無 
（ただし、実

際には、政府

は通常、創作

者に委嘱した

うえ、作品に

係る著作権を

政府に譲渡す

有 
（著作権

フェア、

ソングラ

イター向

けキャン

プ、CMO
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表 1—上記特定司法管轄における音楽および歌曲（メロディーと歌詞の両方を含む）に係る著作権の買取りを規制する法律と政策 

 

 
 

著しい不利益を

被ったとき（マカ

オ著作権法第 87(2)
条） 

ピュータープロ

グラム）） 
るよう求め

る） 
開放日な

ど） 

韓国 

有 
（著作者人格権：

韓国著作権法第 14
条） 

不公正に成立し

たもの：有（韓

国民法）； 
不公正な条件：

無 

無 

両当事者間の実際

の合意内容によ

る；または、出版

権の不使用の場合 
（韓国著作権法 
第 60条） 

有 
（従業員作品：

韓国著作権法第

9条） 

無 無 

タイ 

有 
（B.E. 2537 (1994)
年著作者人格権：

著作権法セクショ

ン 18） 

不公正に成立し

たもの：有（タ

イの民法・商

法）； 
不公正な条件：

有。ただし、標

準書式契約の場

合に限る（不公

正契約条件法） 

無 

両当事者間の実際

の合意内容によ

る；または、契約

期間が無期限の場

合は、10年に達し
たとき（B.E. 2537 
(1994)年著作権法セ
クション 17） 

有 
（従業員作品：
B.E. 2537 (1994)
年著作権法セク

ション 9、；委嘱
作品：B.E. 2537 
(1994)年著作権
法セクション

10） 

有 
（B.E. 2537 
(1994)年著作権
法セクション

14） 

有 
（年次総

会など） 

ベトナ

ム 

有 
（著作者人格権、

ただし出版権を除

く： 
知的財産権法第

45(2)条） 

不公正に成立し

たもの：有 
（民法）； 
不公正な条件：

無 

無 両当事者間の実際

の合意内容による 

有 
（従業員作品お

よび委嘱作品：

知的財産権法第

39条） 

有 
（知的財産権

法第 42(1)条） 

有 
（著作権

セミ

ナー、法

律相談会

など） 
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6.1 著作権法上、放棄できない権利があるか？ 
 
「放棄できない権利」とは、権利者が契約で手放したり、放棄したり出来ない権利

のことである。契約または契約条件が、放棄できない権利の譲渡または移転を意図

している場合、それは強制不能とされる。 
 
オーストラリア、インドネシア、日本、マカオおよび韓国では、著作者人格権は放

棄できない。15著作者人格権とは、創作者が権利を有する作品に係る人的権利であ

り、作品の創作者として特定される権利や、作品の同一性を保持する権利などがあ

る。16著作者人格権の実際の構成要素は、司法管轄によって異なる。しかしなが

ら、著作者人格権は、一連の経済的権利で構成される著作権とは異なることに留意

することが重要である。 
 
オーストラリアでは、一定の例外はあるが、「作品に係る著作者人格権は、譲渡に

よって移転することができない。」17 例外の 1 つとして、「(a) 映画または (b) 映画に
含まれる文学作品、演劇作品、音楽作品もしくは美術作品に 2 名以上の著作者が存
在する場合、著作者は、当該映画または作品について、他の著作者と共同で行う場

合を除き、著作者同一性保持権を行使しないことに各契約当事者が同意する共同所

有契約を書面で締結することができる。」18一方、著作権は、譲渡によって移転する

ことができる。 
 
インドネシアでは、著作者人格権は、「著作者が生存している限り、移転することが

できない」19が、著作権は、「a. 相続、b. 授与、c. ワクフ、d. 遺言、e. 書面契約、ま
たは f. 法令の規定に従った他の正当な理由により全部または一部を移転することが
できる。」20同様にマカオでも、経済的権利は移転可能である21が、著作者人格権

は、「経済的権利とは独立しており、譲渡できず、放棄できず、時効にかからないも

のとする。」22 
 

 
15 表 1を参照。 
16 Nicholas Caddik QC, Gillian Davies and Gwilym Harbottle, Copinger and Skone James on Copyright (Sweet 
& Maxwell 2017), 1-14. Kenny Wong and Alice Lee, Intellectual Property Law and Practice in Hong Kong 
(Sweet & Maxwell 2017), 3.102 も参照。作品が従業員が作成した作品または委託による作品である場
合、従業員または被委嘱者である創作者は、作品の著作権所有者でないために著作者人格権を得る権

利がないことがある。更なる検討については、下記パート 6.5を参照。 
17 1968年著作権法セクション 195AN(3)。 
18 1968年著作権法セクション 195AN(4)。 
19 著作権に関する 2014年インドネシア共和国法第 28号、第 5条。 
20 著作権に関する 2014年インドネシア共和国法第 28号、第 16条。 
21 政令第 43/99/M 号で承認された 8 月 16 日付著作権および関連する権利に係る制度の再発布（以下
「著作権および関連する権利に係る制度の再発布」）、第 28条。 
22 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 41条。 
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日本と韓国の規定は、概ね似通っている。両国の著作権法では、著作者の著作者人

格権は、著作者のみに帰属し、譲渡することができない23が、著作権は、全部また

は一部を移転することができる。24 
 
一方、タイでは、著作権は譲渡可能である25が、創作者は、「自らを著作者であると

する権利を有するとともに、著作者の名声または尊厳を毀損する限りにおいて、作

品を損なう譲受人その他の者による歪曲、短縮、翻案その他の行為を禁止する権利

を有する。」26同法には、創作者は、著作者として識別される権利および第三者が作

品の同一性を毀損することを禁止する権利を第三者に移転もしくは譲渡し、または

他の手段によって放棄できる旨の規定がないため、合理的に推定すれば、著作者人

格権は放棄できない。 
 
ベトナムは、著作者人格権に関して上記のすべての司法管轄域とは若干異なる。ベ

トナム著作権法では、「人的権利」とも呼ばれる著作者人格権は、出版権を除き譲渡

することができない27が、著作権は譲渡可能である。28 
 
香港は、この点で全く異なる。他の多くの司法管轄域と同様、著作権は移転可能で

ある。29しかしながら、著作者人格権については、譲渡できない30ものの、「権利放

棄者の署名した文書によって」放棄することができる。31当該放棄は、取り消し得

ることを条件とする旨が明記されている場合に限り、取り消すことができる。32つ

まり、香港の創作者は、著作者人格権を第三者に譲渡することは出来ないものの、

将来的に同権利を行使する権利については放棄することが出来る。 
 
上記の調査結果によれば、上記特定司法管轄域の大部分では、創作者は、自らの作

品に係る経済的権利を第三者に自由に移転または譲渡することができる。ただし、

いかなる規制によっても制限されないその自由は、創作者を搾取のリスクにさらす

かもしれない。33ここで、マカオの事例に言及しておきたい。なぜならば、マカオ

著作権法では、「将来的な作品に係る著作権の移転または譲渡は、著作者が最大 7年
以内に制作する作品にのみ適用することができる」34とされているからである。ま

 
23 日本国著作権法第 59条；韓国著作権法第 14(1)条。 
24 日本国著作権法第 61(1)条；韓国著作権法第 45(1)条。 
25 B.E. 2537 (1994)年著作権法セクション 17。 
26 B.E. 2537 (1994)年著作権法セクション 18。 
27 知的財産権法（No. 50/2005/QH11)、第 45(2)条。 
28 知的財産権法（No. 50/2005/QH11)、第 45(1)条。 
29 著作権条例 (Cap 528) セクション 101(1)は、「著作権は、譲渡、遺言による財産処分または法の作用
により、人的財産または動産として移転することができる」と規定している。 
30 著作権条例 (Cap 528) セクション 105。 
31 著作権条例 (Cap 528) セクション 98(2)。 
32 著作権条例 (Cap 528) セクション 98(3)。 
33 不公正な著作権買取契約の規制および著作権買取契約の適法な終了に関する更なる検討について
は、下記パート 6.2と 6.4を参照。 
34 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 35(1)条。 
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た、「これよりも長い期間が契約で定められている場合、当該期間は前項に定める期

間に限定されるものとみなし、定められた報酬をそれに応じて減額する」35ものと

し、「期間が限定されていない、将来的な作品に係る経済的権利の移転または譲渡は

無効とする」36。これらの規定は、将来的な作品に関わる取引にのみ適用されるも

のであるが、譲渡または移転の適時実行を規定することで、創作者の利益と譲受人

または被移転人の利益とのバランスを取ろうとしている。同種の保護を他の司法管

轄域で見出すことは出来ない。 
 
6.2 不公正な著作権買取契約を規制する法令はあるか？ 
 
不公正な契約が生じうるシナリオには、次の 2 つがある。まず、契約の成立につい
ては、一方の当事者が自らの同意を不適当に得て契約を締結した、という不公正な

方法での成立があり得る。例えば、相手方の不実な説明によって契約の締結を強制

され、不当に働きかけられ、あるいは誘導されたかもしれない。第二に、契約が全

当事者の適切な同意の下に成立した場合であっても、その条件が当事者のうちの 1
名または複数名にとって不公正であることがある。したがって、不公正な契約を規

制する方法としては、契約当事者が相手方の同意を不正に得ることを防止すること

と、契約条件が全当事者にとって公正なものであるよう確実にすることの 2 つがあ
り得る。 
 
上記特定司法管轄域のいずれにも、著作権買取契約を含む不公正な契約の成立を規

制する法律がある。37それにもかかわらず、不公正な契約条件を規制する法律があ

る司法管轄域はほんのわずかである。38 
 
6.2.1 不正に成立した契約の規制 
 
上記特定司法管轄域のすべてにおいて、契約の成立を規制する法律はあるが、コモ

ンロー体系と大陸法体系とでは法源が異なる。39 
 
コモンロー体系、つまりオーストラリアと香港では、契約の成立に関する法原則の

一部は、判例によって確立されている。例えば、相手方に契約を締結させるために

違法な圧力をかけて誘導した場合には、契約を無効とすることができる。40また、

 
35 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 35(2)条。 
36 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 35(3)条。 
37 表 1を参照。 
38 同 
39 上記パート 4における検討も参照。 
40 Universe Tankships Inc of Monrovia対 International Transport Workers Federation (The Universe Sentinel) 
[1983] 1 AC 366 (HL); Huyton SA対 Peter Cremer GmbH & Co Inc [1999] 1 Lloyd’s Rep 620. 
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一方当事者が契約締結時に不当威圧を受けていた場合41や、不実説明によって契約

の締結に誘導された場合も、契約を無効とすることができる。42 
 
一方、コモンロー体系では、特定分野の法律を成文化することができる。そのよう

な成文化の効果は、制定法がこれらの分野の適用法になることである。例えば、香

港では、不実説明に関する法律が不実説明規定（Cap 284）として成文化されてい
る。相手方の不実説明によって契約の締結に誘導されたと主張する契約当事者は、

主張に際し、条例の該当規定に依拠する。43判例法は、制定法の解釈のために必要

な場合に限り参照する。 
 
実際、インドネシアや日本、韓国などの大陸法体系では、契約は、強制、不当威圧

および不実説明を理由として無効とすることもできる。しかしながら、これらの司

法管轄域においては、制定法が主な法源である。実務面では、ある当事者が上記の

いずれかの理由により契約を無効にする場合、その当事者は、該当規定に記載され

た条件が満たされていることを立証しなければならない。例えば、韓国民法では、

「両当事者の緊迫した状況、性急さ、または経験不足により著しく公正性を失った

法律行為は無効とする」とされる。44同法には、「法律行為」の定義はない。著作権

買取契約の当事者がこの規定に依拠できるかどうかは、当該契約の締結が「法律行

為」に該当するどうか、さらには、該当する場合には、当該契約が「両当事者の緊

迫した状況、性急さ、または経験不足により著しく公正性を失った」かどうかによ

る。著作権買取契約を含め、契約を締結する行為は、契約当事者に一定の法的権利

と義務を付与するものであるから、おそらく「法律行為」であろう。しかしなが

ら、契約がいつ公正性を失ったとみなされるかは、状況によって異なる。残念なが

ら、この規定は著作権買取を伴ういかなる事例においても依拠されたことがないた

め、どうすれば著作権買取契約の公正性を評価できるかは、まだ定まっていない。 
 
6.2.2 不公正な契約条件の規制 
 
この論点の調査結果は期待外れである。取引慣行における不当な行為を規制する規

定を施行しているのはオーストラリアとタイだけである。ただし、その適用範囲は

かなり狭い。日本では、不公正な標準書式契約を規制する法令が新たに公布されて

いるが、著作権買取契約に実際にどのように適用できるかは不明である。他の司法

管轄域においては、消費者契約の不公正な条件を規制する法令があるのみで、著作

権買取契約は対象になっていない。 
 

 
41 Allcard対 Skinner (1887) LR 36 Ch D 145 (CA); Royal Bank of Scotland plc対 Etridge (No 2) [2002] 2 AC 
773 (HL); National Commercial Bank (Jamaica) Ltd対 Hew [2003] 2 AC 709 (PC). 
42 Derry対 Peek (1889) 14 App Cas 337 (HL); Hedley Byrne & Co Ltd対 Heller & Partners Ltd [1964] AC 465; 
Esso Petroleum Co Ltd対 Mardon [1976] QB 801 (CA); Royscot Trust Ltd対 Rogerson [1991] 2 QB 297 (CA). 
43 不実説明規定（Cap 284）セクション 4。 
44 韓国民法第 104条。 
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オーストラリアの 2010 年競争・消費者法では、「人は、商取引において、その時点
での慣習法の意味における不当な行為をしてはならない。」45オーストラリアの判例

法によれば、取引が不当とされるのは、取引当事者が何らかの条件または状況によ

り「相手方に対して特段に不利な状態に置かれ、それによって生み出された機会が

不公正または不当に利用されている」場合である。46当事者が特段に不利な状態に

置かれているとみなされるのは、どのようなときだろうか？ 両当事者間に交渉力の
不平等があること、または、弱いほうの当事者が病気や年齢、性別、無知、教育の

欠如といった「特段に不利な状態」にあることを立証するだけでは不十分である。

その状態が「［弱いほうの当事者の］自身の利益を保全する能力に影響を及ぼし」、

「その当事者を利用されやすくしている」ことも立証しなければならない。47この

点では、この規定は、著作権買取契約への不公正な条件の組み込みに起因する不公

正さをカバーするには十分広いが、実際には、その適用は非常に限られた状況に限

定されるように思われる。48この規定が著作権買取契約にどのように適用されうる

かについての司法の指針がないことに鑑みると、この規定が音楽業界の著作権買取

取引に関わる当事者にとって有用なものかどうかは、不確かである。最終的には、

同法が著作権買取契約に適用されない場合、契約当事者は、1980 年契約審査法およ
びコモンロー上の契約原則に訴えることができる。 
 
タイの不公正契約条件法では、「消費者と企業、取引事業者もしくは専門的事業者と

の間の契約または標準契約書式による契約もしくは買戻し権付販売契約の条件で

あって、企業、取引事業者もしくは専門的事業者または標準契約書式を定めた者も

しくは買主に、相手方に対する不当な優位性を付与するものは、不公正な契約条件

とみなされ、事情に鑑みて公正かつ合理的である範囲に限り執行することができ

る。」49特に、標準書式契約は、疑義が生じた場合、作成者にとって不利になるよう

に解釈される。50契約条件が公正かつ合理的である範囲の評価に際しては、一連の

事項が考慮される。51ただし、著作権買取取引が標準書式契約によって実行される

 
45 2010年競争・消費者法別表 2セクション 20(1)。このセクションは、「(a) 人（リストに記載された企
業を除く）への物品またはサービスの供給または供給の可能性、または (b) 人（リストに記載された
企業を除く）からの物品またはサービスの取得または取得の可能性に関連する、商取引における」非

良心的行為には適用されない」：2010年競争・消費者法別表 2セクション 20(2)および 21。 
46 オーストラリア商業銀行対 Amadio(1983) 151 CLR 447、462; Kakavas対 Crown Melbourne Ltd (2013) 
250 CLR 392、[18]。 
47 Tillett対 Varnell Holdings Pty Ltd [2009] NSWSC 1040、第 54項。 
48 Rick Bigwood, “Still Curbing Unconscionability: Kakavas in the High Court of Australia” (2013) 37 Melbourne 
University Law Review 463. 
49 不公正契約条件法セクション 4。 
50 同 
51 不公正契約条件法セクション 10によれば、当該事項には次のものが含まれる。 
「1. 誠実さ、交渉力、経済的立場、知識と理解、熟練性、期待、過去に遵守したガイドライン、
他の代替案、ならびに実際の状況に基づく契約当事者のすべての利益と不利益； 

2. かかる種類の契約に適用される通常の慣行； 
3. 契約の締結または履行の時間と場所；および 
4. 一方の契約当事者の負担が他方当事者の負担に比べてはるかに大きいこと。」 
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ことは稀であり、これまでのところ、著作権買取を伴う事例が上記規定に依拠した

ことはない。 
 

一方、日本では、2017 年に民法が改正され、標準書式契約が規制された。改正法で
は、標準書式契約の条件のうち、取引の性質および慣行に照らして誠実に作成され

ておらず、公正な取引に反するものは無効となる。52改正法は、成立から 3 年後の
2020 年 6 月に施行される。したがって、改正法が実際にどのように適用されるか
は、まだ分からない。 
 
他の司法管轄域においては、消費者契約の不公正な条件を規制する法令があるのみ

で、著作権買取契約は対象になっていない。53紛争が生じた場合、著作権買取契約

の当事者は、一般的な契約法に訴えることができるだけである。しかしながら、こ

の意味での保護は十分でない。契約成立前の段階においては、創作者と音楽出版社

またはレコードレーベルは、交渉力の不均衡により公正な交渉をすることができな

いかもしれない。多くの場合、創作者は、契約条件の設定に際してほとんど影響力

を持っていないか、全く持っていない。金銭的に逼迫した創作者は、契約条件が不

公正であると分かっても契約する気になるかもしれない。推奨事項では、不公正な

契約条件を規制するべきかどうか、するべきであるとすれば、どのようにして規制

するべきかをより詳しく検討していく。54 
 
6.3 創作者は、公正な報酬を得る権利を享受しているか？ 
 
公正な報酬を得る権利は、創作者が移転または譲渡した権利に対して公正、正当か

つ合理的な報酬を得ることを保証する。残念ながら、マカオ以外の上記特定司法管

轄域の著作権法には、そのような要件は見当たらない。 
 
上記特定司法管轄域の一部においては、特定の者は、著作権買取に至らない状況に

おいて公正な報酬を得る権利を有する。例えば、日本の著作権法では、一定の状況

下で作品を放送する者は、著作権所有者に「相当の対価」を支払わなければならな

い。55オーストラリアの著作権法では、放送を目的として作品を複製しようとする

者は、作品の著作権所有者に公正な報酬を支払わなければならない。56 
 

 
52  Yoshiaki Satake, “Japan: Civil Code reform” International Financial Law Review (11 December 2017) 
<https://www.iflr.com/Article/3774419/Japan-Civil-Code-reform.html?ArticleId=3774419> （2019 年 9 月 25
日にアクセスした）；Yasuyuki Kuribayashi and Yuichi Tanaka, “The amendment of part of the Civil Code (law 
of obligations) was enacted and will be enforced within three years from June 2, 2017 (Part 1 – Pre-formulated 
Terms and Conditions (teikei yakkan))” (City-Yuwa Partners, June 2017) <http://www.city-
yuwa.com/english/legalupdate/shared/pdf/cy_japan_legalupdate_2017_07.pdf> （2019年 9月 25日にアクセ
スした）。 
53 表 1を参照。 
54 下記パート 7を参照。 
55 日本国著作権法第 34(2)条。 
56 1968年著作権法セクション 47(3)。 
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注目すべきことに、マカオには、他のすべての上記特定司法管轄域よりも、公正な

報酬の要件に関するきめ細かな規定がある。著作権および関連権に係る制度の再発

行では、「作品を創作する目的である者に経済的権利が譲渡された場合、知的創作者

は、(a) 知的創作物が、割り当てられた責任または業務の均等で熱心な遂行の限度を
明確に超えており、(b) 作品について、報酬合意時点での想定に含まれない利用また
は利益が得られたときは、作品が現に開示または発行されているか否かにかかわら

ず、合意された報酬に加えて特別報酬を受け取る権利を有するものとする。」57この

規定はおそらく、従業員の作品または委嘱された作品に係る著作権の移転または譲

渡から生じうる不公正を是正するためのものである。58 
 

マカオ著作権法の別の規定では、「知的創作者またはその承継人は、作品に係る経済

的権利を対価と交換に移転または譲渡した場合において、自らの収入と移転または

譲渡の受益者が得た収益との間に明白な不均衡があるため重大な経済的不利益を

被ったときは、経済的利用の結果に応じて受益者に追加的対価を要求することがで

きる。」59この規定については、2 つの疑問点が未解決のまま残っている。第一に、
「重大な経済的不利益」とは何か？ 第二に、「経済的利用の結果」をどのように確
認するか？ これまでのところ、この規定は著作権買取を伴ういかなる事例にも適用
されたことがなく、これらの文言の意味を定める判決が下されたこともない。「自ら

の収入と移転または譲渡の受益者が得た収益との間に明白な不均衡」の意味につい

ては、この規定そのものがある程度の指針を与えているように思われる。「作品に係

る経済的権利の移転または譲渡の価額が、受益者が利用から得る収入に対する割合

として計算される場合、追加的対価を得る権利は、確定された割合が同種取引で通

常支払われる割合よりも明らかに低い場合に限り適用される」と規定されている。
60従って、音楽業界で実施された著作権買取取引は、楽曲および／または歌曲（メ

ロディーと歌詞の両方を含む）に係る著作権の特定の移転または譲渡の価額が明ら

かに不均衡であるかどうかを評価する際に決定的な影響力を有しうる。ただし、こ

の分野には判例がないため、慣行が実際にどのように区別され評価されるかは、ま

だ分からない。 
 

とはいえ、公正な報酬を得る創作者の権利に関するマカオの規定は、創作者の利益

の保護を強化することが可能な法律と政策の制定についての先見性を示している。
61 
 
 
 
 

 
57 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 12(4)条。 
58 下記パート 6.5で詳しく検討する。 
59 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 36(1)条。 
60 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 36(3)条。 
61 この点の推奨事項については、下記パート 7を参照。 
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6.4 著作権買取契約を適法に取り消しうる状況 
 
契約当事者が契約を適法に取り消しうる状況は、契約締結時に両当事者間で合意さ

れた事項によって決まることが多い。契約上、契約を取り消すことができる当事者

が契約を取り消しても、違反にならない。取消しの効果として、権利が創作者に復

帰し、全契約当事者は更なる履行を免れる。上記特定司法管轄域の一部では、著作

権買取契約を取り消し得る状況が著作権法に規定されている。 
 
 
例えばインドネシアとタイがそうである。これらの司法管轄域の著作権法では、作

品に係る著作権の全部または一部が期間を限定せずに譲渡された場合、その譲渡

は、一定期間の経過後に自動的に取り消される。インドネシアでは、著作権で保護

された書籍その他の文学作品、歌曲または歌詞を伴うもしくは伴わない楽曲であっ

て、一律売却契約および／または無期限移転において移転されたものは、契約が 25
年に達した時点で著作者に復帰する。62「一律売却」契約とは、「作品の経済的権利

が期間の定めなく買主に全面的に移転されるよう、著作者に対し、買主による全額

支払いにより作品を引き渡すよう求める契約」である。63この法律は 2014 年にイン
ドネシアに導入されたばかりなので、これらの規定が実際にどのように運用される

かは、まだ分からない。一方、タイでは、著作権の全部または一部が期間を限定せ

ずに譲渡された場合、その譲渡は、10年に限り有効とみなされる。64 
 
マカオにも、映画作品の契約について同様の自動終了規定がある。マカオ著作権法

では、「別段の合意がない限り、著作者が作品の映画化について与えた許可は、その

作品が特に当該表現形態のために創作されたものであるか翻案されたものであるか

にかかわらず、独占的権利の付与を暗示する。」65契約当事者間に契約期間について

の合意がない場合、「映画化のために付与された独占的権利は、対応する契約の締結

の 25年後に消滅する。」66一方、マカオ著作権法を際立たせているのは、移転によっ

て著作者に「著しい不利益」が生じた場合、著作者は、移転を知らされたときから

3 カ月以内であれば出版契約を取り消すことができることである。67ただし、「著し

い不利益」は法律上定義されておらず、その意味に関する司法の指針もない。 
 

 
62 著作権に関する 2014年インドネシア共和国法第 28号、第 18条。 
63 著作権に関する 2014年インドネシア共和国法第 28号、第 18条の解説。 
64 B.E. 2537 (1994)年著作権法セクション 17。同セクションでは、「著作権所有者は、著作権の全部ま
たは一部を譲渡できるとともに、期間を定めて、または著作権保護の全期間にわたり著作権を譲渡す

ることができる。相続を除く他の手段による譲渡は、譲渡人および譲受人の署名のある書面によって

行わなければならない。譲渡契約に期間が明記されていない場合、譲渡は 10 年間継続するものとみ
なす」と規定されている。 
65 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 111(1)条。 
66 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 111(2)条。 
67 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 87(2)条。 
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日本と韓国では、著作権の移転や譲渡の自動取消し規定はないが、文芸作品に係る

出版権者は、出版権の不使用を理由として出版契約を取り消すことができる。日本

の著作権法では、作品の出版権者が、創作者から作品を受け取ってから 6 カ月以内
に作品を出版することや作品を「商慣行に従い継続して」出版することなど68、出

版契約上の特定の義務を履行しなかった場合、著作権所有者は、出版権者に通知す

ることで契約を取り消すことができる。69同様に、韓国の著作権法でも、作品の出

版権者が「複製権者から、作品の複製に必要な原稿その他同様の素材を受け取った

日から 9カ月以内に作品を出版」しなかった場合70または「作品を慣行に沿って原形

のまま継続的に出版」しなかった場合71、著作権所有者は、「出版権者に対し、6 カ
月以上の規定期間内にその義務を履行するよう求めることができる。」72複製権者が

規定期間内にその義務を履行しなかった場合、著作権所有者は、複製権者に通知す

ることで契約を取り消すことができる。73「出版権者が作品を出版することが不可

能であるか、または出版権者にその意思がないことが明らかである」場合、著作権

所有者は、出版権者に通知することで直ちに出版契約を取り消すことができる。74 
 
その他の司法管轄域では、契約当事者が適法に著作権買取契約を取り消し得るの

は、その者が契約上の取消権を有している場合に限る。75しかしながら、創作者、

特に独立系の作曲者や作詞者は通常、音楽出版社やレコードレーベルと同程度の交

渉力を享受していないことに鑑みると、そもそも創作者が契約でそのような権利を

求めることが出来るかどうか疑わしい。76被移転人または譲受人が契約当事者の了

解に従って作品を利用しなければ、不公正が生じる可能性がある。なぜならば、そ

のような場合、創作者は、自らの作品に係る権利を再譲渡または再移転することが

出来ないからである。また、創作者は、契約を取り消すことが契約上認められてい

ない限り、契約を取り消すこともできない。この点では、状況を是正するために司

法の介入が必要になるかもしれない。77 
 
 
 
 

 
68 日本国著作権法第 81条。 
69 日本国著作権法第 84条。 
70 韓国著作権法第 58(1)条。 
71 韓国著作権法第 58(2)条。 
72 韓国著作権法第 61(1)条。 
73 同 
74 韓国著作権法第 61(2)条。同条では、「出版権者が作品を出版することが不可能であるか、または出
版権者にその意思がないことが明らかであるときは、複製権者は、第(1)項の規定にもかかわらず、
出版権者に出版権の終了を直ちに通知することができる」と規定されている。 
75 表 1を参照。 
76 不公正な契約条件を規制しなければ、いかに創作者が搾取されるおそれがあるかの検討について
は、上記パート 6.2.2も参照。 
77 更なる検討については、下記パート 7を参照。 
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6.5 従業員が創作した作品および／または委嘱された作品の著作
権所有に関する規定があるか？ 

 
上記司法管轄域のいずれにおいても、従業員作品と委嘱作品の著作権所有について

は、法律上の推定が働く。それにもかかわらず、推定の適用方法については実質的

な違いがある。 
 
ベトナムでは、作品が職務上創作された場合または委嘱契約に基づいて創作された

場合は、契約上別段の定めがない限り、雇用者または委嘱者が当該作品に係る著作

権の所有者となる。78 
 
一方、日本と韓国でも、雇用者が、従業員が創作した作品の著作権所有者であると

推定されるが、委嘱による作品に関する規定はない。79委嘱による作品について

は、作品の創作者を著作権所有者とする一般原則が適用される。80 
 
オーストラリア、香港およびマカオの規定は、上記司法管轄権とは異なる。オース

トラリアでは、文芸作品、演劇作品、美術作品または音楽作品が職務上従業員に

よって創作された場合、雇用者が当該作品に係る著作権を所有する。81委嘱による

作品の著作権所有に関する一般規定はない。委嘱による作品が「私的用途または家

庭内用途のための写真」82、「肖像の絵画または図」83、「彫刻」84、録音85または映

画作品86である場合、法律上、別段の合意がない限り、委嘱当事者が作品に係る著

作権の所有者であると推定される。他の場合は、作品の被委嘱者（創作者）に著作

権が帰属する。87香港では、従業員が創作した作品については雇用者が著作権所有

者であると推定される88が、委嘱による作品については同様の法律上の推定はな

い。委嘱による作品の著作権所有者は、「契約上、著作権を得る権利を有する者」で

ある。89委嘱契約に定めがない場合には、作品の著作者、すなわち被委嘱者が著作

権所有者となる。90マカオの場合、従業員が創作した作品の著作権所有者に関する

法律上の推定はなく、著作権の所有は、実際に合意された内容に基づいて決定され

 
78 知的財産権法第 39条。 
79 日本国著作権法第 15条；韓国著作権法第 9条。 
80 日本国著作権法第 14条；韓国著作権法第 8(1)条。 
81 1968年著作権法セクション 35(6)。 
82 1968年著作権法セクション 35(5)。 
83 同 
84 同 
85 1968年著作権法セクション 97。 
86 1968年著作権法セクション 98。 
87 1968年著作権法セクション 35(1)。 
88 著作権条例 (Cap 528) セクション 14。 
89 著作権条例 (Cap 528) セクション 15。 
90 著作権条例 (Cap 528) セクション 13。 
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る。91委嘱作品については、コンピュータープログラムの著作権の所有92および委嘱

された写真の使用について具体的な規定があるだけである。93 
 
対極にあるインドネシアでは、従業員が創作した作品および委嘱による作品の著作

権は、契約上別段の定めがない限り、従業員および被委嘱者に帰属する。94タイで

は、従業員が創作した作品の著作権は、「書面による別段の合意がない限り、従業員

に帰属する。ただし、雇用者は、当該作品を職務の目的に従って公衆に送信するこ

とができる。」95委嘱による作品については、別段の合意がない限り、委嘱者が最初

の著作権所有者であると推定される。96 
 
従業員および被委嘱者は、最初の著作権所有者であると推定されるときのほうが、

自らの作品について持つ支配力が大きいことは明らかである。しかし、現実には、

バランスを崩す他の要因が常に存在する。例えば、雇用者や委嘱者が作品に係るす

べての経済的権利を取得したいと思うのは、珍しいことではない。往々にして交渉

力が強いこれらの当事者は、作品に係る著作権の移転または譲渡に際し、従業員ま

たは被委嘱者に不利な条件を飲ませるかもしれない。したがって、上記特定司法管

轄域においては、創作者を搾取から保護することを目的とした措置を講じるよう推

奨される。97 
 
6.6 政府による著作権所有および政府が関わる著作権買取を規制

する規定があるか？ 
 
民間企業とは異なり、政府は、個人による譲渡以外の方法で作品の著作権を取得し

享受することがある。政府が関わる著作権買取取引も、民間企業や個人のみが関わ

る取引とは性質が異なる。なぜならば、前者は、法的な問題だけでなく、政策的お

よび行政的な問題も引き起こす可能性があるからである。それにもかかわらず、政

府による著作権所有および政府が関わる著作権買取を規制する規定を実施している

のは、上記特定司法管轄域のうち半数のみである。 
 

 
91 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 12条。 
92 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 168(2)条。同条では、「コンピュータープログ
ラムが他の者のために、または委託を受けて制作された場合、同プログラムに係る権利は、別段の明

確な合意がある場合または契約から別段の旨を読み取るべき場合を除き、第 12(4)条の規定を損なう
ことなく、その制作の目的である者またはそれを委託した者に譲渡されたものと推定する」と規定さ

れている。 
93 著作権および関連する権利に係る制度の再発布、第 151(1)条。同条では、「別段の合意がない限
り、被描写人またはその承継人は、写真家による許可とは独立して、委託した写真を複製し、または

その複製を許可することができる」と規定されている。 
94 対応する法規定については、表 1を参照。 
95 B.E. 2537 (1994)年著作権法セクション 9。 
96 B.E. 2537 (1994)年著作権法セクション 10。 
97 下記パート 7を参照。 
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オーストラリア、香港、タイおよびベトナムには、政府による著作権所有および政

府が関わる著作権買取を規制する規定がある。オーストラリアの著作権法では、「連

邦または州が創作したまたはその指示もしくは管理下で創作されたオリジナルの文

芸作品、演劇作品、音楽作品または美術作品」の著作権の所有者は通常、連邦また

は州である。98香港にも同様の規定がある。著作権規則（Cap 528）では、公務員が
職務の過程で創作した作品については、政府が最初の著作権所有者である。99同様

にタイでも、「省、局、部その他の政府機関または地方機関は、書面による別段の合

意がない限り、その職務の過程において、その指示の下で、またはその管理下で創

作された作品に係る著作権を所有する。」100また、ベトナムでは、匿名作品、「保護

期間は満了していないが著作権者が相続人のない状態で死亡し、または相続人が承

継を放棄したか、もしくは承継権を剥奪された作品」および「所有権が著作権者か

ら国に譲渡された作品」については国が著作権所有者である。101 
 
他の司法管轄域、すなわち、インドネシア、日本、マカオおよび韓国については、

この点に関する特別な法律や政策はない。これらの司法管轄域では、政府が創作者

を雇用するかまたは委嘱することにより、楽曲および／または歌曲の創作を行うこ

とが通例である。著作権の所有に関する一般規定が然るべく適用される。102おそら

く、政府が関与しているので、政府の著作権または政府による著作権買取を規制す

る具体的な法規定がなくても、既存の法的枠組みの下で創作者の利益が妥当な保護

が与えられるからだろう。 
 
6.7 著作権問題に関する一般の意識を高めるために、啓発キャン

ペーンが定期的に行われているか？ 
 
著作権に関する法律と政策がどれぐらい洗練されているかという点に鑑みると、著

作権買取取引に関わるステークホルダーが自らの法的権利と義務を意識しているこ

とが肝要である。啓発キャンペーンの実施は、著作権買取に関する規制についての

一般の理解と意識を高めるための手段である。創作者、特に独立系創作者は、著作

権買取取引における潜在的な問題をより深く認識すれば、移転または譲渡の実施前

に自らの権利を保護するための措置を講じることが出来る。香港・日本・韓国を除

く他のすべての上記特定司法管轄域では、啓発キャンペーンが定期的に実施されて

いた。103 
 

 
98 1968年著作権法セクション 176(2)。 
99 著作権条例 (Cap 528) セクション 182(1)。 
100 B.E. 2537 (1994)年著作権法セクション 14。 
101 知的財産権法第 42(1)条。 
102 上記パート 6.5を参照。 
103 表 1を参照。 
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啓発キャンペーンには、著作権セミナー、会議、パネルディスカッション、法律相

談所などがある。これらのイベントは、多くの場合、現地のCMOが主導しており、
政府はそのようなキャンペーンを時々、独自にまたはCMOと共同で開催しているに
過ぎない。オーストラリアでは、著作権セミナーや作曲ワークショップが現地の

CMOやオーストラリア著作権評議会によって定期的に開催されている。104 2018年に
は、APRA AMCOSが、ゲーム業界の創作者、開発者および専門家を招いて「ハイス
コア」というイベントを開催した。105会議だけでなく、業界の慣行や現代の著作権

問題に関する質疑応答もあった。様々なステークホルダーが著作権に関する法律と

政策に関する自らの考えや懸念を表明できるよう、ネットワーク作りセッションも

開かれた。このイベントは、業界における著作権関連問題についての意識を高める

ことに成功した。ベトナムでは、文化・スポーツ・観光省、著作権局、国際協力省

といった機関が定期的に著作権に関するセミナーを開催している。VCPMC も、会
員や司法省と共同で、個別案件毎に創作者に法的助言を行っている。これらの事例

はすべて、啓発キャンペーンを実施していない他の司法管轄域にとってよい参考に

なり得る。 
 

 
104 オーストラリア著作権評議会が以前開催していた個別社内トレーニング、ウェビナーおよびシン
ポジウムに関する詳しい情報については、オーストラリア著作権評議会  “Learning & Events” 
<https://www.copyright.org.au/ACC/Seminars/Customised_Inhouse_Training/ACC/Seminars/Customised_In-
house_training.aspx?hkey=48cb42c8-9017-42cb-a950-d4f0416a1c7a> （2019年10月29日にアクセスした）
を参照。 
105 イベントに関する詳しい情報については、オーストララシア演奏権協会・オーストララシア録音
著作権者協会（ APRA AMCOS）の  “High Score 2018 Composition and Sound Art for Gaming” 
<http://apraamcos.com.au/events/2018/october/vic-high-score-composition-and-sound-art-for-gaming/>（ 2019
年 9月 12日にアクセスした）を参照。 
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7. 推奨事項 
 
このパートでは、上記特定司法管轄域の既存の法的枠組みを改善する方法について

提案する。確かに、推奨事項の中には必ずしもすべての国に当てはまらないものも

あるが、音楽業界における著作権買取取引の規制に関する一層の議論と、当局によ

る措置の改善を促すことができると期待される。 
 
一般市民が現在の著作権に関する法律と政策に基づく自らの権利と義務をほとんど

知らない司法管轄域にあっては、政府は、啓発キャンペーンの開催に注力するべき

である。106逆に、一般市民が著作権法の基本的な事柄をすでに理解している司法管

轄域にあっては、政府は、他の推奨事項に注力するべきである。 
 
7.1 著作権買取契約の不公正な条件を規制する 
 
すでに述べたとおり、上記特定司法管轄域の大部分では、不公正な契約条件が規制

されていない。107音楽出版社やレコードレーベルよりも交渉力が弱い創作者は、不

公正な著作権買取契約を締結するよう圧力をかけられる可能性がある。例えば、音

楽出版社は、作曲者が作品に係るすべての経済的権利について期間を限定せずに譲

渡することに同意しない限り契約しないと言って脅すことがあり得る。そのような

シナリオでかけられた圧力は違法な圧力とまでは言えないため、作曲者は、契約が

違法に成立したと主張することはできないだろう。不公正な契約条件を規制する法

律がないと、契約条件が不公正であるとの主張も奏功しないだろう。したがって、

創作者、特に独立した作曲者や作詞者を搾取から守るためには、著作権買取契約の

不公正な条件を規制する必要がある。 
 
オーストラリアの 2010年競争・消費者法は、どうすれば不公正な契約条件を規制で
きるかを示している。商取引における不当な行為を禁じるキャッチオール規定108は、

字句通りに読めば、契約の如何にかかわらず、不公正な条件の組み込みを対象に出

来るほどに広い。しかし、実際には、オーストラリアの裁判所が下した不当の定義

が狭いことから、その適用範囲は著しく縮減されている。109 
 
商業界の複雑さに鑑みると、著作権買取契約の条件が公正であるかどうか、そのよ

うな条件を組み込むことが不当な行為に該当するかどうかを判断する際には柔軟な

アプローチを取るべきである。実際、2010 年競争・消費者法には、消費者契約と小

 
106 下記パート 7.5を参照。 
107 上記パート 6.2.2を参照。 
108 2010年競争・消費者法別表 2セクション 20(1)。同セクションでは、「人は、商取引において、その
時点での慣習法の意味における不当な行為をしてはならない」と規定されている。 
109 上記パート 4.2.2における検討を参照。Rick（脚注 38）も参照。 
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規模事業者契約の条件を規制する別の規定がある。110著作権買取契約は「消費者契

約」111でも「小規模事業者契約」112でもないため、この規定は著作権買取契約には

適用されないが、契約条件の公正性を評価する際のそのアプローチはより柔軟で包

括的であることから、本目的のために参照することが出来る。このアプローチで

は、評価に際し、当該条件がどの程度透明であるかだけでなく、契約全体も考慮し

なければならない。113消費者契約または小規模事業者契約の条件が不公正とみなさ

れるのは、「(a) 当該条件が両当事者の契約上の権利と義務について著しい不均衡を
引き起こし、(b) 当該条件が利する当事者の合法的利益を保護するためには当該条件
が合理的に必要でなく、かつ、(c) 当該条件を適用またはこれに依拠すると、一方当
事者に（金銭的その他の）不利益が生じる」場合である。114不公正な契約に該当す

るか否かの判断に柔軟性を与えれば、創作者を様々な搾取から保護できる。 
 
7.2 創作者に、公正な報酬を得る権利を与える 
 
不公正な契約条件を規制することに加え、創作者が著作権買取取引について公正な

取り分を受け取ることが出来るよう、創作者に公正な報酬を得る権利を与えるべき

である。マカオ著作権法、および最近公表された「指令 96/9/EC および 2001/19/EC
を改正する、デジタル単一市場における著作権および関連権に関する 2019年 4月 17
日付欧州議会・理事会指令（EU）2019/790」（以下「EU著作権指令」）がこの点で有

 
110 2010年競争・消費者法別表 2セクション 23(1)。同セクションでは次のように規定されている。「消
費者契約または小規模事業者契約の条件は、次の場合は無効である。 

(a) 当該条件が不公正である；および 
(b) 当該契約が標準書式契約である。」 

111 2010年競争・消費者法別表 2セクション 23(3)。同セクションでは次のように規定されている。「消
費者契約とは、次の事項を目的とする契約である。 

(a) 物品またはサービスの供給；または 
(b) 土地に対する権利の販売または付与であって； 

その相手先が個人であり、その者による当該物品、サービスまたは権利の取得が、専らまたは主とし

て、個人的、家庭内または世帯内の使用または消費であるもの。」 
112 2010年競争・消費者法別表 2セクション 23(4)。同セクションでは次のように規定されている。「次
の条件を満たす契約は、小規模事業者契約である。 
「(a) 当該契約の目的が、物品もしくはサービスの供給または土地に対する権利の販売も

しくは付与である；および 
(b) 契約締結時に、少なくとも一の契約当事者が、20名未満の者を雇用する企業である；および 
(c) 次のいずれかが当てはまる。 

(i) 契約に基づき支払うべき前払い金が$300,000を超えない。 
(ii) 契約期間が 12 カ月超であり、契約に基づき支払うべき前払い金が$1,000,000 を超え
ない。」 

113 2010年競争・消費者法別表 2セクション 24(2)。セクション 24(3)によれば、次を満たす条件は「透
明」である。 
「(a) 合理的に平易な言葉で表現されている；および 
(b) 読みやすい；および 
(c) 明確に提示されている；および 
(d) 当該条件の影響を受ける当事者が直ちに入手できる。」 

114 2010年競争・消費者法別表 2セクション 24(2)。 
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益な手引きになる。115マカオの著作権および関連権に係る制度の再発行における関

連規定についてはすでに検討したので、ここでは EU 著作権指令に焦点を当てる。
116 
 
2019年 6月 7日に採択され発効した EU著作権指令の狙いは、3種類の規則、すなわ
ち、「特に、保護されたコンテンツのデジタル利用および国境を超える利用を考慮に

入れて、域内市場の枠組みにおける著作権および関連権に適用される EU 加盟国の
法律をさらに調和させることを目的とする規則」、「著作権および関連権の例外およ

び制限ならびに利用許諾の促進に関する規則」および「作品その他の対象物の利用

のために十分に機能する市場を保証することを目的とする規則」を制定することで

ある。117EU 著作権指令の発効日から 2 年以内に、EU 加盟国は、国内法を通じて同
指令を実施しなければならない。 
 
著作者と実演者が自らの作品に係る著作権を利用許諾または移転するときに公正な

報酬を得られるよう、EU著作権指令は、次の 3項目の義務の実施を EU加盟国に求
めている。 
 

· 第一に、EU 加盟国は、「著作者および実演者が自らの作品その他の対象物の
利用に係る自らの独占的権利を利用許諾または移転する場合、それらの者が

適切かつ応分の報酬を得る権利を有することを確実にする」義務を負う。118

「適切かつ応分の報酬」の実際の意味については、EU 指令は、「著作者およ
び実演者の報酬は、作品その他の対象物の全体に対するその者の貢献ならび

に市場慣行や当該作品の実際の利用など当該事案に係る他のすべての事情を

考慮のうえ、利用許諾または移転された権利の実際のまたは潜在的な経済的

価値に対して適切かつ応分であるべきである」と規定している。119とは言

え、EU 加盟国は、「自由に、異なる仕組みを採用し、契約の自由の原則と権
利・利益の公正なバランスを考慮することができる。」120 

 
· 第二に、EU 加盟国は、「著作者および実演者が、特に利用形態、生み出され
たあらゆる収入および支払い期日が到来した報酬について、定期的に、少な

くとも年 1 回、各部門の特殊性を考慮に入れて、自らの作品および演奏の利

 
115 COM/2016/0593 final – 2016/0280 (COD)。 
116 上記パート 6.3を参照。 
117 指令 96/9/ECおよび 2001/19/ECを改正する、デジタル単一市場における著作権および関連する権利
に関する 2019 年 4 月 17日付欧州議会・理事会指令（EU）2019/790（以下「EU 著作権指令」）、第 1
条。 
118 EU著作権指令、第 18(1)条。 
119 EU 著作権指令、前文(73)。前文では、次のように述べられている。「一括払いも応分の報酬になり
うるが、それを規則にするべきではない。加盟国は、一括金が適用される具体的事例を、各部門の特

殊性を考慮して定める自由を有するべきである。加盟国は、団体交渉その他の仕組みなど、様々な既

存または新規の仕組みを通じてもたらされる適切かつ応分の報酬の原則を実施する自由を有するべき

である。ただし、かかる仕組みは、適用される連合法に合致していなければならない。」 
120 EU著作権指令、第 18(2)条。 
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用に関する最新で関連性がある包括的な情報を、権利の利用許諾先もしくは

移転先の者またはその権利承継人から得ることを確実にする」義務を負う。
121これは、EU著作権指令に基づく「透明性義務」とも呼ばれる。122著作者お

よび実演者にその作品の利用状況を常に知らせておく目的は、それらの者が

自らの作品に係る権利の経済的価値を正確に評価出来るようにすることであ

る。123 
 

· 最後に、EU 加盟国は、「［第 20 条］に記載されたものと同等の仕組みを定め
た適用可能な団体協約がない場合において、当初合意された報酬が、作品ま

たは演奏の利用から得られた以後のあらゆる関連収入に比較して不相応に少

ないことが分かったときは、著作者および実演者またはその代理人が、自ら

の権利を利用させる契約を結んだ相手先または当該財産の権利承継人に対

し、適切かつ公正な追加報酬を請求する権利を有することを確実にする」義

務を負う。124実際には、「EU レベルで調和された権利の利用に係る契約で
あって、契約期間が長期のもの」が、この義務の対象である。125EU 加盟国
は、著作者および実演者ならびにその契約相手先または権利承継人が「権利

の経済的価値が当初の見積りよりも著しく高いことが分かった場合」に再交

渉することを認めることを期待されている。126EU指令では、報酬が「不相応
に少ない」かどうかを評価する際には、「著作者および実演者の貢献度のほ

か、別のコンテンツ部門における特殊性と報酬慣行の寄与度および当該契約

が団体協約に基づくものであるか否かなど」、「各事案の具体的事情」を考慮

に入れるべきであるとしている。127 
 
EU著作権法に著作者および実演者の公正な報酬を得る権利が導入されたのは、今回
が初めてである。128この導入の背景にある根本的理由は、「自社を通じて行う場合な

ど、報酬と引き換えに利用させる目的で自らの権利を利用許諾または移転する際に

契約上弱い立場に置かれがちな」著作者および実演者を保護して、それらの者が

「EU法に基づき調和された権利から十分な利益を得る」ことが出来るようにするこ

 
121 EU著作権指令、第 19条。 
122 同 
123 EU著作権指令、前文(74)と(75)。 
124 EU著作権指令、第 20(1)条。 
125 EU著作権指令、前文(78)。 
126 同 
127 同 前文では次のように付言されている。「連合法に準拠した国内法に従って適切に委託を受けた著
作者および演奏家の代理人は、契約の調整に係る要請に関し、関連する場合は他の著作者または演奏

家の利益も考慮のうえ、1 名または複数名の著作者または演奏家を援助できるべきである。これらの
代理人は、可能である限り、本人たる著作者および演奏家の身元を保護するべきである。当事者が報

酬の調整について合意に至らなかった場合、著作者または演奏家は、裁判所その他の管轄当局に訴え

る権利を有するべきである。」 
128 EU 委員会、“Digital Single Market: EU negotiators reach a breakthrough to modernize copyright rules” 
(Strasbourg, 13 February 2019) <https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_en.htm> （2019年 9月 29日
にアクセスした）。 
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とである。129新法が文化産業にどのような影響を与えるかはまだ分からないが、EU
における創作者に関する関心の高まりと創作者を搾取から保護しようとする取り組

みを反映しているのは確かである。 
 
したがって、アジア太平洋地域の司法管轄域に対しては、EU著作権法の進展を注視
し、創作者に公正な報酬を得る権利を与えることも検討するよう推奨する。 
 
7.3 著作権買取契約の当事者に対し、不使用の場合に創作者が契

約を取り消すことができるオプションを盛り込むことを要求

する 
 
被移転人または譲受人が移転または譲渡を受けた経済的権利を行使しなかった場

合、創作者は、著作権買取契約を取り消すことが出来るようにすべきである。取消

しが有効になり次第、作品に係る経済的権利が創作者に復帰し、被移転人または譲

受人は以後の履行を免れなければならない。日本、マカオおよび韓国は、不使用を

根拠として経済的権利の移転を伴う契約を取り消す権利を特定の者にしか付与して

いない。130EU著作権指令の対象はもっと広く、不使用の場合の取消権はすべての著
作者および実演者に適用されることが意図されている。131 
 
EU著作権指令では、著作者および実演者と被許諾者および被移転人との間の利益の
バランスを図ることの重要性が強調されている。指令は、一方では、作品が全く利

用されていないことが分かった場合に利用契約を取り消す権利を著作者および実演

者に付与する必要があると認めている。132他方で、取消しの仕組みが乱用される懸

念も認めており、「著作者および実演者は、利用許諾または移転契約の締結から一定

の期間が経過した後に限り、一定の手続要件に従って取消権を行使出来るようすべ

きである」としている。EUのアプローチは、インドネシアやタイのアプローチとは
対照的である。後者の 2 司法管轄域の著作権法では、作品に係る著作権が期間を限
定せずに譲渡された場合、その譲渡は、それぞれ 25 年後と 10 年後に自動的に取り
消される。133EUのアプローチは、異なる当事者の利益のバランスを取っているだけ
でなく、契約の自由との整合性が高いことからも望ましいと言える。 
 

 
129 EU 著作権指令、前文(72)。なお、前文では次のように述べられている。「一部の雇用契約などに当
てはまるように、契約の相手方がエンドユーザーであり、作品または演奏そのものを利用しない場合

には、そのような保護の必要性は生じない。」 
130 上記パート 6.4を参照。 
131 EU 著作権指令、第 22(1)条。同条では、「加盟国は、著作者または演奏家が作品その他の保護対象
物に係る自らの権利を独占的に利用許諾または移転した場合において、当該作品その他の保護対象物

が利用されないときは、当該著作者または演奏家が権利の利用許諾または移転の全部または一部を取

り消すことができることを確実にする」と規定されている。 
132 EU著作権指令、前文(80)。 
133 上記パート 6.4を参照。 
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一方、EU 著作権指令では、EU 加盟国が所期の目的を達成する際に採る手段につい
ては明記されていないことに留意しなければならない。その代わり、指令では、「取

消しの仕組みの具体的規定は、（中略）、(a) 様々な部門ならびに様々な種類の作品お
よび演奏の特殊性、および (b) 作品その他の対象物が複数名の著作者または実演者の
貢献を含んでいる場合には、個々の貢献の相対的重要度ならびに個々の著作者また

は実演者による取消しの仕組みの適用の影響を受けるすべての著作者および実演者

の適法な利益を考慮に入れて、（中略）、国内法において定めることが出来る」と規

定している。134この点では、EU指令はせいぜい、他の司法管轄域の指針になるぐら
いだろう。当局は、不使用による取消権をすべての著作者および実演者にまで広げ

るかどうかを決定する際にはまず、文化産業の様々なステークホルダーの意見を聴

取したほうがよい。 
 
すでに述べたとおり、マカオは、創作者に生じた「著しい不利益」を根拠として出

版契約を取り消す権利を導入している。135しかしながら、「著しい不利益」は、その

実際の意味が不確かであり、不公正の概念と重複していることに鑑みると、マカオ

のアプローチを検討することは、実際には実行可能でなく、必要ないと言える。 
 
7.4 従業員の作品や委嘱された作品の場合：当事者間の公正かつ

透明な取引を奨励する 
 
従業員作品と委嘱作品の著作権所有に関する法律上の推定は、証拠をもって反証す

ることが出来る。136この点で、推定は、両当事者が問題の作品の著作権の帰属を決

定するための出発点にすぎず、自動的に不公正につながるものではない。雇用者と

従業員との間の取引および委嘱者と被委嘱者との間の取引の公正性と透明性を確保

するためには、推奨事項として上に述べた、不公正な契約条件を規制すること、公

正な報酬を得る権利を創作者に付与すること、および著作権買取契約の当事者に対

し、不使用の場合に創作者が契約を取り消すことができるオプションを盛り込むこ

とを求めることは、従業員作品と委嘱作品に等しく適用されるべきである。137 
 

従業員および被委嘱者を搾取から保護するため、雇用者・従業員間および委嘱者・

被委嘱者間の公正な交渉を奨励するべきである。公正な契約交渉を行うためには、

契約の全当事者がまず自らの法律上の権利と義務を認識しているべきである。これ

らの者の著作権問題についての認識と著作権法に関する理解を高めることで、この

ことは達成可能である。138 
 

 
134 EU著作権指令、第 22(2)条。 
135 上記パート 6.4を参照。 
136 上記パート 6.5を参照。 
137 上記パート 7.1から 7.3を参照。 
138 下記パート 7.5を参照。 
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7.5 著作権問題に関する一般の意識を高めるために、啓発キャン
ペーンを行う 

 
啓発キャンペーンのやり方については戦術を考える余地が大いにある。啓発活動・

イベントの実施については、著作権に関する法律や政策、特に既存の著作権問題を

熟知していることから、現地 CMOが主導するべきである。 
 
オーストラリア、マカオおよびベトナムの事例がよい参考になり得る。139学術会議

や法律相談など一部のイベントは、特定の業界または特定のステークホルダー集団

に向けられたものであった。もちろん、これらのイベントの対象者をより多くの業

界や当事者、ひいては一般市民にまで広げることが出来るのであれば、さらによ

い。 
 
 

 
139 上記パート 6.7を参照。 
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8. まとめ 
 
アジア太平洋地域の音楽業界が急速に成長しているにもかかわらず、著作権買取取

引の規制についての懸念が高まっている。音楽業界の様々なステークホルダーの利

益が既存の法的枠組みの下でどの程度保護され、バランスが取られているかを評価

するため、本調査では、アジア太平洋地域の 8 つの法域、すなわち、オーストラリ
ア、香港、インドネシア、日本、マカオ、韓国、タイおよびベトナムの著作権に関

する法律と政策ならびに音楽業界の慣行を批判的に検討し比較した。 
 
調査結果によれば、大部分の司法管轄域では、不公正な契約条件の規制、創作者が

公正な報酬を得る権利と正当な場合に著作権買取契約を取り消す権利を奪われない

よう保護すること、および著作権問題に関する一般の認識を高めるための啓発キャ

ンペーンの実施について改善の余地がある。創作者、音楽出版社、レコードレーベ

ルの間のバランスを再設定するために推奨されることは、著作権買取契約の不公正

な条件を規制すること、創作者に公正な報酬を得る権利を付与すること、著作権買

取契約の当事者に対し、不使用の場合に創作者が契約を取り消すことができるオプ

ションを盛り込むことを求めること、従業員の作品と委嘱による作品については、

公正かつ透明な取引を奨励すること、である。また、著作権法について一般市民を

啓発するために、啓発キャンペーンを定期的に開催すべきことも提案されている。 
 
アジア太平洋地域の法制度は司法管轄によって異なり、各音楽業界には多様な業界

慣行があるが、本調査が本件についての一般市民の認識を高め、議論を促すのに十

分な、著作権買取についての説明になっていることを期待する。 
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