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Georgia State University（GSU）
e-reserve case

事実の概要

• GSUは、大学の講義で利用される参考資料（書籍や
研究論文など）の抜粋（excerpts）の電子的複製をオ研究論文など）の抜粋（excerpts）の電子的複製をオ
ンラインで保存し、自由に閲覧・ダウンロードさせるe-
reserveというシステムを運営reserveというシステムを運営

• アップロードされる参考資料の選定は、各講義の講
師が行い 図書館の職員がそれらの資料の電子的師が行い、図書館の職員がそれらの資料の電子的
複製とアップロードを管理
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Georgia State University（GSU）
e-reserve case

告 控 など原告・控訴人：Cambridge University Pressなど出
版3社
被告・被控訴人：Becker et al （GSUのPresidentな
ど）

• 受講生は e-reserveにアップロードされている受講• 受講生は、e-reserveにアップロ ドされている受講

中の講義の参考資料に、講義中に配布されるパス
ワードを利用することにより学期中いつでもアクセスワ ドを利用することにより学期中いつでもアクセス
することができ、閲覧しダウンロードすることができる
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Georgia State University（GSU）
e-reserve case

• その抜粋の電子的複製とアップロードが違法なもの
であるかどうかの判断は講師陣に任されている

• 問題となった抜粋は、64冊の書籍等から抜粋された
75件で それらは23人の講師が担当する3学期間に75件で、それらは23人の講師が担当する3学期間に
実施された29の講義において利用されたものであっ
たた



Georgia State University（GSU）

5

Georgia State University（GSU）
e-reserve case

原告・控訴人の主張

• 出版3社は、このe-reserveに保存されている電子的

に複製された書籍や研究論文の抜粋は、出版社のに複製された書籍や研究論文の抜粋は、出版社の
許諾を得ずに複製・アップロードされたものであり、著
作権侵害であるとした作権侵害であるとした

被告 被控訴人の主張被告・被控訴人の主張

• GSUは、全ての複製・アップロードにはFair Useが適
用されると反論をした用されると反論をした
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Georgia State University（GSU）
e-reserve case

Fair Useの抗弁 4要件（17 U.S.C. §107 ）
① 利用の目的とその性質（その利用が商業性を有するかまた① 利用の目的とその性質（その利用が商業性を有するかまた

は非営利的教育目的かを含む）

② 著作権のある著作物の性質② 著作権のある著作物の性質

③ 著作権のある著作物全体との関連における、利用された部
分の量と重要性

④ 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する利
用の及ぼす影響

を検討し 総合的にF i U が適用されるかを判断を検討し、総合的にFair Useが適用されるかを判断

＊まずは要件を検討し 個々のケースにあてはめた＊まずは要件を検討し、個々のケースにあてはめた
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地裁と控訴裁の意見比較ー①利用の目的とその性質

• 【地裁】GSUの行為は107条前文に明記されている、

「生徒を教えるため又は研究のために複製を行う」と
いう行為であり、複製は非営利目的の教育機関が
行ったものであるので、被告GSUに有利に働くと判
断

• 【控訴裁】地裁の意見に同意• 【控訴裁】地裁の意見に同意
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地裁と控訴裁の意見比較ー①利用の目的とその性質

【地裁】T f ti U *（改変的利用）かどうか• 【地裁】Transformative Use*（改変的利用）かどうか
については、明らかにTransformative Useではない
としたとした

*「新しい表現、意味付けまたはメッセージで現著作物を改変して新たな目新 表現、意味付けま ッ ジ 現著作物を改変 新 な目
的または異なる性質の新規物を付け加える使用方法」（山本ほ
か,2010,p29）を指し、必ずしも要件①の検討の際考慮される必要はない
が、Transformative Useと認められれば、他の要件の検討において、より
Fair Use適用の可能性が高くなるとされる。

【控 裁】 裁 意 意だが• 【控訴裁】地裁の意見に同意だが、Transformative 
Useでない利用であるので、要件④と密接に見解を
しており ④により重きをおくべきであるとしたしており、④により重きをおくべきであるとした。



地裁と控訴裁の意見比較ー ②著作権のある著作物の

9

地裁と控訴裁の意見比較 ②著作権のある著作物の
性質

• 【地裁】抜粋された書籍や論文は全てノンフィクション
で情報や事実を提供するものであり、これもまた被告

有 働くと判断GSUに有利に働くと判断

• 【控訴裁】主観的に説明を加え、物事を評価・分析し
たものであり、どちらにも有利に働かないと判断するたものであり、どちらにも有利に働かないと判断する
か、むしろ出版社側に有利に働くべきではないかとい
う判断う判断

その上で、本件のFair Use適用の可否に関しては、
要件②は重要ではないとした要件②は重要ではないとした
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地裁と控訴裁の意見比較 ③著作権のある著作物全
体との関連における、利用された部分の量と重要性

• 原告の主張：1000語以下又は著作物の10%のうち

少ない方までの量の複製を認め、１学期間に、同じ
雑誌等からは３つ以下、１人の著者からは2つ以下の
抜粋のみが認められる（Classroom Guidelines）
• Classroom Guidelines（1976年）は、出版関係者Classroom Guidelines（1976年）は、出版関係者

と教育関係者が教育目的の複製に関して設けた
セーフハーバーセ フ

• Classroom Guidelinesは、電子的なオンラインスト
レージは想定をしていなかったレ ジは想定をしていなかった
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【地裁】Cl G id li は 教える教師側がより

地裁と控訴裁の意見比較 ③著作権のある著作物全
体との関連における、利用された部分の量と重要性

• 【地裁】Classroom Guidelinesは、教える教師側がより
安心に他人の著作物を利用するための 低限の基準を
示しているのに過ぎず Fair Useが適用される利用に関示しているのに過ぎず、Fair Useが適用される利用に関
する 大の基準を示しているのではない。 本件におい
て当該Guidelinesの適用を認めなかった

• 【地裁】さらに、本件は単なる複製（Transformative Use
ではない）であること、そして複製主体が非営利の教育機
関 ある とを考慮し 現在ま に他 裁判所が示し関であることを考慮して、現在までに他の裁判所が示し
てきた*、教育目的のための複製についてFair Useが認
める複製の量である 著作物の5％という（ 低）基準よりめる複製の量である、著作物の5％という（ 低）基準より
多い（ 低基準）量が本件では認められると示し、

*Basic Books Inc. v. kinko’s Graphics Corp., 758 F. Supp. 1522(S.D.N.Y. 1991),
Princeton Uni. Press v. Michigan Document Services, Inc., 99 F.3d 1381 (6th

Cir.1996)
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【 裁】④ 係 章を な 本 章

地裁と控訴裁の意見比較 ③著作権のある著作物全
体との関連における、利用された部分の量と重要性

• 【地裁】④との関係で、章を設けていない本と10章以
下の本においては10%までの複製、10章以上の本

章 複製 あれば 適については１章以下の複製であれば、Fair Useの適
用を受けるとした

• この数字は、他の裁判所が示した基準*と大学での
利用の実情を勘案して算出された

*Basic Books Inc. v. Kinko’s Graphics Corp., 758 F. Supp. 1522(S.D.N.Y. 1991),
Princeton Uni. Press v. Michigan Document Services, Inc., 99 F.3d 1381 (6thg , , (
Cir.1996)
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地裁と控訴裁の意見比較 ③著作権のある著作物全
体との関連における、利用された部分の量と重要性

【控 裁】「章を な 本 章 本• 【控訴裁】「章を設けていない本と10章以下の本にお
いては10%までの複製、10章以上の本については１
章 複製が 適 を受 る と う判章以下の複製がFair Useの適用を受ける」という判
断は、あまりにも算術的であり、Fair Useの適用を検

討する場合は、著作物一つ一つの利用のされ方に応
じてケースバイケースで検討する必要がある

• 問題となっているケースごとにそれぞれその複製の
量、質と教育目的という視点に立ち、市場の脅威とな
る代替となり得るのかを検討をするべき
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地裁と控訴裁の意見比較 ④著作権のある著作物の
潜在的市場または価値に対する利用の及ぼす影響

【 】被告 抜粋 複製 告 著 物• 【地裁】被告の抜粋の複製は、市場において原告の著作物の
代わり（substitution）になり、その複製の量が多ければ市場
に対して原告にとって負の影響を及ぼすといえるに対して原告にとって負の影響を及ぼすといえる

• 【地裁】本件の複製は平均で書籍等の10%の量の複製であり、
これは何度複製されようとも原告の著作物のsubstitutionにはこれは何度複製されようとも原告の著作物のsubstitutionには
ならないとした

• 【地裁】ただし、（原告側の資金提供者である）CCCが提供し【地裁】ただし、（原告側の資金提供者である）CCCが提供し

ている許諾システムにおいて、もし（例えば、電子的複製）原
告著作物に関してアクセスが容易で妥当な値段、そして利用
者の希望にあった形態での許諾のしくみが存在する場合は、
要件④は原告に有利に働くとした



地裁と控訴裁の意見比較 ー④著作権のある著作物の

15

地裁と控訴裁の意見比較 ④著作権のある著作物の
潜在的市場または価値に対する利用の及ぼす影響

【控 裁】 裁 を支持 が 件 う ④• 【控訴裁】地裁の判断を支持したが、4要件のうち④
についてより重きを置いてFair Useの適用を判断す
る き あ たと たるべきであったとした
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控訴裁判決（まとめ）

要件を 等 扱 多数決 よう 判断を た• Fair Useの4要件を平等に扱い、多数決のように判断をしたこ

とは間違っている。もっと全体的な検討のなかでどの要件に
重きを置いて判断するべきか考えることが必要重きを置いて判断するべきか考えることが必要

要件① ④については 地裁の判断は間違っていない• 要件①、④については、地裁の判断は間違っていない

要件②に関しては間違 ており 主観的に説明を加え 物事• 要件②に関しては間違っており、主観的に説明を加え、物事
を評価・分析したものであり、どちらにも有利に働かないと判
断するか、むしろ出版社側に有利に働くべきではないかという断するか、むしろ出版社側に有利に働くべきではないかという
判断⇒その上で、本件のFair Use適用の可否に関しては、要
件②は重要ではないとした
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控訴裁判決（まとめ）

要件③「章を設け な 本と 章 本 お は• 要件③「章を設けていない本と10章以下の本においては10%
までの複製、10章以上の本については１章以下の複製がFair 
Useの適用を受ける」という判断は あまりにも算術的でありUseの適用を受ける」という判断は、あまりにも算術的であり、
Fair Useの適用を検討する場合は、著作物一つ一つの利用

のされ方に応じてケースバイケースで検討する必要がある。のされ方に応じてケ イケ で検討する必要がある。
問題となっているケースごとにそれぞれその複製の量、質と
教育目的という視点に立ち、市場の脅威となる代替となり得る

かを検討をするべきのかを検討をするべき

件④地裁 を支持 たが 件 う ④• 要件④地裁の判断を支持したが、4要件のうち④についてより
重きを置いてFair Useの適用を判断するべき
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控訴裁判決（まとめ）

• 地裁の差止め及び被告に対する弁護士費用請求を
認める判決を破棄・差し戻し
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考察

画 的な基準（章を設けていない本と10章以下の本において• 画一的な基準（章を設けていない本と10章以下の本において
は10%までの複製、10章以上の本については１章以下の複
製がFair Useの適用を受ける）を提示した地裁判決は、利用製が の適用を受ける）を提示した地裁判決は、利用
者である大学側にとっては朗報であった

• Classroom Guidelineは適用されない点は明確にされたが、
結局控訴裁判決は 従来のケ バイケ の対応というと結局控訴裁判決は、従来のケースバイケースの対応というと
ころに落ち着いた

• 教育現場において電子的複製の利用の萎縮が起こってしま• 教育現場において電子的複製の利用の萎縮が起こってしま
い、教育効果が薄まる可能性がある

• 電子的複製に関するライセンス市場の熟成を待ち、Fair Use
適用を再度検討するのか、新しい個別具体的な規定を教育
目的の電子複製に設けるのか 更なる検討が必要となる目的の電子複製に設けるのか、更なる検討が必要となる
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20

（参考）Vinson判事の賛成意見

紙媒体 利 たときは イ 料• 紙媒体でのCoursepackで利用していたときは、ライセンス料

を払っているのに、デジタルになった途端払わないというのは
おかしいおかしい

⇒完全に代替（substitution）になっている

⇒他のCoursepackケ スを参照するべき⇒他のCoursepackケースを参照するべき

要件① 非営利目的の大学における利用であれば全て要件• 要件① 非営利目的の大学における利用であれば全て要件
①においてFair Use適用について有利に働くというのは間違
い。利用者（user）ではなく、その利用（use）の目的や内容にい。利用者（user）ではなく、その利用（use）の目的や内容に
着目して判断するべき。

• 要件② オリジナリティと創造性が考慮されるべき（フィクショ要件② オリジナリティ 創造性 考慮される き（ ィクシ
ンかノンフィクションであるかに注目するべきではない）
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（参考）Vinson判事の賛成意見

要件③ は 依然と ある程度尊重さ• 要件③ Classroom Guidelineは、依然としてある程度尊重さ
れるべき存在。

• 要件④ 市場への悪影響は、現在までに失った利益を証明す
る必要もなく また電子複製のライセンスの有無に左右されるる必要もなく、また電子複製のライセンスの有無に左右される
ものではない。何らかの有益な未来への悪影響（打撃）がある
かどうかを検討するべきである。かどうかを検討する きである。

• 賛成意見は、よりGSUの利用に関して厳しい判断をするもの賛成意見は、よりGSUの利用に関して厳しい判断をするもの
であった
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ご清聴ありがとうございました


