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No. 意見 

1 

今後、大学の知的財産権の出願人及び出願費用の負担者が課題となっている。このままでは、一部の

大学を除き、多くの地方大学・中堅大学では有用な発明であっても出願件数の低下につながる危険性

がある。その理由として、大学ごとのライセンス活動機能の優劣が、知財の活用の有無に大きくかか

わっていることがあげられる。 

知的財産信託が 2004 年に制度施行されたが、当時は十分な成果が出ず、ほとんど活用されないまま

になっている。 

知財信託制度を改めて見直し、広域 TLOないしは企業への優れた提案能力を有する企業、金融機関等

での取り扱いを推進すべきではないか。 

 

No. 意見（要旨） 

2 

アメリカ等と比べて遜色の無い範囲で一般フェアユース条項を導入すること及びダウンロード犯罪

化・違法化条項の撤廃を求める。何ら国民的コンセンサスを得ていない中でのＴＰＰ協定批准、有害

無益なインターネットにおける今以上の知財保護強化、特に著作権の保護期間延長、補償金の矛盾を

拡大するだけの私的録音録画補償金の対象拡大に反対する。今後真の国民視点に立った知財の規制緩

和の検討が進むことを期待する。 

意見（全文） 

 最終的に国益になるであろうことを考え、各業界の利権や省益を超えて必要となる政策判断をする

ことこそ知財本部とその事務局が本当になすべきことのはずであるが、知財計画２０１６を見ても、

このような本当に政策的な決定は全く見られない。知財保護が行きすぎて消費者やユーザーの行動を

萎縮させるほどになれば、確実に文化も産業も萎縮するので、知財保護強化が必ず国益につながる訳

ではないということを、著作権問題の本質は、ネットにおける既存コンテンツの正規流通が進まない

ことにあるのではなく、インターネットの登場によって新たに出てきた著作物の公正利用の類型に、

今の著作権法が全く対応できておらず、著作物の公正利用まで萎縮させ、文化と産業の発展を阻害し

ていることにあるのだということを知財本部とその事務局には、まずはっきりと認識してもらいた

い。特に、最近の知財・情報に関する規制強化の動きは全て間違っていると私は断言する。 

 

 例年通り、規制強化による天下り利権の強化のことしか念頭にない文化庁、総務省、警察庁などの

各利権官庁に踊らされるまま、国としての知財政策の決定を怠り、知財政策の迷走の原因を増やすこ

としかできないようであれば、今年の知財計画を作るまでもなく、知財本部とその事務局には、自ら

解散することを検討するべきである。そうでなければ、是非、各利権官庁に轡をはめ、その手綱を取

って、知財の規制緩和のイニシアティブを取ってもらいたい。知財本部において今年度、インターネ

ットにおけるこれ以上の知財保護強化はほぼ必ず有害無益かつ危険なものとなるということをきち

んと認識し、真の国民視点に立った知財の規制緩和の検討が知財本部でなされることを期待し、本当

に決定され、実現されるのであれば、全国民を裨益するであろうこととして、私は以下のことを提案

する。 

 

（１）「知的財産推進計画２０１６」の記載事項について： 

ａ）環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）などの経済連携協定（ＥＰＡ）に関する取組について 

 第６２ページにＴＰＰなどの協定に関する取組について書かれている。ＴＰＰ協定については、２

０１５年１０月に大筋合意が発表され、その後、文化庁、知財本部の検討を経て、１１月にＴＰＰ総

合対策本部でＴＰＰ関連政策大綱が決定され、さらに２０１６年２月に署名され、３月に関連法案の

国会提出がされ、１１月の臨時国会で可決・成立し、２０１７年１月２０日に参加国として初めての

国内手続きの完了に関する通報が行われた。 

 

 しかし、この国内手続きにおいて、日本政府は、２０１５年１０月に大筋合意の概要のみを公表し、

１１月のニュージーランド政府からの協定条文の英文公表時も全章概要を示したのみで、その後２ヶ

月も経って２０１６年１月にようやく公式の仮訳を公表するなど、ＴＰＰ協定の内容精査と政府への

意見提出の時間を国民に実質与えない極めて姑息かつ卑劣なやり方を取っていたと言わざるを得な

い。 

 

 そして、公開された条文によって今までのリーク文書が全て正しかったことはほぼ証明されてお
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り、ＴＰＰ協定は確かに著作権の保護期間延長、ＤＲＭ回避規制強化、法定賠償制度、著作権侵害の

非親告罪化などを含んでいる。今ですら不当に長い著作権保護期間のこれ以上の延長など論外であ

り、今回の著作権法改正の法定賠償や非親告罪化の条文にも注意すべきところがあり、今のところ発

効はしていないものの、極秘裏に行われた国際交渉の結果としてなし崩しでこのように危険な法改正

がなされたことを私は一国民として強く非難する。 

 

 ＴＰＰ協定についてはトランプ現アメリカ大統領が公約通り既に離脱の大統領令に署名しており、

発効する見込みは全くない。日本政府はＴＰＰ協定においても下で書くＡＣＴＡの二の轍を既に完全

に踏みつつあり、世界に恥を晒している。日本政府は自ら外交上の失敗を認め、批准、関連法改正及

び通報を取り消すべきであり、日本もＴＰＰ協定から脱退するべきである。 

 

 また、ＴＰＰ交渉のような国民の生活に多大の影響を及ぼす国際交渉が政府間で極秘裏に行われた

ことも大問題である。国民一人一人がその是非を判断できるよう、途中経過も含めその交渉に関する

情報をすべて速やかに公開するべきである。 

 

 なお、トランプ現アメリカ大統領は既に日米で２国間の通商交渉を行うとしており、このような交

渉の中でＴＰＰ協定交渉同様に知財規制の強化が求められる可能性があるが、上で書いた通り、これ

以上の知財規制の強化は危険なものとしかなり得ないものであり、そのような要求は日本政府として

毅然とはねのけるべきである。 

 

ｂ）ＤＲＭ回避規制について 

 経産省と文化庁の主導により無意味にＤＲＭ回避規制を強化する不正競争防止法と著作権法の改

正案がそれぞれ以前国会を通されたが、これらの法改正を是とするに足る立法事実は何一つない。不

正競争防止法と著作権法でＤＲＭ回避機器等の提供等が規制され、著作権法でコピーコントロールを

回避して行う私的複製まで違法とされ、十二分以上に規制がかかっているのであり、これ以上の規制

強化は、ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない。ユ

ーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないこれ以上のＤ

ＲＭ回避規制の強化はされてはならない。 

 

 特に、ＤＲＭ回避規制に関しては、有害無益な規制強化の検討ではなく、まず、私的なＤＲＭ回避

行為自体によって生じる被害は無く、個々の回避行為を一件ずつ捕捉して民事訴訟の対象とすること

は困難だったにもかかわらず、文化庁の片寄った見方から一方的に導入されたものである、私的な領

域でのコピーコントロール回避規制（著作権法第３０条第１項第２号）の撤廃の検討を行うべきであ

る。コンテンツへのアクセスあるいはコピーをコントロールしている技術を私的な領域で回避しただ

けでは経済的損失は発生し得ず、また、ネットにアップされることによって生じる被害は公衆送信権

によって既にカバーされているものであり、その被害とＤＲＭ回避やダウンロードとを混同すること

は絶対に許されない。それ以前に、私法である著作権法が、私的領域に踏み込むということ自体異常

なことと言わざるを得ない。また、同時に、何ら立法事実の変化がない中、ドサクサ紛れに通された、

先般の不正競争防止法改正で導入されたＤＲＭ回避機器の提供等への刑事罰付与や、以前の著作権法

改正で導入されたアクセスコントロール関連規制の追加についても、速やかに元に戻す検討がなされ

るべきである。 

 

 ＴＰＰ協定にはＤＲＭ回避規制の強化も含まれているが、上で書いた通り、これ以上のＤＲＭ回避

規制の強化がされるべきではなく、この点でも私はＴＰＰ協定に反対する。 

 

ｃ）海賊版対策条約（ＡＣＴＡ）について 

 第６２ページではＡＣＴＡへの言及もなされているが、このＡＣＴＡを背景に経産省及び文化庁の

主導により無意味にＤＲＭ回避規制を強化する不正競争防止法及び著作権法の改正案が以前国会を

通され、ＡＣＴＡ自体も国会で批准された。しかし、このようなユーザーの情報アクセスに対するリ

スクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない規制強化条項を含む条約の交渉、署名及び批准は

何ら国民的なコンセンサスが得られていない中でなされており、私は一国民としてＡＣＴＡに反対す

る。今なおＡＣＴＡの批准国は日本しかなく、日本は無様に世界に恥を晒し続けている。もはやＡＣ

ＴＡに何ら意味はなく、日本は他国への働きかけを止めるとともに自ら脱退してその失敗を認めるべ

きである。 
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ｄ）一般フェアユース条項の導入について 

 第１１ページで柔軟性の高い権利制限規定について言及されており、文化庁の新たな時代のニーズ

に的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチームで検討が進められているが、例によって一

般フェアユース条項の導入について否定的な結論が出される可能性が高い。しかし、一般フェアユー

ス条項の導入について、ユーザーに対する意義からも、可能な限り早期に導入することを求める。特

に、インターネットのように、ほぼ全国民が利用者兼権利者となり得、考えられる利用形態が発散し、

個別の規定では公正利用の類型を拾い切れなくなるところでは、フェアユースのような一般規定は保

護と利用のバランスを取る上で重要な意義を持つものである。 

 

 ２０１２年の法改正によって写り込み等に関する権利制限の個別規定が追加されたが、あった方が

良いものとは言え、これは到底一般フェアユース条項と言うに足るものではなく、これでは著作権を

めぐる今の混迷状況が変わることはない。 

 

 著作物の公正利用には変形利用もビジネス利用も考えられ、このような利用も含めて著作物の公正

利用を促すことが、今後の日本の文化と経済の発展にとって真に重要であることを考えれば、不当に

その範囲を不当に狭めるべきでは無く、その範囲はアメリカ等と比べて遜色の無いものとされるべき

である。ただし、フェアユースの導入によって、私的複製の範囲が縮小されることはあってはならな

い。 

 

 また、「まねきＴＶ」事件などの各種判例からも、ユーザー個人のみによって利用されるようなク

ラウド型サービスまで著作権法上ほぼ違法とされてしまう状況に日本があることは明らかであり、こ

のような状況は著作権法の趣旨に照らして決して妥当なことではない。ユーザーが自ら合法的に入手

したコンテンツを私的に楽しむために利用することに著作権法が必要以上に介入することが許され

るべきではなく、個々のユーザーが自らのためのもに利用するようなクラウド型サービスにまで不必

要に著作権を及ぼし、このような技術的サービスにおけるトランザクションコストを過大に高め、そ

の普及を不当に阻害することに何ら正当性はない。この問題がクラウド型サービス固有の問題でない

のはその通りであるが、だからといって法改正の必要性がなくなる訳ではない。著作権法の条文及び

その解釈・運用が必要以上に厳格に過ぎクラウド型サービスのような技術の普及が不当に阻害されて

いるという日本の悲惨な現状を多少なりとも緩和するべく、速やかに問題を再整理し、アメリカ等と

比べて遜色の無い範囲で一般フェアユース条項を導入し、同時にクラウド型サービスなどについても

すくい上げられるようにするべきである。 

 

 権利を侵害するかしないかは刑事罰がかかるかかからないかの問題でもあり、公正という概念で刑

事罰の問題を解決できるのかとする意見もあるようだが、かえって、このような現状の過剰な刑事罰

リスクからも、フェアユースは必要なものと私は考える。現在親告罪であることが多少セーフハーバ

ーになっているとはいえ、アニメ画像一枚の利用で別件逮捕されたり、セーフハーバーなしの著作権

侵害幇助罪でサーバー管理者が逮捕されたりすることは、著作権法の主旨から考えて本来あってはな

らないことである。政府にあっては、著作権法の本来の主旨を超えた過剰リスクによって、本来公正

として認められるべき事業・利用まで萎縮しているという事態を本当に深刻に受け止め、一刻も早い

改善を図ってもらいたい。 

 

 個別の権利制限規定の迅速な追加によって対処するべきとする意見もあるが、文化庁と癒着権利者

団体が結託して個別規定すらなかなか入れず、入れたとしても必要以上に厳格な要件が追加されてい

るという惨憺たる現状において、個別規定の追加はこの問題における真の対処たり得ない。およそあ

らゆる権利制限について、文化庁と権利者団体が結託して、全国民を裨益するだろう新しい権利制限

を潰すか、極めて狭く使えないものとして来たからこそ、今一般規定が社会的に求められているのだ

という、国民と文化の敵である文化庁が全く認識していないだろう事実を、政府・与党は事実として

はっきりと認めるべきである。 

 

ｅ）リバースエンジニアリングのための権利制限の導入について 

 第１１ページにリバースエンジニアリングに関する適法性の明確化について書かれている。このリ

バースエンジニアリングに関する権利制限について、２００９年１月の分化審議会著作権分科会報告

書において早期に措置すべきとされた後の７年間で何度も著作権法改正案を国会に提出する機会が

あったにもかかわらず、法改正案に入れなかったことは文化庁の怠慢である。技術的な調査・解析は、
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権利者の利益を害するどころか、技術の発展を通じて社会全体を裨益するものであり、著作権法によ

ってこのような利用まで萎縮することは、その法目的に照らしても本来あってはならないことであ

る。このような権利者の利益を害さず、著作物の通常の利用も妨げないような公正利用の類型につい

てはきちんとした権利制限による対応が必要である。このような利用を萎縮させて良いことなど全く

なく、リバースエンジニアリングについて著作権法上の権利制限を速やかに設けると、知財計画２０

１７には明記してもらいたい。 

 

ｆ）アーカイブの利活用促進のための著作権制度の見直しについて 

 第５０ページにアーカイブの構築・充実に関する著作権制度の見直しについて記載されている。こ

のことについて文化庁の法制・基本問題小委員会において検討が進められている。ここで、真に２次

利用可能な形で各種アーカイブの構築・充実を考えるのであれば、裁定制度の見直しや法解釈による

対応に関する検討だけでは不十分である。特に日本において十分になされているとは言い難いパブリ

ックドメイン資料や絶版資料の利活用をより強力に促進するべきであり、著作権法の改正により、

（ａ）現行著作権法第３１条で国会図書館のみに可能とされている絶版等資料の電子利用をあらゆる

図書館及び文書館に可能とすること、合わせて（ｂ）同条における絶版等資料以外の資料についての

「滅失、損傷若しくは汚損を避けるため」という電子化のための要件を緩和してここにアーカイブ化

のためという目的を追加し、著作権保護期間満了後の資料公開に備えた事前の電子化を明確に可能と

すること、及び（ｃ）個人アーカイブの作成が第３０条の私的複製の範囲に含まれることを条文上明

記し、個人資料の利活用及び著作権保護期間満了後の公開を促すことを私は求める。このような権利

制限又は例外が不必要に狭くされるべきではなく、その他者がアーカイブを直接利用しないことを前

提として他者の力を借りたアーカイブ化も可能とされるべきである。なお、諸外国における動向につ

いて注視が必要なことも無論であり、政府が強く関与する形で実質オプトアウト方式で強力に絶版作

品の電子化を図るフランスの２０世紀の絶版作品電子化法や、孤児作品のみならず絶版作品の利用に

ついても規定するドイツの孤児・絶版作品デジタル利用促進法なども参考にされてしかるべきであ

る。 

 

 さらに、法制度上の問題ではないが、国会図書館が著作権切れの著作物について２次利用に関する

許諾を原則不要としている通り、ＮＨＫによるものを含め国費又は国費相当の予算を用いた各種アー

カイブにおいては、インターネットを通じ書誌事項だけではなく全コンテンツの提供を行うことを目

標として資料の電子化を行うとともに、公開情報に著作権期間満了日を明示し、合わせて公開された

著作権切れの著作物に関しては原則２次利用の許諾を不要とするべきである。そして、特に国会図書

館及び国立公文書館のような文書中心のアーカイブに関しては一般ユーザーからの入力を通じたテ

キスト化システムの実装も検討してもらいたい。 

 

ｇ）私的録音録画補償金問題について 

 第１１ページでは私的録音録画補償金問題についても言及されている。権利者団体等が単なる既得

権益の拡大を狙ってｉＰｏｄ等へ対象範囲を拡大を主張している私的録音録画補償金問題について

も、補償金のそもそもの意味を問い直すことなく、今の補償金の矛盾を拡大するだけの私的録音録画

補償金の対象拡大を絶対にするべきではない。 

 

 文化庁の文化審議会著作権分科会における数年の審議において、補償金のそもそもの意義について

の意義が問われたが、文化庁が、天下り先である権利者団体のみにおもねり、この制度に関する根本

的な検討を怠った結果、特にアナログチューナー非対応録画機への課金について私的録音録画補償金

管理協会と東芝間の訴訟に発展した。ブルーレイ課金・アナログチューナー非搭載録画機への課金に

ついて、権利者団体は、ダビング１０への移行によってコピーが増え自分たちに被害が出ると大騒ぎ

をしたが、移行後８年以上経った今現在においても、ダビング１０の実施による被害増を証明するに

足る具体的な証拠は全く示されておらず、ブルーレイ課金・アナログチューナー非搭載録画機への課

金に合理性があるとは到底思えない。わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダ

ビング１０という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。こうした実質的に全国民に転嫁さ

れるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不

当の上塗りである。 

 

 なお、世界的に見ても、メーカーや消費者が納得して補償金を払っているということはカケラも無

く、権利者団体がその政治力を不当に行使し、歪んだ「複製＝対価」の著作権神授説に基づき、不当
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に対象を広げ料率を上げようとしているだけというのがあらゆる国における実情である。表向きはど

うあれ、大きな家電・ＰＣメーカーを国内に擁しない欧州各国は、私的録音録画補償金制度を、外資

から金を還流する手段、つまり、単なる外資規制として使っているに過ぎない。この制度における補

償金の対象・料率に関して、具体的かつ妥当な基準はどこの国を見ても無いのであり、この制度は、

ほぼ権利者団体の際限の無い不当な要求を招き、莫大な社会的コストの浪費のみにつながっている。

機器・媒体を離れ音楽・映像の情報化が進む中、「複製＝対価」の著作権神授説と個別の機器・媒体

への賦課を基礎とする私的録音録画補償金は、既に時代遅れのものとなりつつあり、その対象範囲と

料率のデタラメさが、デジタル録音録画技術の正常な発展を阻害し、デジタル録音録画機器・媒体に

おける正常な競争市場を歪めているという現実は、補償金制度を導入したあらゆる国において、問題

として明確に認識されなくてはならないことである。 

 

ｈ）インターネット上の著作権侵害の抑止及び著作権法におけるいわゆる間接侵害・幇助への対応に

ついて 

 第１３ページにインターネット上の著作権侵害の抑止について、特にリーチサイト対策の検討につ

いて書かれており、文化庁の法制・基本問題小委員会などで検討が進められている。しかし、このよ

うなリーチサイト問題も含め、ネット上の違法コンテンツ対策、違法ファイル共有対策については、

通信の秘密やプライバシー、情報アクセス権等の国民の基本的な権利をきちんと尊重しつつ対策を検

討してもらいたい。この点においても、国民の基本的な権利を必ず侵害するものとなり、ネットにお

ける文化と産業の発展を阻害することにつながる危険な規制強化の検討ではなく、ネットにおける各

種問題は情報モラル・リテラシー教育によって解決されるべきものという基本に立ち帰り、現行のプ

ロバイダー責任制限法と削除要請を組み合わせた対策などの、より現実的かつ地道な施策のみに注力

して検討を進めるべきである。 

 

 ここで、リーチサイト対策の検討は、文化庁の法制・基本問題小委員会の論点案でも示されている

通り、著作権法におけるいわゆる間接侵害・幇助への対応をどうするかという問題に帰着する。確か

にセーフハーバーを確定するためにも間接侵害・幇助の明確化はなされるべきであるが、現行の条文

におけるカラオケ法理や各種ネット録画機事件などで示されたことの全体的な整理以上のことをし

てはならない。特に、著作権法に明文の間接侵害一般規定を設けることは絶対にしてはならないこと

である。確かに今は直接侵害規定からの滲み出しで間接侵害を取り扱っているので不明確なところが

あるのは確かだが、現状の整理を超えて、明文の間接侵害一般規定を作った途端、権利者団体や放送

局がまず間違いなく山の様に脅しや訴訟を仕掛けて来、今度はこの間接侵害規定の定義やそこからの

滲み出しが問題となり、無意味かつ危険な社会的混乱を来すことは目に見えているからである。知財

計画２０１７において間接侵害・幇助への対応について記載するのであれば、著作権法の間接侵害・

幇助の明確化は、ネット事業・利用の著作権法上のセーフハーバーを確定するために必要十分な限り

においてのみなされると合わせ明記してもらいたい。 

 

ｉ）著作権ブロッキングについて 

 第１３ページにはインターネット上の知財侵害に対する諸外国におけるサイトブロッキングの運

用状況の把握等に関する記載もある。このような記載は著作権団体の提案を受けたものと思われる

が、アメリカでは、議会に提出されたサイトブロッキング条項を含むオンライン海賊対策法案（ＳＯ

ＰＡ）や知財保護強化法案（ＰＩＰＡ）が、ＩＴ企業やユーザーから検閲であるとして大反対を受け、

その審議は止められている。 

 

 サイトブロッキングの問題については下でも述べるが、インターネット利用者から見てその妥当性

をチェックすることが不可能なサイトブロッキングにおいて、透明性・公平性・中立性を確保するこ

とは本質的に完全に不可能である。このようなブロッキングは、憲法に規定されている表現の自由（知

る権利・情報アクセスの権利を含む）や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵害するものとな

らざるを得ないものであり、決して導入されるべきでないものである。 

 

 その提案からも明確なように、違法コピー対策問題における権利者団体の主張は常に一方的かつ身

勝手であり、ネットにおける文化と産業の発展を阻害するばかりか、インターネットの単純なアクセ

スすら危険なものとする非常識なものばかりである。今後は、このような一方的かつ身勝手な規制強

化の動きを規制するため、憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権Ｂ規約にも含まれている国民の

「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、通信法に法律レベル
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で明文で書き込むことを検討するべきである。同じく、憲法に規定されている検閲の禁止から、サイ

トブロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込むことを検討する

べきである。 

 

（２）その他の知財政策事項について： 

ａ）ダウンロード違法化・犯罪化問題について 

 文化庁の暴走と国会議員の無知によって、２００９年の６月１２日にダウンロード違法化条項を含

む改正著作権法が成立し、２０１０年の１月１日に施行された。また、日本レコード協会などのロビ

ー活動により、自民党及び公明党が主導する形でダウンロード犯罪化条項がねじ込まれる形で、２０

１２年６月２０日に改正著作権法が成立し、２０１２年１０月１日から施行されている。しかし、一

人しか行為に絡まないダウンロードにおいて、「事実を知りながら」なる要件は、エスパーでもない

限り証明も反証もできない無意味かつ危険な要件であり、技術的・外形的に違法性の区別がつかない

以上、このようなダウンロード違法化・犯罪化は法規範としての力すら持ち得ず、罪刑法定主義や情

報アクセス権を含む表現の自由などの憲法に規定される国民の基本的な権利の観点からも問題があ

る。このような法改正によって進むのはダウンロード以外も含め著作権法全体に対するモラルハザー

ドのみであり、今のところ幸いなことに適用例はないが、これを逆にねじ曲げてエンフォースしよう

とすれば、著作権検閲という日本国として最低最悪の手段に突き進む恐れしかない。 

 

 そもそも、ダウンロード違法化の懸念として、このような不合理極まる規制強化・著作権検閲に対

する懸念は、文化庁へのパブコメ（文化庁ＨＰ

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hokoku.htmlの意見募集の結果参照。

ダウンロード違法化問題において、この８千件以上のパブコメの７割方で示された国民の反対・懸念

は完全に無視された。このような非道極まる民意無視は到底許されるものではない）や知財本部への

パブコメ（知財本部のＨＰhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keikaku2009.htmlの個人か

らの意見参照）を見ても分かる通り、法改正前から指摘されていたところであり、このようなさらな

る有害無益な規制強化・著作権検閲にしか流れようの無いダウンロード違法化・犯罪化は始めからな

されるべきではなかったものである。文化庁の暴走と国会議員の無知によって成立したものであり、

ネット利用における個人の安心と安全を完全にないがしろにするものである、百害あって一利ないダ

ウンロード違法化・犯罪化を規定する著作権法第３０条第１項第３号及び第１１９条第３項を即刻削

除するべきである。 

 

ｂ）コピーワンス・ダビング１０・Ｂ－ＣＡＳ問題について 

 私はコピーワンスにもダビング１０にも反対する。そもそも、この問題は、放送局・権利者にとっ

ては、視聴者の利便性を著しく下げることによって、一旦は広告つきながらも無料で放送したコンテ

ンツの市場価格を不当につり上げるものとして機能し、国内の大手メーカーとっては、Ｂ－ＣＡＳカ

ードの貸与と複雑な暗号システムを全てのテレビ・録画機器に必要とすることによって、中小・海外

メーカーに対する参入障壁として機能するＢ－ＣＡＳシステムの問題を淵源とするのであって、この

Ｂ－ＣＡＳシステムと独禁法の関係を検討するということを知財計画２０１７では明記してもらい

たい。検討の上Ｂ－ＣＡＳシステムが独禁法違反とされるなら、速やかにその排除をして頂きたい。

また、無料の地上放送において、逆にコピーワンスやダビング１０のような視聴者の利便性を著しく

下げる厳格なコピー制御が維持されるのであれば、私的録画補償金に存在理由はなく、これを速やか

に廃止するべきである。 

 

 ４Ｋ放送について、無料放送を録画不可とできるようにする検討が放送局とメーカーで構成される

次世代放送推進フォーラムにおいて行われているという報道もあった。その後の検討は不明だが、上

で書いたような、コピーワンスやダビング１０の愚を繰り返してはならない。このような消費者の利

便性に極めて大きな影響を持つ検討については可能な限り速やかに今まで及び今後の検討の公開並

びに利用者・消費者からの意見の取り入れを促すべきである。 

 

ｃ）著作権検閲・ストライクポリシーについて 

 ファイル共有ソフトを用いて著作権を侵害してファイル等を送信していた者に対して警告メール

を送付することなどを中心とする電気通信事業者と権利者団体の連携による著作権侵害対策が警察

庁、総務省、文化庁などの規制官庁が絡む形で行われており、警察によってファイル共有ネットワー

クの監視も行われているが、このような対策は著作権検閲に流れる危険性が極めて高い。 
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 フランスで導入が検討された、警告メールの送付とネット切断を中心とする、著作権検閲機関型の

違法コピー対策である３ストライクポリシーは、２００９年６月に、憲法裁判所によって、インター

ネットのアクセスは、表現の自由に関係する情報アクセスの権利、つまり、最も基本的な権利の１つ

としてとらえられるとされ、著作権検閲機関型の３ストライクポリシーは、表現の自由・情報アクセ

スの権利やプライバシーといった他の基本的な権利をないがしろにするものとして、真っ向から否定

されている。ネット切断に裁判所の判断を必須とする形で導入された変形ストライク法も何ら効果を

上げることなく、フランスでは今もストライクポリシーについて見直しの検討が行われており、２０

１３年７月にはネット切断の罰が廃止されている。日本においては、このようなフランスにおける政

策の迷走を他山の石として、このように表現の自由・情報アクセスの権利やプライバシーといった他

の基本的な権利をないがしろにする対策を絶対に導入しないこととするべきであり、警察庁などが絡

む形で検討されている違法ファイル共有対策についても、通信の秘密やプライバシー、情報アクセス

権等の国民の基本的な権利をきちんと尊重する形で進めることが担保されなくてはならない。 

 

ｄ）著作権法へのセーフハーバー規定の導入について 

 動画投稿サイト事業者がＪＡＳＲＡＣに訴えられた「ブレイクＴＶ」事件や、レンタルサーバー事

業者が著作権幇助罪で逮捕され、検察によって姑息にも略式裁判で５０万円の罰金を課された「第

（３）世界」事件や、１対１の信号転送機器を利用者からほぼ預かるだけのサービスが放送局に訴え

られ、最高裁判決で違法とされた「まねきＴＶ」事件等を考えても、今現在、カラオケ法理の適用範

囲はますます広く曖昧になり、間接侵害や著作権侵害幇助のリスクが途方もなく拡大し、甚大な萎縮

効果・有害無益な社会的大混乱が生じかねないという非常に危険な状態がなお続いている。間接侵害

事件や著作権侵害幇助事件においてネット事業者がほぼ直接権利侵害者とみなされてしまうのでは、

プロバイダー責任制限法によるセーフハーバーだけでは不十分であり、間接侵害や著作権侵害幇助罪

も含め、著作権侵害とならない範囲を著作権法上きちんと確定することは喫緊の課題である。ただし、

このセーフハーバーの要件において、標準的な仕組み・技術や違法性の有無の判断を押しつけるよう

な、権利侵害とは無関係の行政機関なり天下り先となるだろう第３者機関なりの関与を必要とするこ

とは、検閲の禁止・表現の自由等の国民の権利の不当な侵害に必ずなるものであり、絶対にあっては

ならないことである。 

 

 知財計画２０１７において、プロバイダに対する標準的な著作権侵害技術導入の義務付け等を行わ

ないことを合わせ明記するとともに、間接侵害や刑事罰・著作権侵害幇助も含め著作権法へのセーフ

ハーバー規定の速やかな導入を検討するとしてもらいたい。この点に関しては、逆に、検閲の禁止や

表現の自由の観点から技術による著作権検閲の危険性の検討を始めてもらいたい。 

 

ｅ）二次創作規制の緩和について 

 ２０１４年８月のクールジャパン提言の第１３ページに「クリエイティビティを阻害している規制

についてヒアリングし規制緩和する。コンテンツの発展を阻害する二次創作規制、ストリートパフォ

ーマンスに関する規制など、表現を限定する規制を見直す。」と記載されている通り、二次創作は日

本の文化的創作の原動力の一つになっており、その推進のために現状の規制を緩和する必要がある。

これは知的財産に関わる重要な提言であり、二次創作規制を緩和するという記載を知財計画２０１７

においてもそのまま取り入れ、政府としてこのような規制の緩和を強力に推進することを重ねてきち

んと示すべきである。 

 

ｆ）著作権等に関する真の国際動向について国民へ知らされる仕組みの導入及び文化庁ワーキンググ

ループの公開について 

 ＷＩＰＯ等の国際機関にも、政府から派遣されている者はいると思われ、著作権等に関する真の国

際動向について細かなことまで即座に国民へ知らされる仕組みの導入を是非検討してもらいたい。 

 また、２０１３年からの著作物等の適切な保護と利用・流通に関するワーキングチーム及び２０１

５年からの新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチームの審議は

公開とされたが、文化庁はワーキングチームについて公開審議を原則とするにはなお至っていない。

上位の審議会と同様今後全てのワーキンググループについて公開審議を原則化するべきである。 

 

ｇ）天下りについて 

 最近文部科学省の天下り問題が大きく報道され、全省庁で調査を行うこととなっているようだが、
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知財政策においても、天下り利権が各省庁の政策を歪めていることは間違いなく、知財政策の検討と

決定の正常化のため、文化庁から著作権関連団体への、総務省から放送通信関連団体・企業への、警

察庁からインターネットホットラインセンター他各種協力団体・自主規制団体への天下りの禁止を知

財本部において決定して頂きたい。（これらの省庁は特にひどいので特に名前をあげたが、他の省庁

も含めて決定してもらえるなら、それに超したことはない。） 

 

（３）その他一般的な情報・ネット・表現規制について 

 知財計画改訂において、一般的な情報・ネット・表現規制に関する項目は削除されているが、常に

一方的かつ身勝手な主張を繰り広げる自称良識派団体が、意味不明の理屈から知財とは本来関係のな

い危険な規制強化の話を知財計画に盛り込むべきと主張をしてくることが十分に考えられるので、こ

こでその他の危険な一般的な情報・ネット・表現規制強化の動きに対する反対意見も述べる。今後も、

本来知財とは無関係の、一般的な情報・ネット・表現規制に関する項目を絶対に知財計画に盛り込む

ことのないようにしてもらいたい。 

 

ａ）青少年ネット規制法・出会い系サイト規制法について 

 そもそも、青少年ネット規制法は、あらゆる者から反対されながら、有害無益なプライドと利権を

優先する一部の議員と官庁の思惑のみで成立したものであり、速やかに廃止が検討されるべきもので

ある。また、出会い系サイト規制法の改正は、警察庁が、どんなコミュニケーションサイトでも人は

出会えるという誰にでも分かることを無視し、届け出制の対象としては事実上定義不能の「出会い系

サイト事業」を定義可能と偽り、改正法案の閣議決定を行い、法案を国会に提出したものであり、他

の重要法案と審議が重なる中、国会においてもその本質的な問題が見過ごされて可決され、成立した

ものである。憲法上の罪刑法定主義や検閲の禁止にそもそも違反している、この出会い系サイト規制

法の改正についても、今後、速やかに元に戻すことが検討されるべきである。 

 

ｂ）児童ポルノ規制・サイトブロッキングについて 

 児童ポルノ法規制強化問題・有害サイト規制問題における自称良識派団体の主張は、常に一方的か

つ身勝手であり、ネットにおける文化と産業の発展を阻害するばかりか、インターネットの単純なア

クセスすら危険なものとする非常識なものばかりである。今後は、このような一方的かつ身勝手な規

制強化の動きを規制するため、憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権Ｂ規約にも含まれている国

民の「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、通信法に法律レ

ベルで明文で書き込むべきである。同じく、憲法に規定されている検閲の禁止から、技術的な検閲や

サイトブロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込むべきである。 

 

 閲覧とダウンロードと取得と所持の区別がつかないインターネットにおいては、例え児童ポルノに

せよ、情報の単純所持や取得の規制は有害無益かつ危険なもので、憲法及び条約に規定されている「知

る権利」を不当に害するものとなる。「自身の性的好奇心を満たす目的で」、積極的あるいは意図的に

画像を得た場合であるなどの限定を加えたところで、エスパーでもない限りこのような積極性を証明

することも反証することもできないため、このような情報の単純所持や取得の規制の危険性は回避不

能であり、思想の自由や罪刑法定主義にも反する。繰り返し取得としても、インターネットで２回以

上他人にダウンロードを行わせること等は技術的に極めて容易であり、取得の回数の限定も、何ら危

険性を減らすものではない。 

 

 児童ポルノ規制の推進派は常に、提供による被害と単純所持・取得を混同する狂った論理を主張す

るが、例えそれが児童ポルノであろうと、情報の単純所持ではいかなる被害も発生し得ない。現行法

で、ネット上であるか否かにかかわらず、提供及び提供目的の所持が規制されているのであり、提供

によって生じる被害と所持やダウンロード、取得、収集との混同は許され得ない。そもそも、最も根

本的なプライバシーに属する個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ることは、通

信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の基本的な権利からあってはならないことで

ある。 

 

 アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現に対する規制対象の拡大も議論されているが、このような

対象の拡大は、児童保護という当初の法目的を大きく逸脱する、異常規制に他ならない。アニメ・漫

画・ゲームなどの架空の表現において、いくら過激な表現がなされていようと、それが現実の児童被

害と関係があるとする客観的な証拠は何一つない。いまだかつて、この点について、単なる不快感に
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基づいた印象批評と一方的な印象操作調査以上のものを私は見たことはないし、虚構と現実の区別が

つかないごく一部の自称良識派の単なる不快感など、言うまでもなく一般的かつ網羅的な表現規制の

理由には全くならない。アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現が、今の一般的なモラルに基づいて

猥褻だというのなら、猥褻物として取り締まるべき話であって、それ以上の話ではない。どんな法律

に基づく権利であれ、権利の侵害は相対的にのみ定まるものであり、実際の被害者の存在しない創作

物・表現に対する規制は何をもっても正当化され得ない。民主主義の最重要の基礎である表現の自由

や言論の自由、思想の自由等々の最も基本的な精神的自由そのものを危うくすることは絶対に許され

ない。この点で、２０１２年６月にスウェーデンで漫画は児童ポルノではないとする最高裁判決が出

されたことなども注目されるべきである。 

 

 単純所持規制にせよ、創作物規制にせよ、両方とも１９９９年当時の児童ポルノ法制定時に喧々

囂々の大議論の末に除外された規制であり、規制推進派が何と言おうと、これらの規制を正当化する

に足る立法事実の変化はいまだに何一つない。 

 

 既に、警察などが提供するサイト情報に基づき、統計情報のみしか公表しない不透明な中間団体を

介し、児童ポルノアドレスリストの作成が行われ、そのリストに基づいて、ブロッキング等が行われ

ているが、いくら中間に団体を介そうと、一般に公表されるのは統計情報に過ぎす、児童ポルノであ

るか否かの判断情報も含め、アドレスリストに関する具体的な情報は、全て閉じる形で秘密裏に保持

されることになるのであり、インターネット利用者から見てそのリストの妥当性をチェックすること

は不可能であり、このようなアドレスリストの作成・管理において、透明性・公平性・中立性を確保

することは本質的に完全に不可能である。このようなリストに基づくブロッキング等は、自主的な取

組という名目でいくら取り繕おうとも、憲法に規定されている表現の自由（知る権利・情報アクセス

の権利を含む）や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵害するものとならざるを得ないのであ

り、小手先の運用変更などではどうにもならない。 

 

 児童ポルノ規制法に関しては、提供及び提供目的での所持が禁止されているのであるから、本当に

必要とされることはこの規制の地道なエンフォースであって有害無益かつ危険極まりない規制強化

の検討ではない。ＤＶＤ販売サイトなどの海外サイトについても、本当に児童ポルノが販売されてい

るのであれば、速やかにその国の警察に通報・協力して対処すべきだけの話であって、それで対処で

きないとするに足る具体的根拠は全くない。警察自らこのような印象操作で規制強化のマッチポンプ

を行い、警察法はおろか憲法の精神にすら違背していることについて警察庁は恥を知るべきである。

例えそれが何であろうと、情報の単純所持や単なる情報アクセスではいかなる被害も発生し得えない

のであり、自主的な取組という名目でいくら取り繕おうとも、憲法に規定されている表現の自由（知

る権利・情報アクセスの権利を含む）や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵害するものとな

らざるを得ないサイトブロッキングは即刻排除するべきであり、そのためのアドレスリスト作成管理

団体として設立された、インターネットコンテンツセーフティ協会は即刻その解散が検討されてしか

るべきである。 

 

 なお、民主主義の最重要の基礎である表現の自由に関わる問題において、一方的な見方で国際動向

を決めつけることなどあってはならないことであり、欧米においても、情報の単純所持規制やサイト

ブロッキングの危険性に対する認識はネットを中心に高まって来ていることは決して無視されては

ならない。例えば、欧米では既にブロッキングについてその恣意的な運用によって弊害が生じている

ことや、アメリカにおいても、２００９年に連邦最高裁で児童オンライン保護法が違憲として完全に

否定され、２０１１年６月に連邦最高裁でカリフォルニア州のゲーム規制法が違憲として否定されて

いること、ドイツで児童ポルノサイトブロッキング法は検閲法と批判され、最終的に完全に廃止され

たことなども注目されるべきである

（http://www.zdnet.de/news/41558455/bundestag-hebt-zensursula-gesetz-endgueltig-auf.htm参

照）。スイスの２００９年の調査でも、２００２年に児童ポルノ所持で捕まった者の追跡調査を行っ

ているが、実際に過去に性的虐待を行っていたのは１％、６年間の追跡調査で実際に性的虐待を行っ

たものも１％に過ぎず、児童ポルノ所持はそれだけでは、性的虐待のリスクファクターとはならない

と結論づけており、児童ポルノの単純所持規制・ブロッキングの根拠は完全に否定されているのであ

る（http://www.biomedcentral.com/1471-244X/9/43/abstract参照）。欧州連合において、インター

ネットへのアクセスを情報の自由に関する基本的な権利として位置づける動きがあることも見逃さ

れてはならない。政府・与党内の検討においては、このような国際動向もきちんと取り上げるべきで
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ある。 

 

 そして、単純所持規制に相当し、上で書いた通り問題の大きい性的好奇心目的所持罪を含む児童ポ

ルノの改正法案が国会で２０１４年６月１８日に可決・成立し、同年６月２５日に公布され、２０１

５年７月１５日に施行された。この問題の大きい性的好奇心目的所持罪を規定する児童ポルノ規制法

第７条第１項は即刻削除するべきであり、合わせ、政府・与党においては、児童ポルノを対象とする

ものにせよ、いかなる種類のものであれ、情報の単純所持・取得規制・ブロッキングは極めて危険な

規制であるとの認識を深め、このような規制を絶対に行わないこととして、危険な法改正案が２度と

与野党から提出されることが無いようにするべきである。 

 

 さらに、性的好奇心目的所持罪を規定する児童ポルノ規制法第７条第１項を削除するとともに、児

童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制を導入している諸国は即刻このような

規制を廃止するべきと、そもそも最も根本的なプライバシーに属し、何ら実害を生み得ない個人的な

情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ること自体、通信の秘密や情報アクセスの権利、プ

ライバシーの権利等の国際的かつ一般的に認められている基本的な権利からあってはならないこと

であると、日本政府から国際的な場において各国に積極的に働きかけてもらいたい。 

 

 また、様々なところで検討されている有害サイト規制についても、その規制は表現に対する過度広

汎な規制で違憲なものとしか言いようがなく、各種有害サイト規制についても私は反対する。 

 

ｃ）東京都青少年健全育成条例他、地方条例の改正による情報規制問題について 

 東京都でその青少年健全育成条例の改正が検討され、非実在青少年規制として大騒ぎになったあげ

く、２０１０年１２月に、当事者・関係者の真摯な各種の意見すら全く聞く耳を持たれず、数々の問

題を含む条例案が、都知事・東京都青少年・治安対策本部・自公都議の主導で都議会で通された。通

過版の条例改正案も、非実在青少年規制という言葉こそ消えたものの、かえって規制範囲は非実在性

犯罪規制とより過度に広汎かつ曖昧なものへと広げられ、有害図書販売に対する実質的な罰則の導入

と合わせ、その内容は違憲としか言わざるを得ない内容のものである。また、この東京都の条例改正

にも含まれている携帯フィルタリングの実質完全義務化は、青少年ネット規制法の精神にすら反して

いる行き過ぎた規制である。さらに、大阪や京都などでは、児童ポルノに関して、法律を越える範囲

で勝手に範囲を規定し、その単純所持等を禁止する、明らかに違憲な条例が通されるなどのデタラメ

が行われている。 

 

 これらのような明らかな違憲条例の検討・推進は、地方自治体法第２４５条の５に定められている

ところの、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反しているか著しく適正を欠きかつ明らかに

公益を害していると認めるに足ると考えられるものであり、総務大臣から各地方自治体に迅速に是正

命令を出すべきである。また、当事者・関係者の意見を完全に無視した東京都における検討など、民

主主義的プロセスを無視した極めて非道なものとしか言いようがなく、今後の検討においてはきちん

と民意が反映されるようにするため、地方自治法の改正検討において、情報公開制度の強化、審議会

のメンバー選定・検討過程の透明化、パブコメの義務化、条例の改廃請求・知事・議会のリコールの

容易化などの、国の制度と整合的な形での民意をくみ上げるシステムの地方自治に対する法制化の検

討を速やかに進めてもらいたい。また、各地方の動きを見ていると、出向した警察官僚が強く関与す

る形で、各都道府県の青少年問題協議会がデタラメな規制強化騒動の震源となることが多く、今現在

のデタラメな規制強化の動きを止めるべく、さらに、中央警察官僚の地方出向・人事交流の完全な取

りやめ、地方青少年問題協議会法の廃止、問題の多い地方青少年問題協議会そのものの解散の促進に

ついても速やかに検討を開始するべきである。 

 

No. 意見(要旨) 

3 

知的財産教育の動画コンテンツ配信環境の構築をリードいただきたい。 

意見（全文） 

 知的財産の教育は重要です。知財部門の担当者のみならず知財部門以外の部門の担当者にも知的財

産教育が必要です。特許庁のセミナーや日本知的財産協会等のセミナー等が活用されています。しか

しながら簡便に学習することが困難です。大企業では自ら教材を開発していますが、中小企業では自

ら教材を開発することが困難です。特許制度の変更に伴う教育の負担もかさんでいます。また各社が

同じような教材を重複して作成・活用している現状があります。さらにまた、知的財産のコンテンツ
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が Howに片寄っています。具体的には特許法の解説や権利化の手続きに偏りすぎています。 

 さて、例えば、リクルートグループのスタディサプリでは、定額料金にて無制限で豊富な動画コン

テンツを視聴できます。また、動画コンテンツ毎の視聴履歴の分析に基づいて、動画コンテンツの質

の向上をはかっています。 

 知的財産の知識について豊富な動画コンテンツを安価にいつでも受講できるようにしたく存じま

す。教育に関し貧富による格差を減らすことは大変重要です。誰もが十分な教育を受けた上で、お天

道様に恥じない競争・共創をはかり、産業の健全な発展をはからなければなりません。十分な教育を

受けれなかった者を食い物にする社会であってはなりません。 

 知的財産のコンテンツについて、How だけでなく Why を増す必要があります。つまり、知財が事業

でどのように役に立つのか、何のために費用・工数をかけて権利をとるのか、知財活用の立場を十分

配慮したコンテンツの拡充が重要です。これには、企業へのヒアリングが大変有効です。教材作成を

下請けに出すのでなく、2007 年の知財戦略事例集発行のときのように特許庁等のリーダーシップにて

企業ヒアリング等をご推進いただくことを望みます。ご検討いただきますようお願い申し上げます。 

 知的財産戦略本部構成員の東レ様におきましては、独自の社内個別特許教育を実践されており、特

許権の実施者・権利者の視点をリードされております。是非日本企業の知的財産教育をリードいただ

ければ幸いです。また、日本国がグローバルな知的財産教育・知的財産制度をリードすることが責務

です。 

 

No

. 

意見(要旨) 

4 

コンテンツ産業振興のための 

１．ＡＩ創作等のアレンジャーの権利設定 

２．拡大された人格権保護 

３．柔軟な権利制限と厳罰化のバランス 

４．著作権管理団体の連絡強化 

意見（全文） 

主論 コンテンツ産業が日本の主幹産業の一つに名を連ねるためには、自動車産業が主幹産業となった

際に行われたのと同じような適切な法的整備を早急に行うべきであり、いろいろな新技術やユーザーエ

クスペリエンスをうけとめる法律制度がなければならない。しかし著作権法は非常に古く、定義も今で

は曖昧であって、いろいろな新技術やユーザーエクスペリエンスを適切に受け止めることができない。

したがって、新法の設立をも視野に入れた適切な法律改正の検討が必要である。 

 

個別論１．ＡＩ創作等とアレンジャーの権利について。 

 ＡＩ創作は、自動車における自動運転技術と同様に、適切な規制および規制緩和による実施ルートづ

くりが早急に必要である。 

 ・必要な規制の一つとしては、ＡＩ創作のうち、従来の表現規制（例：青少年規制、強い光の点滅の

規制、虚偽なのに真実の取材記事に見えるなど）によって規制されるべき創作物が混じる場合、直接公

開（例：生成後、即座にネット上にアップロード）するのではなく、人為的選別を加え、適切な処置（例：

該当部分除去、閲覧者への警告付与など）したうえで公表することを要請する規制がある。 

 ・必要な規制緩和の一つとしては、ＡＩ創作のトリガーボタンを（ソーシャルゲームのガチャを引く

ような適当な心づもりで）押しただけの者にも、アレンジャーの権利を与えることが挙げられる。思想

や感情をこめず、ごく適当にみえるような創作であっても（たとえば適切な発表舞台を得て２０１６年

末から一世を風靡した「ＰＰＡＰ」のような）人心をつかむ創作物ができるケースがあるということは

すでに何度もコンテンツ史が証明している。アレンジャーの権利を設立するためには、著作権法以外の

新法設立が最も適切であるが、どうしても従来の著作権で扱う必要があるなら２条１項１号から「思想

又は感情を」との節、または１号全文を削除することが適切な手段と考えられる。 

 なお外国と比較すれば、米国コピーライト法は２条１項１号の定義にあたる文章がないまま適切に運

用されており、日本でも従来より有名なＴＲＩＰＴＲＡＰ判決など多くの判決で２条１項１号の「思

想・感情」は無視されたまま著作性判断がなされている。現状、日本の２条１項１号がなくても実務上

差し支えは認められない。 

 またアレンジャーについては英国著作権法でのＣＧＷ（（コンピューターで創作された作品））にかか

るアレンジャーの権利をさらに人格権までひろげた形で導入すべきという意味である。アレンジャーに

ついてはＨ２８年１月発表内閣官房知的財産戦略推進事務局「ＡＩによって生み出される創作物の検討

（討議用）の１９ページ右下欄も参照されたい。 
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/d

ai4/siryou2.pdf） なおこの２条１項１号の削除が実施されれば、ＡＩのみならず、動物を用いた創

造（米国サル自撮り事件参照）や、ビッグデータを用いた創作にもあてはまる。しかし、アレンジャー

が介在し動物やビッグデータを道具として用いた著作物はアレンジャーの所有物でもあると認められ

るような立法をする限りにおいて、特段の思想感情を表す意図でない創作物を著作権対象として認定す

ることはすでに存在する業界の慣行と齟齬がないから、さしつかえないと考えられる。 

 

個別論２．人格保護およびキャラクター保護について。 

 日本では肖像権、物の肖像権、およびそれに付随する商品化権（版権・パブリシティー権）、および

プライバシー保護にかかる個別法が存在しない。自然人の肖像権は憲法の基本的人権や各種規約の公序

良俗条項により保護されているものの、インターネットの風説流布や荒らしなどに対処するにあたって

は裁判所を通じて荒らし相手に自然人として身分をあかすことにより逆に弱みをさらすこととなり実

質的に対処困難である。まして本名を出せない上に日々変更され得るインターネット人格や、未成年、

インターネットのサイトごとのローカルマナーに習熟していないもの、自然人でないキャラクターを主

体として訴えを起こしたくても、告発者と被告が両方とも自然人として特定できるか、傷害などの重大

事件となる以前までは司法機関は手が回らない。 

 一方で、この事態を利用して数こそ力と信じた個人や企業が書き込みを繰り返す場合があり、特に最

近は「ＷＥＬＱ」事件のように、デマや不正確な情報のサイトであってもアクセス数を通じた広告収入

を得られるため、粗製乱造され、権威づけされてしまうことがある（ＷＥＬＱそのものは健康被害が出

る可能性があるとの指摘をうけ閉鎖され、グーグルの検索結果からも類似サイトが排除されるようにな

った）。さらに、「はちま寄稿」のように、中立メディアと認識されていたサイトがいつのまにか管理人

ごと私企業に売却されて、競合ネット企業への中傷記事を掲載させられていた事件もあった。その他、

ツイッターでの企業公式アカウント乗っ取りなども不正アクセス禁止法により犯罪になるとの認識が

薄い（または場合によって捜査や起訴を逃れられることで味を占める）ため、企業のネット公報担当者

は日々愉快犯などの行為に対して警戒しているところである。 

 

 従来、著作権による複製権侵害や不正アクセス禁止法はこのような人権侵害行為を、目的ではなく行

動から規制する場合に応用できるものとして公衆に誤解されてきた。たとえばいわれのない風説のコピ

ペ（コピーペースト）拡散行為はコピペ元への複製権侵害行為であろうと認定して「著作権侵害書き込

みだから削除しろ」との申立てがサイト管理者へなされることもあった。このような場合に著作権侵害

をもちだすのは、本来の不法行為（相手の人格を損なう言動など）に対する余罪逮捕でしかない（この

状態がつづくと司法への負担であるし、判例が場合により極端にブレるため判例法も確立しにくい）。 

ＴＰＰは米国大統領令により実施が見込めなくなり、著作権の非親告罪化は宙に浮いていることもあっ

て、著作権を利用した人格保護は当然ながら難しくなり、今後とも荒らし行為の抑止力として期待でき

ない（そもそも表現保護が目的の著作権法に、荒らし抑止力などを期待すべきでもない）。 

 不正アクセス禁止法も個人では証拠がそろえられない場合も多い。 

 したがって人格保護やキャラクター保護の目的であれば、著作権や憲法（判例）とは別に権利付与の

根拠となる「デジタル人格権法（仮称）」のような個別法が必要ではないだろうか。 

 特に、（架空や仮名、筆名であっても）発言者・表現者としての人格や商業上のイメージを損なうよ

うなひどいネット書き込み、虚偽のネット書き込み、またその周辺にいる支持者・アレンジャーなどの

住所氏名などのいやがらせに利用できる情報の書き込みなどのひろまりに対抗するため、架空・仮名・

筆名人格（長期にわたって表現活動をつづけることで一定の人格を形成したもの）の肖像権、インター

ネット上の物の肖像権、これらの肖像や表現物を利用した商品化権（版権）およびプライバシーの保護

方法を確立しなければならない。グーグルなど検索サイトへの検索結果からの除外依頼といった現状で

最も適切な荒らし規制にも、法的根拠となる法律が必要ではないだろうか。 

 なお立法にあたっては、従来、人権（肖像権やパブリシティー権）の保護に利用されてきた著作権（写

真家の著作人格権、著作財産権、複製権など）や、報道の自由、言論の自由、や不正競争法の営業秘密、

少年法との優先順位および重複可能性を明確にしておくべきである。殺人予告などの脅迫行為や、事実

無根の中傷の無差別書き込み、ＤＤｏＳ攻撃などといったごく限られた侵害のみを非親告罪かつ刑罰化

するにとどめ、著作権法に未だ規定のないメディアタイプの作品の許諾外での配布サイト作成などは損

害賠償などにとどめるべきである。 

 また、上記のようなデジタル人格権（仮）を著しく侵害する者の一部は、海外のプロバイダを経由し

て身元を不明瞭にし、捜査を逃れている。この場合、海外とのデジタル人格権法（仮）条約締結により

海外プロバイダへアクセスログ情報を開示させることにより国内犯か国外犯かを識別し捜査を早期化
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できるようにすべきである。またすぐには難しいだろうが居所が国外と判明した国外犯についてもイン

ターポールシンガポール総局（サイバー犯罪担当）との連携捜査を可能とすべきである。 

 この法律案には諸業界（ネット業界、コンテンツ業界）により報道の自由、表現の自由を旨とする反

論が起こることも予想される。たとえば現在も企業の職務著作物の一部はすでに不正競争法の営業秘密

で保護されているとの反論が予想される。しかし不正競争法上の営業秘密は厳重保管することなどの要

件が厳しく、フリーランスのクリエイターなど企業外で個人で下請けとして活動するものには到底認定

され得ない。またＳＬＡＰＰ訴訟（しっぺ返し）を恐れる心理もある。「デジタル人格権法（仮称）」を

設けることにより営業秘密の保護より広い範囲を保護することができる。はっきりと調整条文を設けて

おくことにより、創作者が被造物であるキャラクターについて、また役者や声優が演じたキャラクター

について、創作情報リークや未発売デジタル商品そのものの拡散や、「パクリ・トレス疑惑」など心無

いうわさなどを（物的被害や金銭損害がなくとも、被疑者不詳でも）コントロールしやすくなる。結果

として著作権法の著作人格権の補強にもなると考えられる。 

 諸方面にきちんと調整をしつつ立法することで、諸創作業界にとっても不利益より利益が多いものと

受け止められるのではないか。 

 この法案は影響が多岐にわたり、適切に調整することが困難ではあると思うが、それでも提案したの

は、文科省と裁判所がお互いや業界を伺って指示待ちになるのを止め、個人表現者を守る形で前進させ

るきっかけの法律をつくることが必要だと感じられたからである。 

 もし「デジタル人格権法（仮称）」の早期立法がどうしても難しい場合は、少なくとも商標法とドメ

イン管理を合体したような形で「『業として（お金儲け目的）』ではないが、永続的にインターネットサ

イト上の言論・表現を行う人格に関する商標権区分およびドメイン」を特許庁に登録し管理することで、

「〇〇ドメイン内のサイトのペンネーム××さん」を特定し、他人が勝手にまぎらわしい類似ペンネー

ムを標榜できないようにするという手法なども一案として考慮し得るが、本来の人格権全体の保護とい

う本筋からも、商標法などの法目的からもはずれた方便にすぎない。本来の人格権全体の保護を優先す

べきである。 

  

個別論３：新規表現配信者の保護（柔軟な権利制限）および海賊版の厳罰化 

 デジタル技術は個別論２で問題にしたように人格攻撃に悪用できるし、海賊版（デッドコピー）の複

製にももちいられる。人格攻撃、海賊版は厳罰化されるべきである。 

 けれども、一方ではデジタル技術は個別論１で指摘したようにビッグデータを用いたＡＩ著作やその

アレンジャーのような従来認められていなかったタイプの知的財産の起業を助けることもある。ここで

ＡＩ著作のアレンジャーなどの保護法が未整備でまとめ承諾作業も行えない場合、たとえば競業者がコ

ンテンツメーカーに根回しし、「ＡＩ加工用ビッグデータのほんの一部に自分の許諾していない作品が

利用されていた」という理由で、本来はコンテンツメーカー側に起訴の意志がなくてもわざわざ起訴さ

せることによって、開発中止に追い込むことが容易となる。一度起訴されれば前例がない表現物・加工

物の判決は長引くことが多く（自炊事件参照）、また著作権法に刑法罰があるために投獄されることが

あり、まさにそのことで適法な起業の機会を失う。もし新型の表現物における著作権侵害行為に刑法罰

を適用しないとの条項があれば、起業者は起業を進め、事後的に決定される損害賠償を支払って償える

可能性が上昇する。 

 したがって、新規なメディアタイプの表現物における著作権侵害行為のみを理由として起訴された場

合は刑法罰を適用しない旨の規定をつくることが必要である。 

 逆に個別論２の人格権で論じたように海賊版（流通作品まるごとのデッドコピー販売行為）は現行の

刑法罰に加え、ＴＰＰがなくとも非親告罪化することも妥当と考えられる。 

 

個別論４：ＪＡＳＲＡＣその他著作権管理団体を適切に相互監視させるための連絡団体や検討会を設け

る。 

 ＪＡＳＲＡＣその他の著作権管理団体は自主的に著作権管理を引き受けており、それぞれ司法などと

連携の上、法律上不明確な部分を明確化していく動きがあることについて評価できる。現在は複数の著

作権管理団体が競合的な存在であるため市場からの批判にも比較的敏感に対応してすすんでいるが、今

後、シェアが偏ったまま固定された場合は談合や独占、下請法違反などによりコンテンツ市場不健全化

が生じる可能性がある。したがって、こまめに連絡会議を開くこともできる検討会により、適宜監視し、

相互監視させ、コンテンツ市場の健全化を図るべきである。 

                                   以上 
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No. 意見 

5 

「イノベーションは日本の成長戦略に欠かせないといわれており、特許はその中核に位置すると言っ

ても過言ではない。そして特許の権利が侵害されたか否かは、最終的には裁判所で判断される。とこ

ろが特許権侵害訴訟の裁判の管轄が、地方創生に真っ向から逆行していることはあまり知られていな

い。 

 例えば、大分の企業が福岡の企業を相手取って特許権侵害訴訟を起こす場合、福岡でも大分でもな

く、九州から遠く離れた大阪地裁で提起しなければならない。また青森の企業が札幌の企業を相手取

る場合は東京地裁で提起しなければならない。これは特許権侵害訴訟の一審が東日本は東京地裁、西

日本は大阪地裁の専属管轄だからである（民訴法６条）。 

 このため地方の企業は特許権侵害訴訟を提起しようとすると、時間とお金について極めて高いハー

ドルを最初から課されることになる。本来なら司法の場で白黒の決着をつけるべきことも、果たせな

くなる可能性すらある。他の訴訟類型では考えられないことであり、地方創生に真っ向から逆行して

いるとしか言いようがない。 

 特許権侵害訴訟の専属管轄を法制化した当時、立法理由として「専門化」と「判断の統一」の２点

が言われた。 

 専門化については確かに東京地裁と大阪地裁には知的財産の専門部が存在する。しかし、その裁判

官はエンジニア出身でも理系出身でもなく、通常の裁判官が３年程度のローテーションで入れ替わ

る。特許権侵害訴訟といえども裁判官が法的判断をなす前提なら文系出身でも構わないと思うが、そ

うであれば逆に東京と大阪だけに専門部を置く理由は乏しい。また専属管轄を法制化してから年月が

たち、すでに知財の専門部を経た裁判官が異動により全国各地の裁判所に補職されている。 

 次に判断の統一であるが、日本の司法制度は原則として三審制であり一審での判断の統一性への要

求は必ずしも高くない。ある程度の判断の統一が必要であれば、２００５年に設立された知財高裁が

あるので、そこで判断の統一化を図ればよいのである。 

 したがって地方創生を真に推進するには早急に法改正し、特許権侵害訴訟の一審の東京地裁と大阪

地裁への専属管轄制を廃し、日本全国どこの地裁でも提起できるようにすべきだ。控訴審について知

財高裁の専属管轄とすれば足りるのである。」 

 

No. 意見（要旨） 

6 

TPP が契機で急浮上した著作権法の問題点、主に親告罪を前提に設計されている法体系について、修

繕を希望する。具体的には、著作権法の親告罪規定の部分の修正を指す。 

現在、TPPはほぼ発効し得ない状況にあり、当面は現行法のままであると思われる。よって、（近年

の二次創作界隈で非常に危惧されていた）二次創作分野の壊滅は免れているが、これは結果論に過ぎ

ず、やはり大元の法文から修正しておくに越した事は無い。 

意見（全文） 

実質、親告罪がフェアユース・セーフハーバーの代用品のような状況は、親告罪規定が消滅する事に

よって、著作権法の存在意義を失うという事態につながりかねない、非常にアンバランスで危険な状

況と言える。実際、TPPによってこの部分が浮き彫りになった事で、二次創作分野が壊滅的な危機に

陥るという危惧が、二次創作界隈に蔓延していた。 

2014年 8月のクールジャパン提言の第 13ページにも「コンテンツの発展を阻害する二次創作規制」

が見直し対象にある事を踏まえると、先のような危惧は決して現実のものとしてはならない。 

その為にも、著作権法の親告罪規定の条文について、以下のような修正を強く希望する。なお、法文

については私には専門的な知識が無く、ほぼ手探りで組み上げてしまっている故、一部見苦しいであ

ろう事はご容赦頂きたい。 

 

（現行の、親告罪を規定する条文） 

第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項

の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

２ 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。

ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場

合は、この限りでない。 

↓ 

（拙作修正案） 

第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項
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の罪は、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者による告訴がなければ、罪として成

立しないものとする。 

２ 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。

ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場

合は、この限りでない。 

 

■修正箇所抽出 

旧：「告訴がなければ公訴を提起することができない。」 

新：「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者による告訴がなければ、罪として成立

しないものとする。」 

 

■補足 

各権利者という意味で、「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者」という記載にし

てあるが、これ以外にも追記するべき当事者が存在するのであれば、勿論追記して頂いて構わない。 

 

■意図 

この修正案の意図は、現行法の「“罪ではある”が、警察が勝手に動けない」から、「各権利者が告

訴しなければ“罪ですらない”」へと修正する事にある。無論、各権利者が告訴した場合には罪とし

て扱われるべきであるが。 

海賊版の取り締まりについては、そもそも現行法でも決して野放しにはなっていない為、この修正に

よって後退する事は無いと私は見ている。 

 

No. 意見 

7 

ダウンロード刑事罰の対象を営利目的の違法ダウンロードだけにしてほしい。 

リッピング違法化を違法アップロード目的だけにしてほしいです。私的複製目的のリッピング違法化

はやりすぎです。 

 

No. 意見 

8 

「知的財産推進計画２０１６」において、知財教育の重要性がしっかりと明記され、中央コンソーシ

アムが創設されましたことは、知財教育の今後の推進に向けて、非常に高く評価されます。これは、

日本の知財教育がの第 2段階の起点ともいうべき重要な出来事として、位置付けられるとともに、こ

れを一過性のものととらえるのではなく、今後、永続的に実施していくことが求められます。海外諸

国、とりわけ、中国、韓国でも、産業財産権にかかわる教育施策は、目覚ましいものが見られますが、

しかし、著作権教育を含む総合的な知財教育の展開は、日本が世界の先端にいるといっても過言では

なく、これは、日本の産業屋文化発展に向けて、大きく貢献するものであり、国のトップが率先した

知財教育施策は、誇るべきものとなります。なお、教育施策は一般に文部科学省の専管事項と見られ

がちですが、例えば法教育・主権者教育は法務省、健康教育は厚生労働省との共管実施であり、知財

教育は、経済産業省・特許庁をはじめとする各省庁と文部科学省と共管事項とすべきであり、ＩＮＰ

ＩＴなどの関係機関も、「人材育成」「知財学習」などと表現することによって、知財教育と距離を

取るのではなく、全ての省庁と連携して「知財教育」と位置付けるべきものであると考えられます。 

 

No. 意見 

9 

２０１６において、「知財教育」が一つの柱になり、知財教育に関するコンソーシアムが立ち上がっ

たことは、今後の知財教育の推進にとって重要な起点となるものと考えるが、その効果はこれからで

あり、2017においても引き続き明記されることを望む。また、知財関係者における「知財」あるいは

「知財教育」の重要性の認識と、一般における認識との差がむしろ広がっているのではないか、との

懸念を感じる。改めて、国として、社会としての「知財」の重要性の観点から、「知財教育」の重要

性の理解をさらに進める計画となることを希望する。 

 

 

 

No. 意見（全文） 

10 情報リンクの規制をすることは、国民の知る権利を侵害するので反対。現行法の対策にてリーチサ
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イトを警告、閉鎖することが望ましい。 

フェアユースは保護に偏らず、利用を促進する方向に進んでほしい。いつまでも保護ばかり拡大して

いては、諸外国に抜かれ、今後の産業政策(IoT、第 4次産業革命等)に支障が出る。 

インターネットを遮断させるということは、ライフラインを遮断することに等しい行為。絶対に行っ

てはいけない。地道だが現行法を十分に活用し、違法サイトの縮小、ネットリテラシー向上の教育を

進めて行くべき。 

 

No. 意見 

11 

二次創作分野の支援において、明確に刑罰化する必要のある行為が 1つある。 

それは、権利者になりすまして気に入らない二次創作に対して差し止め要求を行う妨害行為である。 

 

たとえ警察沙汰にならなくても、上記要求をされた二次創作側は萎縮せざるを得ない。 

実際インターネット上で、二次創作者ではなくサーバー側へ同じ要求をする事で該当作品を潰した前

例も、幾つかある。 

権利者でもなんでもない者が、たったこれだけの事で、気に入らない作品を潰せるのである。 

 

このような、他人の足を引っ張る行為を平然と行う痴れ者は撲滅されなければならない。 

権利者自らが二次創作を明確に差し止めたい場合はともかく、そうでないならば二次創作も保護され

るべきである。 

が、現行法では抑止力としては足りないので、著作権法へ明記する必要がある。 

法文化すると、以下のようになると思われる（これも素人の手探りなので自信は持てないが）。 

 

（以下想定法文） 

著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者を騙って他者の創作活動を妨害しようとした

者は、○年以下の懲役または○円以下の罰金に処する。但し、該当行為を働かれた者からの告訴が無

い場合は、この限りではない。 

 

No. 意見 

12 

日本の映画、アニメ、ドラマ、番組などの権利物が、ウェブ上で経済損失を受けている自体をなんと

かしていただきたいです。 

 

「著作物を無許可にアップロードしているサイトへの誘導を禁止」 

 

「著作物を無許可にアップロードしているサイトへの国内からのアクセス制限」 

 

この２点を法律に記載していただきたく思います。 

 

また、米グーグル社、グーグル日本法人に、このような悪質なサイトを表示させないよう、通告して

いただきたいです。個人で意見を出しても取り合ってもらえません。 

 

（求める理由） 

韓国、中国、フランス、アメリカなど、海外サーバーに、日本の著作権のある動画作品をアップロー

ドされていて、それを検索エンジン googleが検索上に表示させています。そして、それを個人が注

意しても無視します。youtubeなどはその典型です。 

 

もうひとつ、このような事態を利用してリンクで誘導し、広告収益を上げている悪質な日本のサイト

運営者がいます。 

 

映画作品の違法アップロードへの誘導や、フィッシング目的のだましリンクなどを掲載する悪質なサ

イトが過去数年、ずっと google を通して検索されています。 

 

◆違法アップロードへの誘導を行っているサイト例 
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http://muryoueiga.com/ 

http://mhometheater.com/ 

http://dramaview.blog112.fc2.com/ 

http://nanishitekasegu.net/ 

                  

上記は、全て同じ人物、団体です。他にも多くの同様サイトを運営しており、著作権を侵害する行為

を助長しています。 

 

 これまで、下記に報告しましたが、特に何の効果も得られませんでした。 

                

ホットライン テレビ番組著作権 

ACCS 

日本動画協会 

 

Googleも、訪問者の役に立っていると判断して上位に表示させる始末で、法律などは考慮していませ

ん。このように海賊版を観ることによって、DVDやレンタルに於ける経済の機会損失になっており、

その額は膨大であると、上記サイト軍を観ていただければ誰でもわかるものです。知的財産権を著し

く妨げるものと考え、報告させていただきます。ご対応よろしくお願いいたします。 

 

（その他） 

著作権の代理行使など、我々のような個人が代行して著作権利者の権利を守る方法がもっとあれば、

行動しやすいと思います。 

 

著作権、知的財産権を侵害する違法行為の取締など、協力できることがあれば私も参加させていただ

きますので、どうぞご一報ください。 

 

この問題に対応しようとする個人はとても少ないです。 

 

 

No. 意見（要旨） 

13 

女性キャラクターを登用している企業や行政団体に対し、不当な理由・根拠で変更・中止を求める者

が存在する。 

彼等に対し、異議表明の権利があるから強権的な対応が取れなくとも、教育等でそのような『不当な

要求』は悪い事だと認識するようにして欲しい。 

 

外国機関や団体に対し、日本のコンテンツ産業を破壊・支配下に置く目的で虚偽の宣伝を行っている

団体や個人が確認されているので、法による処罰を含めた強力な対応を求める。意見を出す場合、改

行して御記入ください。 

 

東京都が「児童が特定の服装で業務に付くことを禁止する条例」を作ろうとしているが、これは児童

の意思表明権を侵害する行為であり、また児童の権利条約の精神に反している。 

又、国家、地方自治体の権力でもって『特定の姿』を犯罪とする行為は『価値観の強制』という問題

だけでなく『クリエイターが国民に向かわずに権力者・団体に阿る風潮』を助長し、結果的にコンテ

ンツ産業以外の製造業等の設計者にまで悪影響を与える事となるので行ってはならない。 

自治体に口を挟むのは難しいだろうが、なにとぞ都に対し助言をお願いしたい。 

意見（全文） 

女性キャラクターを登用している企業や行政団体に対し、初めの頃は「女性への暴力」を理由に非難

し、ある程度経って要求が通りそうだと判断したら「第三者審議機関という名の『自分達への利益誘

導団体』の設立、または自団体で審議を受ける事を要求する。」という行政対象・民事介入暴力が、

計画・未遂か既遂かが一寸わからないのですが起きています。 

また、ツイッター上では女性暴走族の通称である『レディース』を流用した『ツイッターレディース』

というのが存在し、タイムラインへの荒し行為やツイッター社に虚偽報告をしてアカウント凍結をさ

せたりする事件が多発しています。 
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あからさまに書いちゃいますが、それを要求する『女権団体・運動家』の価値観は戦前にあった処女

会の父である内務省嘱託の天野藤男氏と、天野氏の跡を引き継いだ文部省嘱託の片岡重助氏の、身も

蓋も無い書き方ですが「貞操を破った女は人としての尊厳を失う。」という思想と、廓清会やキリス

ト教婦人矯風会の「宗教的戒律と純潔思想と家制度の維持の為に娼婦や『ふしだらな女性』への国辱

視・排除・差別対象化、で構成された『民族衛生論』」、アイルランドで大問題となったマグダレン

修道院（本当は修道院ではなく『避難所』というそうです。）を代表とする「行動や『体型』がふし

だらと看做された、者には『懲罰』を」という思想が基礎にあるのです。 

 

彼等の差別観を別にしても、このような『自粛・萎縮強要団体・集団』による行為はコンテンツ振興

の破壊どころか、「自身の意見の主張」自体を萎縮・忌避させてしまいます。 

「他人に異議を唱える権利」の絡みもありますから強力な対策は取れないでしょうが、学校教育等で

『不当に自粛や萎縮を要求する者』に対して『厳しい視線・批判』を持てるようにして頂きたい所存

です。 

 

また、外国の政府やマスコミや NGO、そして国連機関に対し、自分たちの利益の為にコンテンツ産業

に打撃を加える目的で虚偽や誇張・矮小させたデータ等と用いてロビイングを行っている団体が存在

します。 

こちらの方はコンテンツ産業のみならず、広く日本国民全般に悪影響を及ぼしてしまいますので、詐

欺罪等を視野に入れた強力な取締りを要求します。 

 

東京都が児童が特定の服装を着て労働等をする事を禁じる条例を提出しています。 

まだ詳しい条例内容を公開していない、又は『拡大解釈が可能なように曖昧な文言にさせている』の

か詳しい内容が解らないのですが、布面積を極少なくできる水着だけでなく、体を十分隠せても学校

の制服に酷似したり欧州の家政婦の制服を着用して接客をする事を禁じてるようです。 

これは東京都による『服装の検閲』であり、また『民間に対する服装に関する自粛の強要』に繋がる

大変危険極まりない内容です。 

 

戦前、戊申詔書や地方改良運動・農村漁村経済更生運動下で、国民は市町村是や規則で非常に厳しい

倹約を強いられてました。 

そしてその内の一つとして「身分（地主とか労働者とか）不相応な服装をしない事」が入っていまし

た。 

これの弊害は『民が着てもいい服』→「『粗末・質素な織物』とされた服」に大変大きく出ました。 

福井県に石田縞というのがありますが、明治維新以来の政府の『和装から洋装へ』という政策（明治

４年の「服制改むるの勅諭」等）や各種官製市民運動で展開された「身分不相応な服を着るな。」と

いう公的・社会的な圧力によって『布を生かせる服等のデザイン』の研究が遅れた為か、その後に出

てきたセーラー服のモダンな服に押され、戦時中の統制で製造拠点が激減し、昭和三十年事頃に一旦

消滅したそうです。 

石田縞を産んだ人の本を読んだ人が昭和 45年に復活させましたが、もし衰退の理由が『民間の需要

減』でなく『官の強力な統制』だけだったら、石田縞は『忌み嫌うべき織物』とされ永久に復活する

事はありえなかったです。 

例え「外国では賞賛されていて多数製造されている織り方」だったとしても。 

服に限らず、公的機関が禁止の方向でデザイン等に口出しする事は「未来永劫その初期デザインを貶

める」というのと同じ事です。 

また、デザイナー・クリエイターも「国に忌むべき物とされた物を作った」という悪評判を回避する

為に「公的指導者やそれに準ずる立場を得ている民間指導者や団体」に睨まれないように『自らに枷

を嵌める』事でしょう。 

「自治体のやる事に余り口を挟めない」のかも知れませんが、児童の権利条の『基本的な理念』＝「児 

童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利」にのっとった『助言』を

お願いすると共に、国政の場で「国家権力や『官に要求された自主規制』によるデザイン・使用制限」

がおきないようにして頂きたくお願い申し上げます。 

 

JASRAC がやりたがってる「音楽教室から著作権使用料を取る」は認めないで下さい。 

これの筋が悪い理由は『練習にかかる費用の増大で、特に若い歌手の負担の増大や給与が今よりも下

がってしまう』『自分の歌の練習でも使用料を払わなければならない』点です。 
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前者に関しては、現在話題になっている『芸能人の出家に伴う電撃引退問題』で引退の理由になって

いる「事務所による給与体系の変更と安月給」に繋がってますし、後者は使用料が歌手の自分の歌の

技能向上の妨げになりかねません。 

そもそもこの手の使用料は結果的に最終消費者である聴取者や『まだ営利目的とか考えてない歌手や

演奏者志望の者』にかかってくることを考えれば、却って音楽文化を衰退させてしまいます。 

ですので音楽教室の類からは著作権使用料を取れない様にして下さい。 

 

この前公正取引委員会が下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準のパブコメを募集し、その結果

を受けた改定で、アニメーターが下請法の保護対象になりました。 

しかし、建設業は保護下に無い為に事前に書面による契約の内容に盛り込まれていない廃材・現場清

掃・環境衛生関連費を現場監督の裁量等により徴収又は下請け代金から差し引くことが、しょっちゅ

う行われています。 

また、一人親方の場合は労働基準法上の労働者とはみなされてない為、内容は『社員』と同じなのに

最低賃金（収入）等の『法律による保護』の対象外となっています。 

建設業以外でも、辞めさせたい社員や無くしたい部署の者を、遠くの職場や今までやってた仕事とは

全く関わり無い部署に配置転換して自ら辞表を出すように仕向ける事件が起きています 

これと同じ事が芸能界で常態化した結果起きたのが『AV出演強制問題』や『出家に伴う電撃引退事件』

ではないでしょうか。 

風紀矯正系人権団体が「これは AV産業そのものが『悪い業務』なのだから起きて当然。AV 産業その

ものを犯罪化しなければならない。」といってますが、実際は運輸・建設をはじめとしたあらゆる業

種で起きていることであり、決して『社会で忌み嫌われてる業種でしか起こらない問題』ではないの

です。よって『AV強制問題』や『出演者の低賃金の問題』『労働者の権利を無視してたり悪意のある

配置転換』等は『日本の雇用・契約慣行全般の問題』と扱うべきです。 

 

【私的録音録画補償金制度について】 

 

 私的複製によって生じる著作権者の経済的不利益を補償するため、ＭＤ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等

の分離型録音録画専用デジタル録音録画機器・媒体に私的録音録画補償金が賦課されている。 

 文化庁の文化審議会著作権分科会における数年の審議において、補償金のそもそもの意義について

の意義が問われたが、今に至るも文化庁はこの制度に関する根本的な検討を怠ってるようですね。 

で、 結果、日本において私的録音録画補償金管理協会と東芝間の訴訟沙汰になりました。 

世界的に見ても、メーカーや消費者が納得して補償金を払っているということはカケラも無く、権利

者団体がその政治力を不当に行使し、間違った「複製＝対価」の著作権神授説に基づき、不当に対象

を広げ料率を上げようとしているだけというのがあらゆる国における実情です。表向きはどうあれ、

大きな家電・ＰＣメーカーを国内に擁しない欧州各国は、私的録音録画補償金制度を、外資から金を

還流する手段、つまり、単なる外資規制として使ってます。 

 この制度における補償金の対象・料率に関して、具体的かつ妥当な基準はどこの国を見ても無いの

であり、故にこの制度は権利者団体の際限の無い不当な要求を招き、結果莫大な社会的コストの上昇

につながります。機器・媒体を離れ音楽・映像の情報化が進む中、「複製＝対価」の著作権神授説と

個別の機器・媒体への賦課を基礎とする私的録音録画補償金は、既に時代遅れのものとなりつつあり、

その対象範囲と料率のデタラメさが、デジタル録音録画技術の正常な発展を阻害し、デジタル録音録

画機器・媒体における正常な競争市場を歪めているという現実は、補償金制度を導入したあらゆる国

において、問題として明確に認識されなくてはならないことです。 

 

そもそも、コミックマーケット等同人誌即売会やＹＯＵＴＵＢＥを見ればわかりますが、音楽でもＰ

Ｃソフトでも自作作品の自費出版が進む中、「ユーザーが録音・録画用機器や媒体を持つのは、他人

の著作物をコピーするため」という考え方自体が合わなくなっているのではないでしょうか。 

 

その点を考慮すれば、私的録音録画補償金制度はなくすべきです。 

 

【ＤＲＭ回避規制】 

 

「著作権侵害コンテンツを排除するための取組を強化する」として、「コンテンツの技術的な制限手

段の回避に対する規制の在り方」の検討について記載されているが、過去にゲームメーカーがいわゆ
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る「マジコン」の販売業者を不正競争防止法に基づき提訴し、さらにゲームメーカー勝訴の判決が出

ていることなどを考えても、現時点で、現状の規制では不十分とするに足る根拠は全くありません。 

 かえって、著作権法において、私的領域におけるコピーコントロール回避まで違法とすることで、

著作権者・隣接者が法全体や商倫理に関するモラルハザードと、デジタル技術・情報の公正な利活用

を阻む有害無益な萎縮効果が生じています。 

 

新品の音楽ＣＤの記録面に穴が開いてて、交換してもらおうと店に頼んで暫らくたったら「既に絶版

になってて在庫がないので交換できません。」って言われました。なんだそりゃ？客を馬鹿にしてる

のか？ 

 

このようにデジタル技術・情報の公正な利活用を阻むものであり、そもそも、私的なＤＲＭ回避行為

自体によって生じる被害は無く、個々の回避行為を一件ずつ捕捉して民事訴訟の対象とすることは困

難だったにもかかわらず、片寄った見方から一方的に導入されたものである、私的領域でのコピーコ

ントロール回避規制は廃止して下さい。コンテンツへのアクセスあるいはコピーをコントロールして

いる技術を私的な領域で回避しただけでは著作権者・隣接者への経済的損失は発生し得ず、また、ネ

ットにアップされることによって生じる被害は公衆送信権によって既にカバーされているものであ

り、その被害とＤＲＭ回避やダウンロードとを混同すること自体が根本的に出来ません。 

それ以前に、法が、私的領域に踏み込むということ自体異常なのです。 

 ユーザーの情報アクセスに不必要な危険度・経費を要求するものとしかなり得ないＤＲＭ回避規制

は不要です。逆に規制緩和を要求します。 

 

昔買ったソフト、もう相当数が記録面やＲＯＭや読み込み機器が駄目になってます… 

 

「『今見た映画』な作品を作りたい」という感情や会話を取り締まり対象にしないでください。 

人は他人の優れた作品・製造物を自分でも作ってみたい・どこまで近づけられるか挑んでみたい、と

いう欲求があります。 

これが様々な物品、それこそ工業製品だけでなく農林水産物の生産効率や品質の向上につながりまし

た。 

また「最初は単に練習の為の模倣のつもりだったが、いつの間にか『ジャンルさえ違う全くの別物』

となっていた。」という例もあります。 

よって、『動機』や『相談』を取り締まるのは文化そのものの発展の観点からしないで下さい。 

 

No. 意見 

14 

未成年者（児童・生徒・学生）の特許出願等に関わる法整備について 

知財推進計画２０１６を受けて、知財創造教育コンソーシアムが開催され、日本も、本格的な知財教

育の進展が期待される時代になった。今後の知財教育の普及に伴い、大学生や高校生だけではなく、

中学生や小学生が、当然のように特許等の出願を行うようになることが、全国的に常態化するであろ

うから、その前に、未成年者の権利を保護するための法整備が必要である。  

未成年者が個人で出願を行う場合は、親権者を法定代理人として出願すれば良いので、出願行為その

ものには、あまり大きな問題は生じないと考えられる。 

知財教育が進展し、小学校・中学校・高等学校において、学校の管理下で、授業の中において、担当

教師の指導により、新しいアイデアや創作を行った場合には、「自由発明」であると簡単には判断で

きない発明や創作等も出てくるであろう。その際に、職務発明として扱うことは可能で、法人格のあ

る学校（例えば、学校法人）であれは、出願者を学校法人として、職務発明に準じた形式で出願すれ

ば、短時間に出願手続が済むと予想される。 

ところが、これが、公立学校であった場合、県立学校や市町村立学校は、法人格を持たないため、自

治体の長を出願人として出願を行う必要性が生じてくる。そうすると、例えば、（学校 → 教育委

員会 → 各都道府県の出願担当窓口）のような手続が予想されるため、新規性や進歩性を争う特許

等の出願において、迅速な手続を取ることが難しくなると予想される。 

現行の特許制度が、先願主義を掲げている以上、子どもたちの発明をより早く出願するためには、何

らかの手立てを講じる必要があるのではないか。 

本格的に、知財強国というスローガンを掲げ、中国共産党政府が知財教育モデル校に指定した中学校

等では、授業中に生徒が考え出したアイデアについては、生徒の所属する中学校が出願人となること

ができるようなシステムが存在する。 
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国家体制の相違があっても、日本の将来を担う若い世代のアイデアを、より迅速に権利化するために

は、授業中に、教師の指導の下で考え付いたアイデアについては、例外的な出願のシステムを構築す

る時期に来ているのではないか。 

知財教育の進展に伴って生じることが考えられる、未成年者特有の諸問題に、対応可能な新しいシス

テムの構築が必要であろう。そのための法整備にも着目した推進計画を策定していただきたい。 

 


