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グーグル問題とは？グーグル問題とは？
今、「グーグル問題」という言葉が、文芸家をはじめとした

出版社や権利者の間で、大変な話題となっています。いや、

「話題となっている」などという穏やかな感じではなく、「黒

船来襲！」という扱いで語られているのです。写真家の中に

も、出版社からこの問題についての案内文を受けとった方も

多いのではないでしょうか。「ストリート・ビュー」という、地

図と連携して、街並みを写真で見られるサービスを提供した

グーグルです。その時もプライバシーの問題など、多くの物議

をかもしましたが、今度はどんなセンセーショナルなサービス

を開始したのでしょうか？またその問題点はどこにあるので

しょうか？グーグル問題について、その意味、問題点、対抗

しうる手段などを考えてみたいと思います。

グーグル社グーグル社（（GoogleGoogle））とは？とは？
検索エンジンの運営を主な業務とするアメリカの企業で

す。現在では一般的な検索に加えて、地図の検索と検索結

果地点を写真で見られる「ストリート・ビュー」の提供

（http://maps.google.co.jp/maps）など、さまざまな検索関連

のサービスを提供してます。

日本ではYahoo Japanの検索に次いで2位ですが、世界

的にはトップの検索エンジンといってもよい状況にあります。

日本法人としてグーグル株式会社があります。

グーグル書籍検索問題グーグル書籍検索問題
「グーグル問題」は、より正確に言うと「グーグル書籍検索

問題」となります。これは、一体どのような問題なのでしょう

か？この問題がどのような内容で、なぜ日本の権利者にかか

わってくるのかは、かなり込み入った話になります。実際、日

本では馴染みのない、アメリカ独特の法律によるところも大

きいので、まず問題を理解するところから始めましょう。

この問題は、グーグルがネット上で新しいサービスを開始

したことに端を発します。そのサービスとは、図書館と連携

して絶版書をデジタル化し、インターネット上で全文検索可能

なシステムを構築し、一般に閲覧させるというサービスです。

このサービスは、「Google・ブック（Google Book Search）」と

呼ばれ、現在、700万冊以上の検索が可能となっています。

このサービスの提供に対して、米国の作家団体と出版社団

体が著作権侵害であるとして、訴訟を起こしました。グーグ

ル社はこれをフェアユースに当たり、侵害にならないという

主張でした。この裁判は、2008年10月に和解となりました。

インターネット時代の黒船か！ 
～グーグル書籍検索サービスとその問題点～ 

著作権研究（連載17） 

著作権委員会 

が和解の内容は権利者に対して補償をすることなどですが、

実は最も大きな問題はこの和解の内容ではありません。通

常であれば、アメリカ国内の和解とアメリカ国内でのサービス

提供に対して、アメリカ以外の権利者が直接、関係すること

は希でした。しかし、ここで大きな問題となるのは「インター

ネットでの提供」であり、訴訟の内容が「集団訴訟」であった、

という点です。インターネットでの提供は、アメリカで提供され

るサービスでありながら、実質的に世界中、どこからでも利

用できるサービスとなり、アメリカ国内のサービスとは言えな

くなっている、ということです。また、訴訟が「集団訴訟」と

いう形をとっており、これは関係するすべての権利者を代表

した訴訟、ということになります。つまり、アメリカの図書館

で扱っている絶版書の著作者は、知らないうちに、和解の

当事者となってしまうのです。当然、この絶版書の著作者に

は、世界中の著作者が含まれています。

このような経緯で、アメリカでの裁判と和解でありながら、

世界中に提供されるサービスの内容に対して、世界各国の権

利者が和解した、という結果を生んでしまいました。各国の

権利者は、その和解に参加するのか、しないのか、参加して

もどうするのか、急に告知され、乏しい情報しかなく、その

上に指定された期限までに、和解についての選択をしなけ

ればならなくなってしまったのです。この一連の流れが「グー

グル書籍検索問題」と言われる問題であり、和解の選択を迫

られた状態が「黒船襲来！」にたとえられているのです。

問題の整理問題の整理
問題点を整理してみましょう。実際問題として、当事者がど

のような選択をすればよいのか、ということが一義的な問題で

すが、実は根本的ないくつかの問題が存在します。グーグル問

題の中で、基本的な問題点について、いくつか挙げておきます。

①書籍を全文検索可能にして、インターネットで提供す

ることの是非、という問題。

このような書籍の利用が広まることで、著作者に著作権使

用料が還元されなくなったり、出版社の事業が成り立たなく

なったりする可能性があります。無償で、書籍や情報が広範

囲に利用されることのみが、正しい方向なのかは、インター

ネットの時代に、熟考しなければならない問題です。

②集団訴訟というアメリカの仕組みによって、他国の国

民が拘束される、という問題。

これはアメリカの訴訟体系の問題です。このような他国の

法体系に異を唱えることは、内政干渉ともなり、大変難しい
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■写真展（一門展・巡回展・常設展などの写真展は省略させていただきました）

青　山　清　寛 越中八尾 おわら風の盆 8/25～30 富山市・NHKとやまギャラリー、射水市

秋　田　淳之助 秋田淳之助写真展［夢現つ］ 8/23～9/4 名古屋・セントラルパークギャラリー

新　　　達　也 荒川源流「水の回廊」より 1/5～14 さいたま市・あるぴいの銀花ギャラリー

荒　谷　良　一 猫と子と 7/3～30 銀座駅・銀座ギャラリー

飯　田　裕　子 流るる－川場村の川写真展 9/28～11/30 群馬県・宮田果樹園内　ギャラリー蔵

飯　田　裕　子 南へ、ゆるり… 11/22～30 千葉県・道の駅枇杷クラブギャラリー

池　谷　俊　一 池谷俊一紗芯典 4/1～20 御殿場市・秩父宮記念公園

石　津　　　聰 石津聰ファインプリント展 6/3～8 札幌市・コンチネンタルギャラリー、他

石　原　眞　澄 AYATORI 8/24～31 横浜市・ZAIM

市　川　成　憲 光彩・奥日光 11/14～27 エプサイトギャラリー2

井　津　建　郎 ブータン　内なる聖地 6/28～'09/1/25 北杜市・清里フォトアートミュージアム

伊　藤　孝　司 環境破壊大国・日本 11/1～30 八王子市・あったかホール ECO PLAZA

稲　越　功　一 百一人の肖像 2/21～27 渋谷区・東急本店7階特設会場

稲　越　功　一 まだ見ぬ中国 7/25～8/7 中央区・和光並木ホール

井　上　博　道 井上博道の眼 1/29～2/6 上野の森美術館

井　上　博　道 井上博道写真展 4/12～5/6 奈良万葉文化館

猪　俣　重　喜 中国伝統すまいの空間 7/9～21 ペンタックスフォーラム

今　森　光　彦 昆虫4億年の旅 7/5～8/17 東京都写真美術館

今　森　光　彦 神様の森・伊勢 7/24～9/7 エプサイトギャラリー1

今　森　光　彦 里山・未来におくる美しい自然 8/14～9/1 大丸ミュージアム・東京

岩　尾　克　治 国境を守る　洋上のプロフェッショナル 6/12～18 アイデムフォトギャラリー「シリウス」

内　野　克　美 神の国・ネパールヒマラヤ 9/6～28 渋谷区・モンベル渋谷ビル5F、奈良市、諏訪市、名古屋市

海　野　和　男 小諸日記　Part4 2/7～20 オリンパスギャラリー東京

榎　並　悦　子 Paris－刻の面影－Poussieres de Temps 1/23～2/17 京都市・京都ギャラリー

江　成　常　夫 －昭和史の風景－偽満洲国 鬼哭の島 2/7～19 相模原市民ギャラリー

榎　本　敏　雄 薄明の記憶 4/15～5/31 gallery bauhaus

榎　本　正　好 美瑛彩象 9/16～22 ニコンサロンbis

榎　本　正　好 美瑛彩象　北海道美瑛展 11/1～9 北海道・道の駅びえい「丘のくら」2Fイベントスペース

遠　藤　知　有 南米コロンビア空の下 3/20～25 大阪ニコンサロン

大　石　芳　野 黒川能の里～庄内にいだかれて 2/15～3/25 キヤノンギャラリーS、三重県

大　石　芳　野 子ども 戦世のなかで 11/18～28 東北芸術工科大学

大志摩　洋　一 FRUCTIDOR 実月 2008 8/25～31 富山市・北日本新聞ギャラリー

大　西　みつぐ 東京密やかな町 5/30～6/8 東京・ギャラリー街道

会 員 名 写 真 展 名 会　期 会　場
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会 員 名 著　　　書　　　名 発　行　所 発行月 定　価
前　川　貴　行 原寸大　どうぶつ館 小学館 7/5 1,500

（故）前 田 真 三 日々の風景 JCIIフォトサロン 7/29 800

増　田　彰　久 日本のステンドグラス　小川三知の世界（共著） 白揚社 4/20 3,000

増　村　征　夫 五感で発見した秘密の信州 講談社 4/4 1,500

水　越　　　武 知床　残された原始 岩波書店 1/23 6,000

水　越　　　武 対馬　照葉樹林の四季 長崎文献社 4/1 2,800

水　野　克比古 京都桜案内 光村推古書院 3/23 1,600

水　野　克比古 京都紅葉案内 光村推古書院 10/19 1,600

南　川　三治郎 印象派の名画を旅する（共著） 世界文化社 11/20 1,800

宮　入　芳　雄 高尾山 森林保護員の四季（共著） 林野庁　関東森林管理局 3/ －

宮　嶋　茂　樹 不肖・宮嶋　戦場でメシ喰う！ ワールドフォトプレス 5/15 2,095

宮　村　次　郎 Image Gate gories. 64 女性モード社 10/30 5,000

持　田　昭　俊 追憶　新幹線0系（共著） JTBパブリッシング 10/15 3,500

望　月　　　剛 アンコール・トム　大きな都 アトリエ剛 8/ 8,000

望　月　　　剛 バンテアイ・スレイ　女の砦 アトリエ剛 9/ 6,000

森　田　敏　隆 NATIONAL PARKS of JAPAN 日本政府環境省 6/ －

森　田　米　雄 かわいい！たのしい！　ハムスターの育て方 ナツメ社 10/31 1,200

森　本　二太郎 隠国の記憶 西日本新聞社 9/30 1,429

八　木　仁　志 逢いたくば　ブラジル移民百年の肖像 ART BOXインターナショナル 4/28 2,400

柳　木　昭　信 極北光彩～アラスカ冬の大地～ アキ・インターナショナル 9/18 1,000

山　岸　　　伸 北海道遺産　ばんえい競馬 大阪書籍 3/22 2,800

山　岸　　　伸 瞬間の顔　Vol.2 大洋図書 11/15 1,200

山　口　規　子 しあわせの花飾り（共著） ポプラ社 6/9 1,500

山　下　恒　夫 もうひとつの島の時間 冬青社 11/25 2,500

山　田　兼　道 大地の意匠 ピップス 10/15 281,900

山　田　兼　道 いつか、ここで ゴルフダイジェスト 10/18 1,047

湯　川　晃　敏 方代さんの歌をたずねて　甲州篇（共著） 光村印刷 8/19 2,000

横　山　健　藏 京都名庭　池泉の庭、枯山水の庭 青幻舎 4/1 各1,800

吉　野　　　信 アナログカメラで行こう！35㎜一眼レフ＆コンパクト機篇 光人社 4/4 2,300

吉　野　　　信 アナログカメラで行こう！Part2 中判＆35㎜レンジファインダー機他篇 光人社 8/11 2,300

吉　野　雄　輔 山渓ハンディ図鑑13 日本の海水魚 山と渓谷社 9/15 3,600

米　　　美知子 素敵なタイトルの付け方 日本写真企画 1/1 1,429

林　　　明　輝 大きな自然　大雪山 小学館 3/5 3,500

渡　辺　幸　雄 ヤマケイ　アルペンガイド7 槍・穂高連峰北アルプス 山と溪谷社 6/15 1,800
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問題ですが、実際にその効果が世界的な影響を持つ場合、

他国において、どこまで法的拘束力を持つのか、考えなけれ

ばならない問題です。

③アメリカで許される行為でも、そのほかの国では違

法行為となることがあるが、インターネットを通じて

提供されれば、すべての国で利用可能となってしまう

問題。

インターネットのサービスに、どこの法律を適用するか、とい

う問題も含めて、重要な問題です。たとえば、日本では著作

権が満了しているが、他国では著作権が保護されている場

合、日本からインターネットで提供するのは合法ですが、著作

権が保護されている国でその作品の利用はどうなるのか、な

どという問題などがあります。

どうしたらよいのかどうしたらよいのか
～著作者個人としての対応へのアドバイス～～著作者個人としての対応へのアドバイス～
では具体的にはどのような選択肢をとればよいのかを考え

てみましょう。まず、和解に乗るか、乗らないか、が最初の選

択肢となります。和解に乗らないとすると、独自にアメリカで

訴訟を起こすことができます。しかし、自分の著作物に対す

る権利侵害のために、アメリカで代理人（弁護士）を立て、自

分も渡米してまで訴訟を起こすことは現実的な対応とは言え

ません。つまり、和解に乗らず、独自の訴訟も起こさないとす

ると、蚊帳の外に置かれてしまう可能性が高くなります、とい

うことです。総じて言えば、最初のオプションは、和解に乗る、

ということが現実的な選択肢ではないでしょうか。更に、特

別の行動を起こさなければ、和解に乗ったとみなされます。

この会報が出版された時点で、和解から離脱していないとす

ると、自動的に和解に参加していることになります。

次の選択肢は、和解に乗った上でどうするか、とういこと

です。ここでは二つのオプションを提案いたします。

ひとつは登録されている作品を個々に削除するという選択

方法です。しかし、一度削除してしまうと、データベースには二

度と掲載されないと報じられています。悩ましいのは、将来的

にすべての作品がデータベース化される可能性を否定できな

いという点です。このような将来的なリスクを避け、現実的な

問題を回避するには次の選択がよいと思われます。それは作

品を個々に非表示にする、という操作を行うことです。これに

よって、データは存在したまま、公開を避けることで直面するリ

スクを避けることができるでしょう。この場合、将来的に社会

状況が変わった時点で公表に変えることも可能です。

この件に関して、未来の環境とか、将来的なリスクは、ほ

とんど予測不可能といってもよいと思われます。つまり、当

面のリスクを避け、将来的な変化にも対応できる柔軟な対

応がベターだということです。それらを勘案した上で、現在

お勧めできる選択は、和解に乗り、個々に作品を非表示に

してゆく、ということが結論です。ただ、この選択肢も今後

のグーグルの対応などによって、大きく変わることがないと

は言えません。ベストの対応は大変難しい問題ですので、

著作者個人としては、情報を収集し、その状況に応じて柔

軟に対応ができれば最上だと考えられます。

どのようにしたらよいのかどのようにしたらよいのか
～団体としての行動～～団体としての行動～

団体として行う選択は、基本的な問題に対しての意見表明

などが挙げられます。前述した基本問題などに対する意見

グーグル問題について

絶版書をデジタル化し、全文検索可能な状態にして、
インターネットで提供を予定

アメリカのフェアユース規定適用を予定米・グーグル社

（問題点）
・絶版書→絶版の定義は？
・デジタル化→OCR精度は90％台といわれている。
　　　　　　　内容が変わってしまうのではないか。
・インターネット→米国だけでなく、世界中から閲覧可能な状態になる。

全米作家協会

提訴方法：集団訴訟

権利者全体を代表するという、
米国独自の訴訟方法

和解
集団訴訟だったために、すべての権利者も
和解の当事者となってしまった。

しかも、インターネット上に乗るために、
米国の国内問題というだけでは、すまなく
なってきてしまった。

期限は9月4日でオプションは次の通り。

１）和解に乗らない→独自に訴訟をおこす、という
 選択肢。今回の訴訟とは
 関係なくなる。
２）和解に乗る
 ①自分で作品を削除する
 ②自分で作品を非公表にする。
 　（データは削除しない）
 ③和解金を請求して使わせる。

　

打診の内容

各国の権利者に、意向を打診

それはフェアユースではなく
著作権侵害である、と提訴
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久　間　昌　史 （英文版）、（日本語版）WAKIYA（共著） 講談社インターナショナル 7/28 5,000

熊　切　圭　介 繁栄と変革　60年代の光と影 展望社 5/9 2,800

河　野　英　喜 with MIRA 滝口ミラ1st写真集 彩文館出版 4/ 2,940

河　野　英　喜 三宅智子を召し上がれ！　三宅智子1st写真集 竹書房 7/ 2,940

河　野　英　喜 FONCHI フォンチー写真集 スコラマガジン 9/ 2,993

河　野　英　喜 バニラ色の瑠衣　桐山瑠衣写真集 アクアハウス 10/ 3,150

河　野　英　喜 居場所　吉川このみ写真集 辰巳出版 11/ 2,993

小　城　崇　史 ピラミッド校舎の記憶 学習院大学史料館 8/31 1,000

小橋川　共　男 こんにちは泡瀬干潟 泡瀬干潟を守る連絡会 1/8 2,000

小　平　博　之 斉藤茂吉「白き山」と最上川 短歌新聞社 11/15 2,380

児矢野　昌　敬 パリ・旅の記憶 児矢野昌敬 1/10 －

齋　藤　康　一 先輩・後輩・仲間たち JCIIフォトサロン 1/7 1,000

冴　木　一　馬 花火ハンドブック 文一総合出版 7/10 1,200

冴　木　一　馬 知って楽しい　花火のえほん あすなろ書房 7/30 1,200

坂　田　栄一郎 LOVE CALL 朝日新聞出版 5/30 4,286

櫻　井　　　寛 世界鉄道の旅 小学館 6/25 3,600

櫻　井　　　寛 日経おとなのOFF「ローカル列車の旅」 日経BP社 9/10 1,714

櫻　井　　　寛 鉄道世界遺産 角川書店 11/10 838

桜　井　　　秀 American West 西へ向かう 日本写真企画 10/19 4,700

佐　藤　秀　明 路地の記憶（共著） 小学館 2/4 2,300

渋　谷　利　雄 能登劇場八十八景（共著） 中日新聞社 6/16 1,714

嶋　田　　　忠 「バシリスク」水上を走る忍者トカゲ 日経BP社 3/3 2,200

嶋　田　　　忠 「カワセミ」青い鳥みつけた 新日本出版社 11/15 1,500

嶋　田　　　忠 「アカショウビン」火の鳥に出会った 新日本出版社 11/15 1,500

嶋　田　　　忠 「アカゲラ」キツツキの森へ 新日本出版社 12/15 1,500

清　水　重　蔵 新潟　櫻一会 新潟日報事業社 2/27 2,381

清　水　武　男 Garden Island Hokkaido イコロの森出版局 4/23 3,334

清　水　哲　朗 モンゴリアンチョップ エヌ・エヌ・エー 2/14 1,800

白 史　朗 白 史朗の甲斐山歌 新日本出版 9/30 6,000

杉　山　晃　造 MONGOLIAN NATIONAL MODERN ART GALLERY 国立モンゴリアンナショナルモダンアートギャラリー 11/1 －

鈴　木　龍一郎 ドルック　龍の棲む街、シンガポール、台湾、上海 平凡社 4/30 3,800

関　口　照　生 地球の笑顔（3冊セット） （株）アイ・バーグマン 2,800

�　井　　　潔 北京　古い建てもの見て歩き ダイヤモンドビッグ社 7/11 1,500

�　井　　　潔 日本の名景－民家－ 光村推古書院 9/3 1,600

高　野　　　潤 大地と人を撮る 岩波書店 1/22 980

高　野　　　潤 アマゾンの森と川を行く 中央公論新社 10/25 1,000

�　橋　　　毅 善通寺の四季 東方出版 5/30 1,800

�　間　新　治 竹精 日本写真企画 2/11 3,500

滝　口　鉄　夫 アジア聖地行 論創社 11/20 2,500

竹　内　敏　信 大欧羅巴 出版芸術社 7/20 22,000

田　中　光　常 だいすきパンダ 小学館 11/20 430

田　沼　武　能 真像残像　ぼくの写真人生 東京新聞出版局 1/31 2,190

田　沼　武　能 アフリカ－子どもたちの日々 ネット武蔵野 5/24 1,900

津　田　洋　甫 いまを生きる 津田洋甫写真事務所 4/16 3,500

長　尾　　　迪 ZANZIBAR あんず堂 2/10 2,381

長　倉　洋　海 人間交路　シルクロード 毎日新聞社 9/20 4,400

中　村　征　夫 命めぐる海 クレヴィス 4/29 2,200

中　村　吉之介 写真のトリミング 日本写真企画 12/1 1,500

西　村　建　子 YOKOHAMA 文芸社 12/15 1,800

西　村　　　豊 柿の里　ふるさとが実る頃 講談社 10/21 1,700

野　町　和　嘉 ゆるす言葉（共著） イースト・プレス 8/11 1,200

野　町　和　嘉 聖地巡礼 クレヴィス 10/25 2,200

芳　賀　日出男 日本の祭り事典 汐文社 2/15 3,000

羽　賀　康　夫 良寛街道 日本放送出版協会 6/15 18,000

橋　口　譲　二 17歳　2001-2006 岩波書店 4/8 3,800

橋　本　健　次 京都もみじ帖 光村推古書院 11/11 1,200
蜂　谷　秀　人 ずんちゃちゃカメラ節 出版社 3/30 680

ハナブサ・リュウ（英隆） パラス－パリの極上ホテル－ 小学館 9/2 4,200

原　田　　　寛 鎌倉の古寺 JTBパブリッシング 4/1 1,600

原　田　　　寛 「鎌倉百人一首」を歩く 集英社 5/21 1,000

東　出　清　彦 大阪辯護士會館 大阪弁護士協同組合 5/ 2,000

東　出　清　彦 MIHO MUSEUM MIHO MUSEUM 6/2 25,000

日 貞　夫 日本の作庭入門（英文版） 講談社インターナショナル 7/28 3,800

日 貞　夫 源氏物語を歩く JTBパブリッシング 11/1 1,800

福　田　豊　文 ほんとのおおきさ動物園 学習研究社 3/29 1,500

（故）藤 本 四 八 藤本四八－美を追いかけた写真家の生涯－ 飯田市美術博物館 3/ 2,000

藤　森　　　武 用の美（上）柳宗悦コレクション　－日本の美－ 世界文化社 6/25 3,800

藤　森　　　武 用の美（下）柳宗悦コレクション　－李朝と中国、西洋の美－ 世界文化社 6/25 3,800

古　澤　誠　一 神々の一隅 FUR.ハマンフォトグラフィ 8/20 2,200
帆　足 兀 CAMERA TECHNOLOGY（共著） 出版社 11/30 3,500

細　江　英　公 原罪の行方　最後の無頼派　ヨシダ・ヨシエ 窓社 5/9 3,570

細　江　英　公 展覧会のための写真集『抱擁』と『薔薇刑』 ギャラリー ホワイトルームトウキョウ 8/29 6,000

細　江　英　公 復刻版　初版・薔薇刑 ナディッフ 11/11 50,000

前　川　貴　行 生きる命（共著） ポプラ社 6/2 1,600

会 員 名 著　　　書　　　名 発　行　所 発行月 定　価
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グーグル株式会社

代表取締役社長　辻野　晃一郎　殿

一般社団法人日本写真著作権協会

会長　田沼　武能

「Google・ブック検索訴訟の和解案」に対する声明

米国Google社は、グーグル・ブック検索において一

私企業の論理で、無断かつ大規模なスキャンを実行し

複製物の蓄積をおこなったことは、日本の著作権法に

照らしてみると、明白な著作権侵害にあたる。異なる

著作権法を持つ各国において、今回の行為は、理解し

がたいところであろう。また、著作物を書籍という単

位でのみ捉え、写真、絵画、イラストレーションなど、

著作物の重要な構成要素となっている独立した著作物

への配慮を欠く。その上で、誠意ある説明もなく、一

方的に期限を設定し、和解を各国の権利者に提示する

ことは、著作者と各国著作権事情の軽視であり、我々

は、遺憾の意を表明する。

このような経緯によって提案された和解案におい

て、挿入された写真が、著作物として認められておら

ず、対象となっていない点について、強く抗議する。

挿入された写真は、書籍の著作者とは別に権利が保持

されている場合も多く、そのような写真の著作者が全

く顧みられていない点は、とうてい容認する事ができ

ない。

ここに、日本の写真著作者を代表して、米国Google

社に対し、挿入された写真の扱いに関して、誠意ある

対応と、挿入された写真が対象とならないとされた根

拠の説明を求めるものである。

表明などが考えられるでしょう。

しかし、各国の著作権制度や裁判の制度が異なる状況では、

簡単に解決に向けた統一行動は取りきれない、と思われます。

では、団体としては何もできずに、経過を見ているしかな

いのでしょうか。実は、今回の和解案には、写真分野にとっ

て大変大きな問題点があるのです。

その問題点とは、書籍に挿入されている写真には権利が

認められていないことです。これを前例としてしまうと、今後、

いろいろなケースで、挿入された写真やイラストの権利者が、

相手にされず、不当に扱われる懸念があります。そもそも、

なぜ挿入された写真には今回の処置が適用されないのか、

これは写真や挿図の著作者にとって、まったく理解できない

ことです。この件に関しては、写真分野として強く抗議する必

要があります。

このような考え方を受けて、一般社団法人日本写真著作権

協会は、8月27日付で、JPSをはじめとする正会員団体10団

体の連名で、日米のグーグル本社に対して抗議、質問を内

容とする声明文を送付いたしました。このような行動は、著

作者個人で行うことはできず、今後も様々な状況に応じて、

団体として対応しなければならないことでしょう。

まとめまとめ
これまで述べたように、グーグル問題はアメリカの法制度

などが原因となって、悪意なく引き起こされた問題といえる

でしょう。この中で最も重要な部分は、アメリカで決定され

たことに異を唱えることよりも、インターネットという、世界共

通のサービスに対して、大きく異なる各国の著作権制度との

整合性をどう保つのか、ということを、現実問題として、考

えることが重要だ、ということです。日本文藝家協会などの

努力により、個人の対応は、かなり明確になってきています

が、団体の意見表明など、根本問題に関するアプローチはま

だあいまいな部分が多く残されています。また、写真分野で

は独立した書籍の著作者である場合よりも、挿入された写真

の権利者である場合が多く、そのような立場に対する対応は、

強く改善を要求する必要がある部分です。

グーグル問題は、ネットワークの時代を象徴しています。世

界はインターネットにより国境を失い、共産的な情報共有の

時代を歓迎しています。低コストであることが最善であると

いう前提は、どこまで続くのでしょうか。良質な知的財産の

流通により、世界中の人々が豊かな精神性を共有する時代

は、どのように招聘することができるのでしょうか。グーグ

ル問題は、各国事情による著作権管理の時代から、世界ルー

ルによる管理の時代への、架け橋となるのかもしれません。

また、権利者はこれから、単なる創作者としての立場から、

著作権の管理をも考える存在に移行しなければならないの

でしょう。そして、それが困難であるとしたら、著作権管理

を行う体制を、権利者自身が構築しなければならない状況

にあるのです。どちらにせよ、グーグル問題により、著作者

は立ち上がり、前進することを余儀なくされたことは間違い

がありません。

「Google・ブック検索の訴訟の和解案」に対する声明
一般社団法人日本写真著作権協会では、昨今、問題となっ

ております米国の「Google・ブック検索の訴訟の和解案」

に対し、以下の点で遺憾の表明と強く抗議する声明を送り

ました。

各国著作権の諸事情を鑑みず、無断かつ大規模なスキャ

ニングの実行と蓄積を行ったことは、日本国の著作権法に

照らし、明白な著作権侵害にあたります。

また、著作物を書籍という単位のみで捉え、著作物に挿

入された写真等、著作物の重要な構成要素となっている独

立した著作物に対する配慮を欠いています。

やはり、グーグル問題は世界中の権利者にとって、こう言

えるのかもしれません。

「黒船来襲！」と。

（記／瀬尾太一・著作権委員、
一般社団法人日本写真著作権協会常務理事）
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海　野　和　男 第19期可視化情報学会映像賞 7/22 『昆虫の擬態』。地球上で3億年の歴史をもつ昆虫の、自然界の中で生き残るための、興味深
い「可視化されない」進化の世界を紹介した点を評価

大　石　芳　野 第2回日藝賞 4/8 これまでの写真活動、作品制作に対して

木之下　　　晃 新日鉄音楽賞・特別賞 7/18 卓越したカメラアイによって、クラシック音楽界を側面から支えた功績に対して

栗　林　　　慧 紫綬褒章 4/29 これまでの写真活動に対して

小橋川　共　男 隅谷三喜男賞 2/23 永年にわたる写真でのボランティア実践に対して

鈴　木　龍一郎 日本写真協会賞年度賞 6/2 自らの写真行脚を壮大で優れたモノクローム写真集『オデッセイ』にまとめあげた才能と努力
に対して

竹　内　敏　信 第6回飯田市藤本四八写真文化賞 5/29 「日本の原風景」「日本のこころの風景」をとらえ、風景写真に新境地を開いたことが評価
された

土　田　ヒロミ 土門�賞（第27回） 3/23 東京都写真美術館開催の「土田ヒロミのニッポン」の表現により

中　村　征　夫 秋田県潟上市名誉市民第一号 11/3 長年の写真家活動に対して

芳　賀　日出男 旅の文化賞 4/5 写真撮影技術により、日本世界の祭り、民俗行事を紹介、多くの人々を啓蒙した

細　江　英　公 第49回毎日芸術賞 1/1 2007年「球体写真二元論・細江英公の世界」開催（東京都写真美術館）および写真集『胡蝶
の夢　舞踏家・大野一雄』発行（青幻舎）に対して

前　川　貴　行 日本写真協会賞新人賞 6/2 写真集『Bear World クマたちの世界』『いのしし』、さらに写真展「地球の旅人」などにみ
る、地球環境と生き物に対する深い洞察と真摯な取材姿勢、ならびにその継続性に対して

山　田　　　和 第39回大宅壮一ノンフィクション賞 6/23 『知られざる魯山人』の出版に対して

受賞・出版・写真展 2008年・日本写真家協会会員（1月～12月）

作品による会員の動きを記録する意味から年1回受賞・出版・写真展をされた方々の記録を掲載しております。資料は会員のアンケートの回答をもとに作成しております

ので掲載もれもあることと思いますがご了承下さい。

■受賞（公募及びコンテスト等による受賞は省略させていただきました）

青　木　　　勝 素晴らしき飛行機写真の世界 出版社 12/26 1,600

芥　川　　　仁 フォトエッセイ「病院」 鉱脈社 10/31 1,500

安　念　余志子 春はめぐりて　となみ野　古寺愛歌 風景写真出版 12/20 2,500

飯　島　幸　永 ことばを旅する（共著） 文藝春秋 8/30 1,600

（故）飯島志津夫 富士山　風土と参道 JCIIフォトサロン 10/28 800

伊　藤　勝　敏 海の擬態生物 誠文堂新光社 5/1 2,200

稲　越　功　一 まだ見ぬ中国 NHK出版 7/25 2,400

井　上　隆　雄 おのずから　しからしむ 東本願寺 8/1 2,500

井　上　博　道 美しい日本語の風景（共著） 淡交社 3/26 2,000

猪　俣　重　喜 中国伝統すまいの空間 文芸社 9/15 1,800

今　森　光　彦 昆虫4億年の旅 東京都写真美術館、新潮社 7/ 3,780

岩　尾　克　治 闘う！海上保安庁 光人社 5/12 2,000

内　山　英　明 JAPAN UNDERGROUND Ⅳ アスペクト 12/5 6,000

宇　苗　　　満 幻の鎌倉 批評社 5/10 2,000

海　野　和　男 昆虫たちの擬態 誠文堂新光社 2/1 2,200

海　野　和　男 花になったカマキリ 新日本出版 3/20 1,400

榎　本　正　好 美瑛彩象 ムーンプレス 1/17 1,800

大　石　芳　野 黒川能の里　庄内にいだかれて（共著） 清流出版 2/13 3,500

大　石　芳　野 ＜不発弾＞と生きる　祈りを織るラオス 藤原書店 11/30 7,500

大志摩　洋　一 TOYAMA360° 立山システム研究所 1/15 －

大　竹　静市郎 懐かしの昭和　新発田想い出写真帳 新潟日報事業社 10/20 1,400

大　塚　勝　久 島の原風景 ルック 7/1 4,000

大　塚　幸　彦 うみのいえ 岩波書店 9/10 2,200

大　西　成　明 ロマンティック・リハビリテーション ランダムハウス講談社 6/25 2,800

大　西　みつぐ 今日から始める　デジタル一眼レフの基本テクニック 成美堂出版 5/20 1,200
大　西　みつぐ 東京手帖－叙情カメラ歳時記－ 出版社 5/30 1,500

大　西　みつぐ Wonderland 日本カメラ社 10/10 3,600

大　橋　富　夫 日本の民家　屋根の記憶（共著） 彰国社 5/30 20,000

風　間　耕　司 富山写真語　万華鏡　193～204号 ふるさと開発研究所 1～12月 500

加　藤　雅　昭 決定版　北京グルメガイド（共著） 講談社 5/29 1,400

金　本　孔　俊 聖夜　ALASKA Holy Night 青幻舎 10/17 3,800

川　隅　　　功 幸せな一会 文一総合出版 9/9 2,800

菊　池　哲　男 山の星月夜　眠らない日本アルプス 小学館 7/30 3,400

北　奥　耕一郎 風の雅 京都新聞出版センター 3/14 1,200

北　添　伸　夫 アゲハチョウ リブリオ出版 4/25 2,000

北　中　康　文 カメラマンのための　日本の滝　ベスト100 ニューズ出版 8/3 2,000

木之下　　　晃 ひとりでも行ける　オペラ極楽ツアー（共著） 朝日新聞出版 9/30 2,200

木之下　　　晃 ホセ・カレーラス ビザビジョン 11/5 10,000

久　保　敬　親 ヒグマの楽園 ポプラ社 3/ 1,300

久　間　昌　史 （英文版）居酒屋料理帖　Izakaya（共著） 講談社インターナショナル 1/ 2,800

久　間　昌　史 （英文版）NOBU マイアミ（共著） 講談社インターナショナル 7/28 4,200

会 員 名 著　　　書　　　名 発　行　所 発行月 定　価

■出版（写真集・写真関係著書・ポートフォリオ・CD-ROM・DVD・ビデオ等）

会 員 名 受　賞　名 時期 理　　　　由

54
JPS＿142 12オモテ CyanJPS＿142 12オモテ MagentaJPS＿142 12オモテ YellowJPS＿142 12オモテ Black




