
―  89  ―

1. はじめに

2015年10月、環太平洋パートナーシップ
（Trans-Pacifi c Partnership, TPP）交渉の大枠合
意が実現した1。TPP交渉の知的財産分野には、
著作権保護期間の20年延長、および著作権侵害
行為の非親告罪化が含まれる。この合意を受け、
日本においても著作権法の改正が検討されるこ
とになる2。
駒澤大学グローバル・メディア・スタディー
ズ学部が設立された2006年当時、日本の著作権

保護期間を延長する著作権法改正の是非をめぐ
り、権利者側、そしてインターネット社会を中
心としたユーザー側との間で大きな議論が起き
た3。しかし、両者の意見の隔たりが縮まるこ
とはなく、結局、法改正は見送られた。
それから約10年、TPPという外圧を受け、保
護期間延長が実現しようとしている。一方、
著作権をめぐる権利者とユーザーの意見の対
立は、この10年で収まる気配はない。TPPに
よる保護期間延長についても、米国Creative 
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1 首相官邸「ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定交渉の大筋合意」（http://www.kantei.go.jp/jp/headline/

tpp2015.html、最終アクセス2015.12.8）
2 2015年11月現在、非親告罪化に関して二次著作は対象外にし、海賊版にのみ適用することが文化審議会で検討さ
れている（日本経済新聞朝刊2015年11月16日“「著作権侵害の非親告罪化」二次創作は対象外に　文化審、TPP受
け”）。

3 当時の議論の様子としては、例えば、INTERNET Watch 2007.03.13「著作権保護期間の延長をめぐり賛成・反対
双方が参加の公開トーク」（http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/03/13/15061.html、最終アクセス
2015.12.8）などを参照。
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Commons等の団体が反対声明を出している4。
権利者とユーザーの対立が深まる中、国の著
作権政策に係る立法および司法は、どちらかに
肩入れすることなく、一国全体の利益を最大に
すべく、著作権制度を設計すべきである。その
際に有効なのが、経済学研究の知見を活かすこ
とである。以下、本稿では、経済学者による著
作権制度研究の成果を、インターネット以前（第
2節）とインターネット以後（第3節）に分けて
紹介する。最後に、著作権制度設計の経済学研
究における課題を述べ、筆者の最近の研究を簡
単に紹介する。

2. インターネット以前

知的財産権の経済理論研究は、技術革新への
関心から、特許を中心に多くの研究の蓄積があ
る5。しかし、特許と技術革新への関心と比べ、
著作権への関心はあまり強くはなかったと言え
る。その理由として、著作権と関わりの深い産
業が、経済学研究の対象になることの少ないエ
ンターテイメント産業であったこと、そして、
インターネットの商業利用が普及する前は、複
製品の流通手段が書籍、ビデオカセット、レコ
ード・CDなど物理的な媒体に限られ、大規模
な著作権侵害行為も限定的だったことなどが挙
げられよう。
この時期の著作権の経済理論研究の主な関心
は、権利者の許諾のないコピーの存在が、著作
物供給者の行動や社会的厚生（消費者余剰と著
作者利潤の和）にどのような影響を与えるのか
である6。保護水準をどのように決めるべきかと

4 Creative Commons Blog News, “An Open Letter to 
TPP Negotiators: Copyright Term Extension Make 
No Sense, ” Ryan Merkley, July 9th, 2014 （http://
creativecommons.org/weblog/entry/43256、最終アクセ
ス2015.12.8）

5 例えばRockett （2010）によるサーベイを参照。
6 それらの研究論文は、Landes and Posner （1989）で

いう著作権制度の設計問題に踏み込んだ研究は
多くない。
後者の著作権制度設計に関する研究の一つ
が、Novos and Waldman （1984）である。彼らは、
著作権保護の程度を、消費者による（未許諾）
コピーの費用に影響を与える変数と捉え、社会
的厚生への影響を分析した。消費者は、著作物
の正規複製品を購入するか、それを借りてきて
自分でコピーするかを選択する。例えば、著作
物が小説や音楽の場合、本やレコードを書店や
レコード店で購入するか、それらをどこかから
借りてきて自分でコピーするかを選ぶ、という
状況である。著作権保護の程度が強ければ、す
なわち、「権利の幅（breadth）」が大きければ、
消費者が自分でコピーする費用は大きくなる7。
現実の著作権制度に当てはめるならば、例え
ば、我が国の1984年著作権法改正により創設さ
れた貸与権（26条の3）によって、著作権の権
利の幅は大きくなり、消費者のコピー費用は増
加したと言える。さらに、モデルでは、消費者
のコピー費用は消費者ごとに異なると仮定され
る。例えば、レンタル店が近くにある都市部の
消費者と近くにはない地方の消費者など、私的
コピーのために正規複製品を借りる際、それが
容易にできる消費者は、そうでない消費者より
も低いコピー費用をもつ。

Novos and Waldman（1984）はまず、権利保
護をより強くすることで、社会的厚生が向上す
る可能性を示した。権利保護の強化でコピー費
用が上昇すれば、より多くの消費者が正規複製
品購入を選択する。結果として著作者の利益が
増加し、著作者がより質の高い作品を制作する
インセンティブとなるためである。ただし、こ
の結果が成立するのは、異なるコピー費用の消

紹介されている。
7 「権利の幅（breadth）」とは、ある1つの著作物に関
して、その著作権を行使することで得られる収益の
大きさを意味する。著作権法上の著作物の種類の多
さではない点に注意されたい。
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費者が一様に存在する、または、コピー費用の
高い消費者ほどより多く存在する、という条件
下である。したがって、コピー費用の低い消費
者ほどより多く存在する場合、この結果は必ず
しも成立しない。多くの消費者が、高い著作権
保護水準のもとでもコピーを選択しうるためで
ある。このため、デジタル化とネットワーク化
によって多くの消費者のコピー費用が低下すれ
ば、より高い保護水準は社会的厚生の向上に結
び付かない可能性がある。
一方、権利保護強化は消費者全体のコピー費
用増加にはつながらない。コピーから正規複製
品購入に回る消費者が権利保護強化とともに増
えれば、その分消費者全体のコピー費用が低下
するためである。よって、「正規複製品を買わ
ずにコピーする消費者が負担する費用」として
定義された社会的厚生の損失は、権利保護強化
とともに増加することはない。
なお、Novos and Waldman （1984）の拡張と
して、Yoon （2002）がある。「インターネッ
ト以後」に登場した論文であるが、以下で説
明するように、アナログコピーを主に扱った
モデルの分析を行った論文である。Novos and 

Waldman （1984）のモデルにおいては、消費者
にとっての著作物の価値は一定で、コピー費用
がそれぞれ異なる。そして、消費者の選択肢
は正規複製品購入またはコピーである。一方、
Yoon （2002）のモデルでは、消費者にとって著
作物の価値はそれぞれ異なり、コピー費用が一
定である。そして、消費者の選択肢は正規複製
品購入、コピー、著作物を消費しないの３つで
ある。さらに、Yoon （2002）では、コピーの価
値は正規複製品の価値よりも低いという仮定が
置かれ、その結果、パラメーターの値によって
は、非常に低いレベルの著作権保護が社会的厚
生上最適になりうる。

Yoon （2002）は、コピーの価値が正規複製品
の価値を下回る例として、コピーによる質の劣

化、そして、マニュアルやテクニカルサポート
等の欠如を挙げている。しかし、後者のマニュ
アルやテクニカルサポートは著作物に付随する
補完財であって、著作物自体とは異なる財であ
る。デジタル著作物については、正規複製品か
らのコピー時に（アナログコピーのような）質
劣化はないので、「コピーの価値が正規複製品
の価値を下回る」のは主にアナログコピーであ
ると解釈するのが自然であろう8。
「インターネット以前」における著作権制度
設計の論文としては、もう一つ、Landes and 

Posner （1989）がある。彼らのモデルにおいて、
権利保護の強さ、すなわち権利の幅は、非正規
コピーの供給量のみならず、原著作の制作費用
にも影響する9。ある著作物が制作される際、多
くの他の著作物が参照・引用されるからである。
したがって、権利保護強化の著作者利潤への影
響は、正規複製品供給増によるプラスの効果と、
作品制作費用増加によるマイナスの効果の両方
が存在する。さらに、各作品はそれぞれ独自に
その複製品市場を形成する。似た作品同士でも、
それらは代替品にはならず、それぞれに需要が
あるからである10。このとき、作品を供給する
企業の参入は、作品の正規複製品供給による利

8  Gayer and Shy （2006）のモデルでは、著作物に付随
するマニュアルやサービスをその著作物の「サポー
ト財」として著作物そのものとは分けている。そし
て、著作物とともに「サポート財」を必要とする消
費者と不要とする消費者が混在、さらに著作物の消
費にはネットワーク外部性が存在するという仮定の
もと、アナログコピーとデジタルコピーの影響につ
いて分析を行い、違法コピーによって著作者の利潤
が増加しうることを示している。

9 Landes and Posner （1989）では、権利保護の強さは
「保護期間の長さ」を含むと説明されている。しかし、

1期間のみの静学モデルとして記述された彼らのモ
デルは、保護期間の変更を明示的に分析できるよう
にはなっておらず、実質的には「権利の幅」のみを
扱うモデルである。

10 例えば、ポピュラー音楽において、ある歌手の有名
な曲が、他の歌手によって「カヴァー」されること
があるが、多くの場合、消費者にはそれぞれ別の作
品として受け止められている。
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潤と作品制作費用とが等しくなるまで続く。そ
して、全ての作品の市場からなる社会的厚生全
体は、作品数の増加関数である。消費者が多様
性を好むためである。

Landes and Posner （1989）は以上の状況をモ
デル化、社会的厚生全体と権利保護の強さの関
係について分析し、いくつかの政策的含意を得
ている。例えば、より大きな総余剰（個々の複
製品市場における消費者余剰と生産者余剰の
和）を生む作品に対してはより強い権利保護が
望ましい、経済成長や技術進歩によって作品需
要が大きくなったりコピー費用が低下する場
合、個々の作品の総余剰が上昇する、などであ
る11。これらの結果から、インターネットとデ
ジタル技術によってコンテンツ需要が増加し、
また、コピー費用が低下する場合、著作権保護
は強めた方が良い、という含意が得られる。

3 インターネット以後

インターネットの登場により、著作権に対す
る経済学者の関心は高まったと言えよう。とり
わけ、米国ナップスターの登場により消費者に
よる複製行為が急速に広がったことから、デジ
タルコピーがコンテンツ供給者に与える影響に
関する研究が実証研究を中心に相次いだ12。一
方、著作権制度自体に関する経済理論研究とし
ては、まず、最適保護期間を明示的に分析する
論文が登場した。また、「リミックス」や「マ
ッシュアップ」など既存著作物を利用した作品
の制作と発表がユーチューブなどの登場で拡大
したことから、権利の幅に関しても、「フェア
ユース」を中心に注目されている。

11 ただし、これらの結果は定理として導かれたもので
はなく、社会的厚生最大化一階条件式の解釈として
記述されたもので、厳密な検証を欠くものもある。

12 実証研究については、例えば、山口（2015）が多く
の論文を紹介している。理論研究としては、Gayer 
and Shy (2003, 2006)などがある。

3.1 保護期間

著作権保護期間への関心の高まりの直接
の契機は、1998米国著作権保護期間延長法
（Copyright Term Extension Act of 1998, CTEA）
を巡って起きた裁判Eldred v. Ashcroftであろう。
インターネット上で著作権切れ小説作品を無償
公開していたEric Eldred氏らが、CTEAを違憲
として訴えた裁判である13。インターネットに
よって著作物の公開が誰でも自由に行えるよう
になったことで、著作権保護期間に対する社会
的関心が大きくなったと言えよう。
著作権保護期間延長問題に対する経済分析
としては、まず、Eldred v. Ashcroftに対して
George Akerlofら17名の著名経済学者が提出し
た意見書がある14。彼らは、著作物供給で将来
得られる収益を現在価値に割り引くと、保護期
間延長で得られる収益の増分が限りなくゼロ
に近いことを例で示し、新作供給のインセン
ティブにはなりえないと主張した。一方、彼
ら17名の経済学者の意見に対し、Liebowitz and 

Margolis （2005）は、新作供給の利潤弾力性が
高い場合、将来利潤が小さくても新作供給は増
加するので、保護期間延長の社会的厚生への影
響は実証分析によって評価すべきとの反論を行
っている。
経済理論モデルを用いて明示的に最適保護期
間を分析したものとしては、まず、Yuan （2005）
がある。モデルでは一定の有限期間が設定され、
保護期間はゼロから最大期間の間の値を取るパ
ラメーターである。作品供給者は複数存在し、
著作権保護期間中、本やCDなど複製品市場は
各作品供給者の独占的競争市場である。すなわ
ち、ある作品の複製品市場は、その作品の複製

13 詳細については、例えば、Liebowitz and Margolis 
（2005）などを参照。

14 Brief of George A. Akerlof et al. as Amici Curiae in 
Support of Petitioners at 12, Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 
186 （2003） （No. 01-618）
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品価格だけではなく、他作品の複製品価格の影
響を受ける。社会的厚生は、各期の消費者余剰
と企業利潤の和を現在価値に割引き、全期間分
足し合わせたものである。
以上のモデルを用い、Yuan （2005）は社会的
厚生を最大にする保護期間とモデルのいくつか
のパラメーターの関係を分析している15。例え
ば、最適保護期間は、複製品供給限界費用の増
加関数であり、需要水準の減少関数である。よ
って、複製品供給が低コストであれば、また、
コンテンツの需要水準が大きければ、短い保護
期間が最適となる。インターネットは複製品の
供給コストを大きく下げた。また、様々なコン
テンツへのアクセスを容易にしたことから、コ
ンテンツ自体への需要も大きくなったと言える
かもしれない（本やCDなど一部の複製品需要
は低下したが）。したがって、インターネット
がコンテンツ供給のプラットフォームになるの
であれば、著作権はより短い方が社会的厚生上
は望ましく、保護期間の延長は社会的厚生を損
ねるという含意が得られる。
しかし、以上のYuan （2005）の結果は、モデ
ルの仮定に大きく依存している。保護期間は作
品供給者の独占期間を決定するのみで、複製品
供給費用が低く、需要水準が高ければ、作品供
給者は短い独占期間でも作品制作費用を回収す
るための十分な利潤を得られる。したがって、
保護期間は短い方が死荷重による社会的厚生の
損失を減らせるので望ましいという結果が得ら
れる。

Adilov and Waldman （2013）は、保護期間が
作品供給者の独占期間を決めるだけでなく、作
品制作への初期投資、および、作品公表後の質
の維持・向上のための追加投資にも影響を与え

15 モデルを解析的に解くこと、すなわち最適保護期間
をモデルのパラメーターで記述することが、モデル
の複雑さゆえに難しく、数値シミュレーションを用
いて分析が行われている。

るモデルを用い、保護期間延長が社会的厚生へ
与える影響を分析した。作品供給者は、著作権
保護期間中、毎期ごと、追加投資の額を決定す
る動学最適化問題を解き、保護期間中の利潤を
最大化する。このような作品供給者の行動の実
例として、彼らはウォルト・ディズニー社の人
気キャラクター「ミッキーマウス」を挙げる。
ミッキーマウスがスクリーンデビューを果たし
たのは1928年公開「蒸気船ウィリー（Steamboat 

Willie）」であるが、その後しばしば、ミッキー
マウスは時代の流行に合わせて姿を変えてい
る。政策決定者は、作品供給者のこのような行
動を考慮した上で、社会的厚生を最大化する保
護期間を決定する。

Adilov and Waldman （2013）は、上記モデル
の分析結果から、より長い著作権保護期間はよ
り高い水準の追加投資を促し、作品の質を高め
ることによってより高い水準の社会的厚生を実
現しうることを示した。また、有限保護期間と
無限に更新可能な保護期間とを比較し、追加投
資から得られる利潤が十分大きい場合、後者が
最適になりうることも示した。
著作権保護期間に関する議論は、George 

Akerlofら17名の著名経済学者による意見書を
はじめ、一般的には「インターネット時代にお
いては短い方が望ましい」という意見が支配的
に見える16。Adilov and Waldman （2013）の理論

16 例えば、田中・林（2008）を参照。また、本文で
紹介しなかった著作権保護期間の経済分析論文とし
て、Pollock （2009）がある。インターネットニュー
スサイト「Ars Technica」で紹介され（"Researcher: 
Optimal copyright term is 14 years,” http://arstechnica.
com/uncategorized/2007/07/research-optimal-copyright-
term-is-14-years/, 最終アクセス2015.12.8）、「社会的
に最適な保護期間は14年」という明快な結論がネ
ットでも注目された。しかし、彼の分析には致命的
な問題があるというのが筆者の見解。まず、理論モ
デルにおいて、著作物市場の動学プロセス等のモデ
ル化を一切省き、社会的厚生の長期均衡（論文では
“Steady-State Welfare”と呼ばれている）を恣意的に
定式化している。そして、最適保護期間の計算は、
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モデルは、追加投資という視点から、著作権者
が求める保護期間の延長にも合理性があること
を示している17。また、経済理論モデルによる
厳密な議論ではないが、Liebowitz and Margolis 

（2005）は、作品供給の将来利潤弾力性という
視点から、保護期間延長が新作供給のインセン
ティブになりうる可能性指摘するともに、既存
作品の保護期間延長にも、負の外部効果を抑え
て作品の質を維持する効果がありうることを指
摘した18。
保護期間延長が著作物供給に与えた影響に関
する実証研究も存在する。Png and Wang （2006）
は1991年から2002年の間に著作権保護期間を
延長したOECDの19カ国において、保護期間
延長後に映画製作本数が9％前後で増加したこ
とを示した。一方、田中・中（2008）は、Png 

and Wang （2006）のデータをOECDの全加盟国
に広げ、分析期間も拡張、さらに推計モデルの
変数もいくつか加えてPng and Wang （2006）の
推計結果の頑健性を検証、統計的に有意な映画
製作本数の増加は観測されないという結果を得
ている。そして、今西・大西（2012）は、映画
の需要・供給関数の推定をもとに保護期間延長
が映画市場の社会的厚生に与える影響を分析、

音楽など特定分野に関する他の実証研究で得られた
パラメーターの値をもとに行われており、一般性を
欠く。

17 著作物供給における追加投資の役割に最初に注目し
たのはLandes and Ponsner （2003）で、過去作品の保
護期間延長によって追加投資が促されれば、作品の
質の維持・向上によって社会的な利益が得られうる
とし、ミッキーマウスを含むいくつかの例とともに
説明されている。

18 著作権保護期間を分析するモデルを、筆者も過去
に提案している（絹川2006）。Adilov and Waldman 
（2012）と異なり、作品供給者の投資は最初の作品
制作時のみだが、作品供給後に作品に関連した商品
等が継続的に供給されるというモデルで、それら関
連商品が将来に生む利潤が初期投資に影響を与え
る。分析の結果、Adilov and Waldman （2012）同様、
長期の保護期間が社会的厚生を最適化しうることが
示された。

保護期間延長による消費者余剰減少が生産者余
剰増加を上回るため社会的厚生は減少するとい
う結果を得ている。
3.2 権利の幅

「フェアユース（fair use）」は米国著作権法
107条の規定で、著作権者の権利を制限する一
般的なルール（一般規定）である19。原著作の
市場を大きく損ねない範囲での複製が、フェア
ユースとして著作者の許諾なしで認められる。
フェアユースとして認められる複製等利用の適
用範囲が広ければ、それだけ権利の幅は縮小す
る。
フェアユースの経済理論分析としては、ま
ず、Miceli and Adelstein （2006）がある。彼らは、
著作物の正規複製品の質を1、そのコピーの質
を0から1の間の値と設定した。そして、フェア
ユースを、合法的な無許諾コピーの質の上限と
定義した。フェアユースのもと、消費者はある
一定水準までの質のコピーを無許諾で入手でき
る。例えば、本一冊購入する代わりに、その本
の数ページ分だけをコピーするなどである。こ
のとき、コピーは著作物の一部分だけなので、
正規複製品である本一冊よりは「質」が低いと
いう解釈である。どの程度の質のコピーを消費
者が欲しているのかは、消費者によって異なる。
また、コピーには費用がかかり、コピーの質が
高いほど、費用も大きくなる。コピーの質1単
位増加にともなうコピー費用の増分は一定で、
かつ全ての消費者で同じである。
以 上 の モ デ ル か ら、Miceli and Adelstein 

（2006）は、最適なフェアユースの水準、つまり、
消費者による合法コピーの質が、著作者の利潤
が作品制作固定費用を下回らない範囲で、コピ
ー費用の減少関数であることを示した。つまり、
コピー費用が小さくなるほど、社会的に望まし

19 フェアユースの詳細、および、権利制限規定の国際
的な動向については、例えば、城所（2013）などを
参照。
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いフェアユースの水準は高くなる（＝権利の幅
は小さくなる）という結論である。特に、著作
者の利潤がフェアユース導入によって減少する
場合でも、消費者を含めた市場全体ではフェア
ユース導入が望ましいことが示される。
次に、Gans （2015）は、フェアユースに加え、
クリエーターがコンテンツ制作時に他者の著作
物を金銭の支払と引換に自由に利用（リミック
ス）するための権利として法学者等が提案して
いる「リミックス権（remix right）」について
も分析を行っている。ある一つの著作物のうち、
どれだけの割合をリミックスとして使用を認め
るかは、著作権者とリミックス者との交渉によ
って決まる。作品全体のうちリミックスに使わ
れる割合をsとおくと、著作権制度は、sを通じ
て両者の交渉に影響を与え、作品制作投資およ
びその結果としての利潤を変化させる。フェア
ユースがない著作権制度において、著作権者は
sを自由に決められる。フェアユースのもとで
は、著作権者はある一定水準以上のsしか自身
では決められない。そして、リミックス権にお
いて、sを決めるのはリミックス者だが、同時
に著作権者への支払いも発生する。

Gans （2015）は、これら複数の制度のもと、
著作者及びリミックス者の利潤を分析、フェア
ユースやリミックス権の導入が常に最適である
とは限らないことを示した。フェアユースやリ
ミックス権がない場合でも、著作物のリミック
ス利用を認めてライセンス料を得ることが著作
権者にとって最適になりうる。一方、フェアユ
ースやリミックス権によって著作権者のリミッ
クス者との交渉における自由度が下がると、著
作者の投資水準も低下しうるためである。
フェアユース導入の最適性については、Arai 

and Kinukawa （2014）においても議論されてい
る。彼らのモデルは、日本のアニメ・マンガと、
それらの二次創作である「同人誌」の関係を説
明するものである。原著作者が二次著作者に対

して著作権を行使せず、彼らの自由な創作活動
を放置することで、新たな創作のアイデアが生
まれ、それを今度は原著作者が作品制作に利用
することができる。このような利益があるため、
「二次著作者に対して権利を行使しない」こと
が原著作者の利潤最大化行動から生じうる。

Arai and Kinukawa （2014）は、まず、原著作
者が自らの利潤最大化のために二次著作者に対
して権利行使しない場合、それが社会的厚生上
も最適になっていることを示した。そして、二
次著作物の市場が非常に大きくなった場合、原
著作者にとっては権利を行使して二次著作者の
自由な創作を制限し、代わりに許諾料を取る方
が最適になる一方、市場全体では、二次著作者
が許諾に縛られずに自由に創作を行った方が最
適になりうる。このように、原著作者と市場全
体の利益が乖離する場合、フェアユース導入に
よって原著作の自由な利用をある程度認めるこ
とは、社会的厚生の改善につながる。
以上で紹介したいくつかの理論研究は、あく
まで、権利の幅の変更が著作物の（より正確に
はその複製物の）市場へ与えうる影響を分析し
たものである。これに対し、権利の幅の変更が、
周辺産業を含むより広い範囲で実際にどのよう
な影響を与えたかに関し、実証研究も行われて
いる。まず、米国型フェアユースが著作権制度
に導入された結果、その国のコンテンツ産業全
体の付加価値がどのような影響を受けたかにつ
いて、シンガポール（Ghafele and Gibert, 2014）
と台湾（田中2014）に関する研究があり、い
ずれもフェアユース導入は経済にプラスの影響
を与えたという結果を得ている。また、Lerner 

and Rafert （2015）は、コンテンツの著作権者と
配信者との間のクラウドサービスを巡る米国の
裁判（The Cartoon Network, et.al. v. Cablevision）
で後者に有利な判決が出た結果、米国における
クラウドサービス企業に対するベンチャー投資
が大きく上昇したという分析結果を得ている。
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4. 結語：最適な著作権制度の設計へ向けて

これまで解説してきた著作権制度設計に関す
る経済理論研究は、いずれも、保護期間または
権利の幅のどちらかに焦点を当てたものであっ
た。これに対し、最適な特許制度の理論分析で
焦点が当てられているのは、保護期間と権利の
幅の組合せである。企業へ同等の利潤をもたら
す「短くて広い特許」と「長くて狭い特許」の
うち、どちらがより社会的厚生を上昇させるか
が主な関心事である（Rockett, 2010）。最適な
著作権制度を論じる際にも、特許同様、権利の
長さと幅を同時に分析することが望ましい。
著作権において特許と同様の制度設計分析が
難しい理由として、筆者は、著作権の分析にお
いて保護期間と権利の幅を同時に扱う際、その
動学プロセスが非常に複雑になる点を挙げた
い。著作物は、投資の結果生まれるアウトプッ
トであると同時に、他の著作物の制作に対する
インプットでもある。現実の著作物制作におい
て、他の作品の影響を全く受けてない作品を探
すのは非常に困難であろう。それらインプット
をどの程度、どれだけの費用で利用できるか
は、権利の幅のみならず、保護期間にも依存す
る。保護期間が有限である限り、保護期間が継
続している作品と切れている作品は同時に存在
する。そして、影響力があってかつ保護期間が
継続している作品の数は毎期ごとに一定ではな
いので、制作費用が時点そのものに依存する。
このため、毎期ごとの著作者の投資決定を再帰
的な動学プロセスとして記述することは適切
なモデル化とは言えず、動的計画法（Dynamic 

Programming）を単純に適用することはできな
い。
そこで筆者は現在、上述のような著作物市場
の特徴はそのままに、数値シミュレーションに
よって、異なる著作権制度の下での社会的厚生

の違いを分析するという研究を行っており、そ
の成果を2015年度「法と経済学会」全国大会で
発表した20。保護期間を「長い」と「短い」、権
利の幅を「広い」と「狭い」とに分け、合わせ
て4つの組合せで社会的厚生を比較したところ、
社会的厚生の違いはほぼ権利の幅によって決ま
り、「広い」方が望ましい、そして、権利の長
さは「どれだけ多くの作品数が供給されるか」
に影響を与え、「短い」方が望ましい、という
結果を得ている。研究はまだ途中段階であり、
今後は、モデルを見直して修正を行うと同時に、
著作権制度以外のパラメーターの変化に対して
も、上記の結果が頑健であるかどうかを検証し
ていく予定である。

20 論文草稿は法と経済学会ホームページ「2015年度（第
13回）全国大会開催のお知らせ」より入手可能（http://
www.jlea.jp/index900.htm、最終アクセス2015.12.8）
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