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No. 意見 

1 

意見：  

どうせTPP丸呑みして知財の非親告罪化するんだからフェアユースぐらいマトモなものを作って

ください。 

 

No. 意見 

2 

御意見： 

現在、TPP（環太平洋経済連合）の条項に含まれている「著作権非親告罪化」、及び「法定賠償制

度」「著作権保護期間延長」について、政府として拒否するよう明確な意思表明をすべきである。

なぜなら、これら諸制度が外交的圧力によって日本で採用された場合、自由な表現という日本の

創作文化の根幹に大打撃を与える可能性があるからだ。 

また、将来的にこれらの制度が導入されても日本の文化に与える打撃を 小限にするためにも、

アメリカと同一レベルのフェアユース制度をを取り入れるべきである。 

 

No. 意見 

3 

 知的財産権と国勢におよぶ分析とまとめ 

 

仮題:「フリーミアム'Freemium'の解決と個人」 

 

Web2.0 という世界的な象徴的芸術が発生した 2006 年以降、事実上、インターネット・グローバ

ル経済においては、労働対価を支払わなくてもよい、という資本主義をはなっから崩落させる様

な「フリーミアム」という現象が存在しています。 

 

この事を近年の成熟産業や、国家体制と比較すると、その言われとしての大企業は、そのサービ

スの巨大さや製品の多さの分だけ「コストを支払わなくてよい」とされるエラー値が存在してい

る事になる訳ですが、 

 

その場合、 

 

「サーバー/クライアントモデル(インターネットモデル)と著作権の Bugs」 

 

要するに、そもそもインターネットとは、版権管理者としての本社長(総代表)に、連絡をせずに

そのコピーを版権管理物( copyrights )として、エラーで気づかずにクローンコピーしなければ

ならないという未了のシステムになりえる事が、ドイツ・ダイバイテイを悩ませた、世界犯罪と

してのインターネットの樹立であり、 

 

また、その大前提として、著作権侵害をスキーム上許さなければ、オープンなプラットフォーム

にならないという当初の計画からのエラーにおいて、膨大な個人の著作物が、SEO 対策上、のそ

の総スレッド多さと引き替えに、下手にフリーミアム化されてしまうという事自体に対して、そ

のサービス全体を提供する側がエラーとして崩落させられない。「有益なコンテンツ財とその成

長曲率に対して、積極的にコストを"かばう"という資本主義システム」の存在は、パブリッシュ

自体にコスト増を求めるパテント制度に対して、その前提条件を覆す上で、一定以上の評価とガ

イドラインが必要だと考えれられます。 

 

「著作物とは発明か?」 

 

では、著作物は発明といえるのか? 

 

逆説的に言えば、パテント制度においては、国別にその権利権有権として「ノー」を突きつける

訳ですが、 
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General Public License version3 においては、その世界的保証として「イエス」となるという

前提条件があります。 

 

「共著とパテント」 

 

その場合、時間軸を同じくした共著は存在すると同時に、そのこと自体が、国境を超えた、ある

いは、グローバル知財管理システムに対する一つの回答として、そもそも、個人の私的財産とし

て版権管理(発明としての共著)を許すという前向きさがあれば、その膨大な導入コストと外交努

力は、大量に間引かれるともいえます。 

 

「中小企業における"持続可能な発展の経済学"とは何か? エラーとしての事業譲渡と進歩的

M&A」 

 

では、中小企業が建前上、企業として創業した場合、その経営は、A 級企業としての大企業に対

して、ごく少数のロットとしての人材において、その管轄としての技研が対等に勝るとされなけ

れば、持続可能な発展は許されていないとされる訳ですが。その場合、その少数さと資本体系化

の弱さにおいて、大企業に対して、ほぼ自前の事業を売り渡すという進歩的 M&A の継続性と、そ

の透明性において、企業の安泰が約束されているとも言える前提条件は、現在もほぼ「優良では

ない銀行家」として、手続き上、居残るという可能性がありえるかもしれません。 

 

「資本主義においてファンドがなぜ間違うのか?」 

 

その場合、ファンドとは、その公開された市場において、資金を略取するシステムとされ、株式

市場が、特に、複素数パケットの実装として、エラーなオプショントレードを履行した結果、下

手に、「需要」と「供給」のバランスを真逆にしなければその売買が成立しない、そのソフトウ

ェア・ソースコード上の「機能する Bugs」によって支えられる場合、単純に使い切るだけの資本

体系下にすらなっていなかった事が昨今の衰退の原因だったとされる解釈があります。 

 

「そのそも資本主義においてその義務と権利の行使とは何だったのか?」 

 

その場合、そもそも資本主義とは、「義務としての支払い」「権利しての授受」しか存在ないとす

るならば、それらにおける新規製品の開発とは、企業枠において、先見の明におけるエラーな資

本の取り崩しと、その機会的損失を回避する経営術を、下手に強いる。という Bugs が存在しえ

ると言える訳であり、 

 

そこに、破壊的イノベーションのジレンマが外部環境に存在しやすいという事と、その成長曲率

の分だけ、潜在的に大企業に向かおうとする「イノベーショナー」が、その進歩性を確約される

分だけ、フリーミアム化するというエラーを国境を越えて排斥できないとするならば、 

 

そのエラーが存在する分、成長的な個人は、より強化された資本で保護されなければならないと

考えられるでしょう。 

 

 

No. 意見 

4 

「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定へ意見いたしたくメールを出さ

せていただきました。 

 

＞Ⅰ 情勢変化と知的財産戦略の新たな挑戦 

 

 ＴＰＰによるパロディ等、日本古来の寛容と共生の社会の上に築かれてきた創作文化が欧米型

ビジネスに破壊されようとしています。このような観点からＴＰＰに政府は断固不参加の決断を
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すべきです。 

 

＞Ⅱ 国際競争力強化に資する２つの知的財産総合戦略 

＞１．知財イノベーション総合戦略 

＞２．日本を元気にするコンテンツ総合戦略 

 

 とありますが、憲法２１条改悪をはじめ、青少年の健全育成を標榜するゾーニングやレイティ

ング等のメディアリテラシーを逸脱する言論の自由侵害が、政治や行政に入り込んだ宗教的純潔

思想やラディカルフェミニズムを代表とする男女差別思想とそれらを利用し利権化を目論むも

の達によって行なわれようとしています。多種多様な文化や作品を生み出す古来日本の寛容と共

生の社会をこのようなものに破壊されないように提言していくべきです。 

 

No. 意見 

5 

・日本の TPP 加盟に伴い、著作権侵害の非親告罪化が導入される可能性が高いと指摘されている。

しかし、著作権侵害の非親告罪化が導入された場合、同人誌をはじめとする 2次創作の多くは壊

滅すると言われている。現在、2次創作は新しいクリエイターの供給源となっており、2次創作

の壊滅は我が国のコンテンツ産業の壊滅をもたらしかねない。コンテンツ産業維持のため、以下

のいずれかの方法をとることを要望する。 

A:2 次創作がおこなわれてもかまわないと考えている著作者が作品発表時に「2 次創作 OK」と意

思表示し、そのような意思表示がおこなわれた著作物の 2 次創作を合法とし、著作権侵害の捜査

対象から外す。 

B:政府内に著作権局を設置し、自分の作品の 2 次創作を望まない著作者は著作権局に自分の作品

を登録する。著作権侵害の捜査対象は著作権局に登録されている作品のみとし、それ以外の作品

の 2次創作は合法とする。 

・現在、日本では著作権が過度に守られているために、一般人が自由に音楽や映像作品などに触

れる機会が減少し、CD・DVD 等の売上が落ち込んでいる。こうした製品の売上を伸ばすためにア

メリカのようなフェアユースの考えを取り入れ、人々が広く音楽や映像作品に触れる機会を設け

るべきである。 

例えば、以下の場合はフェアユースとして合法とし、著作権侵害の対象から外すべきである。 

A：学校の授業・講演会・勉強会などで無償で音楽を聞かせたり、映像作品を見せたりすること。

B：商店・ジャズ喫茶・名曲喫茶などが店内で音楽を流すこと。 

C：ある創作者が他の創作者の創作物のキャラクターなどを一定の範囲でパロディとして自分の

作品などに登場させること。 

・違法ダウンロードの処罰化は CD の売上に貢献せず、むしろ人々の音楽離れを助長しているの

で、廃止するべきである。音楽業界には CD に代わる新たなビジネスモデルを構築させるべきで

ある。 

・アニメやゲームのクリエイターの待遇が劣悪なため、人材育成に悪影響を及ぼしている。クリ

エイターの労働条件や待遇に関する調査を国が実施し、その改善を図るべきである。 

 

 

No. 意見 

6 

意見： 

《全文》 

知的財産推進計画 2013 について、意見を述べます。ACTA（偽造品の取引の防止に関する協定）

は 2012 年に欧州議会で完全否決されました。 提案国の日本は、先進国の足並みを揃えて新興国

にも加入を迫ろうとしていたのですか、計画が初期段階で頓挫した格好となってしまいました。

欧州に 限らず他の署名国でも不調です。この純然たる事実を、知的財産推進計画関係者に素直

な気持ちになって認めていただきたく思います。日本が ACTA 推進において頼りにしていた米国

でも同様な偽物取り締まり手法の法律である SOPA や PIPA の頓挫がありました。現在の知的財産

に関する世界の 現状は、もはや知的財産権利者の手拍子に乗ったイケイケドンドンの時代では

ないことを、お互いにしっかりと認識しなければならないと思います。 「知的財産権が膨れ上
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がり過ぎて、その権利行使をしようとすると善良な一般人の社会生活を脅かすことになる」とい

うことをしっかり認識すべきかと 思います。従来から技術や文化の発展のみをミクロに考えて

「推進推進」と旗を振る政策中心で今まで数十年やってきたのですが、今や、人間の知る権利、

個人のプライバシー、国家の統制力の限度など社会全体のバランスがどこにあるのかを先ず考慮

してから知的財産政策を策定する必要があります。 こういう「全体バランスを考えなければな

らない」という謙虚な総括をしたいただきたく希望します。そして、その総括内容を公開してく

ださい。そし て、それを踏まえたうえで、今後の改善案を検討してください。真摯に振り返り、

オープンにすることで、国民の支持も得られることになると思いま す。また、知的財産関係の

人間が主になって考えるのではなく、多面的な人材で考えることにより、更に政策がローバスト

なものになると思います。今 回は、昨年に挫折を経験したことで、却って逆に、パラダイムを

変える機会としては非常に良い年となるかもしれません。どうぞよろしくお願い申し上 げます。

 

《要旨》  

知的財産推進計画 2013 について、ACTA（偽造品の取引の防止に関する協定）が他国、特に欧州

で不調に終わったことを素直に認めて総括してい ただきたい。総括した内容を公開し、今後の

改善案を検討していただきたい。 

 

 

No. 意見 

7 

御意見： 

 孤児作品活用の為に、孤児作品を利用するためのルールのハードルをできるだけ低くした方が

よいと思います。 

より多くの知的財産を使用していく為に、より多く、より簡単に使用許可を出していけばよいと

思います。 

 

No. 意見 

8 

御意見： 

孤児作品活用ルールの一層の整備を望む！ 

いっそうの予算配分と人員の配置を！ 
 

No. 意見 

9 
御意見: 

孤児作品活用ルールの一層の整備ならびにフェアユース規定の整備を望みます。 

 

No. 意見 

10 

映画関係についてのお願いです。 

文化政策についての項に御記載されていましたように、ジャパ二メーション、ゲームなどはクー

ルジャパンの代名詞として多くの方が御指摘される事です。 

日本映画もまた、折に触れ、諸外国で数々の賞を受けるなど、その質において評価される所もあ

ります。 

  

しかし、その一方で、例えばＲ１８規定の映画であるにも関わらず、もしくは国際的に高い評価

を受けている作品であるにも関わらず、「下半身が映っているからボカシ処理」というような画

一的な規制がなされている事も事実です。 

  

とある高名な監督が来日され、自分の作品にボカシ処理がなされているのを目の当たりにし、「僕

の作品よりシュールだね」とがっくり肩を落とし、帰国の途につかれたという話も耳にしており

ます。 

  

これはどうも「自由で開かれた国」というイメージを大きく損なうものであると同時に、「クー

ル」でもないような気も致します。 
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このような画一的規制というものは著しく国のイメージを損なうものであるような気が致しま

す。 

  

それはどうも形にならない「表現の方法」というものが、知的財産の中に含まれていないからで

あるような気も致します。 

それは確かに特許やコピーというような直接的にお金に結びつく話ではないかも知れませんが、

たとえば「表現の方法」というものが、 

直接的にお金に結びつく話ではないにせよ、例えば映画監督の著作権としてはっきりと認識され

ていれば、このような問題も起きないのではないかと思います。 

  

関係各所の方々が、当の自主規制団体の映倫も含め、長年にわたり、努力してきたにも関わらず、

結果としてこのような「クール」ではない事が事実起きているという哀しい現状もあります。 

  

この様な事が続いていく限り、自国の豊かな文化土壌の創造も、海外との積極的な交流も、他国

に対するリーダーシップも真の意味では望めるようなものではないような気がしております。 

  

このようなボカシの問題は一見馬鹿馬鹿しく見えるかも知れませんが、また、表現の自由とその

法的規制の問題が絡む複雑な問題でもあるのかも知れませんが、「国のイメージ」を考えた時に

くだらない馬鹿馬鹿しい問題だと簡単に切って捨てる事が出来ないような気も致します。 

  

それもこれも表現の形というはっきりとした形としては見えないものを、評価しづらいものを、

平等性をきす余り、無理に画一的に規制しようとするからであるような気も致しますし、「表現」

というものが「知的財産」であるという「真の共通認識」が不足しているからであるような気も

致します。 

  

また、表現の方法というような形にならないものは、作品それぞれの具体でありますし、目には

見えないものでもあり、規定しづらいものでもあると思いますが、 

諸外国の方が日本をクールだと評する時、それは日本の文化土壌が長年にわたって積み重ねてき

た目に見えないものを大切にする精神、例えば、四季を愛し、自然と会話し、死者を敬い、形に

ならないものを重んじるというような生活に根差した精神を指しているような気がする事も確

かです。 

  

フランスの印象派の高名な画家たちに大きな影響を与え、諸外国に今だに日本の良いイメージを

与え続けている浮世絵や春画の画家たちは、勝手に生まれた天才たちなのではなく、当時の一部

特権的な階級だけではなく、一般庶民を含めた幅広い人々によってはぐくまれた、豊かな文化的

土壌の中から生まれたのは言うまでもない事だと存じます。 

そしてまた、彼らの「表現の方法」はキャラクターデザインなどとは違って、確かに独占的なも

のでも、特許に結びつくものでもございませんが、「国のイメージ」という事に関して言えば、

直接的にお金にむすびつくものと同等にいい意味で寄与していると思いますし、そしてまた、そ

れらの浮世絵が当の日本人によって二束三文で売り渡されて散逸してしまった事もまた、示唆的

であるというような気も致します。 

  

ながながと失礼いたしました。 

  

ではでは。 

 

No. 意見 

11 

私は日本舞踊を観るのが好きなのですが、過去の名人の芸を観ようと思うと映像の入手が難しく

現状 DVD を買うぐらいしかありません。 

しかも、BOX で十万円を超える金額とかいくら好きでも、個人ではとてもとても。 
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これでは観る事が出来ません。 

NHK 古典芸能鑑賞会などの番組の映像自体は NHK や松竹が持っているのは判っているのですが、

それらが利用されたという話はあまり聞きません。 

またテレビや NHK アーカイブスなどで公開されないのは著作権者の許諾や著作権の帰属、映像の

所有関係、肖像権、権利者死亡により遺族の誰が権利を持っているか判らないなどの複雑な問題

があるからだと聞きました 

 

ですので、視聴者が古典作品に触れやすくなるようなまず映像を入手する事が出来るようにし、

また二次使用し易い、環境、予算、法律の一層の整備を希望します 

 

No. 意見 

12 

まず、TPP 等でも挙がっておりますが、著作権の非親告罪化・法廷賠償金・スリーストライク制・

違法 DL 対象の全著作物への拡大への反対をお願いします。 

この件につきましては、特に非親告罪化はパロディ規定等の面で解釈が曖昧かつ多岐に渡り、例

えオリジナルの作品であったとしても、他の作品と一部でも内容が似通っていれば権利者でもな

い第三者が「パクリだ、著作権侵害だ」と訴える事も可能になり、警察の捜査権を不当に拡大、

住居の不可侵を反故に出来る事に繋がる事が考えられます。 

著作物に対する罰則が大きい割に範囲が曖昧で、却って（警察の人員面でも、著作物の製造者の

活動・製作の萎縮面でも）発展を阻害する事に繋がると思います。 

  

その一方で、日本にもアメリカ型フェアユースの整備や導入を是非ともお願いします。 

「この金額は米国のGDPの6分の1」/『「フェアユース」の経済効果は4兆5,000億ドル』2007/09/13 

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/13/16890.html 

のように、経済の発展を望むのであれば著作権の非親告罪化は逆効果であり、アメリカ型フェア

ユースを導入した方が成長に繋がると思います。 

  

以上、何卒宜しくお願い致します。 

 

《要旨》 

1：著作権の非親告罪化・法廷賠償金・スリーストライク制・違法 DL 対象の全著作物への拡大へ

の反対 

2：アメリカ型フェアユースの整備・導入 
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意見： 

《要旨》 

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交渉参加、

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。 

《全文》 

 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２０１２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



「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けた意見募集 

【個人からの意見】 

7 
 

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、 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２０１２」の記載事項について： 

ａ）出版社に対する著作隣接権付与の検討について 

 第２８ページに「出版者への権利付与」について検討すると書かれており、文化庁や自民党で

出版社へ隣接権を付与することについて検討されている。しかし、インターネットのようなコス

トの極めて低い自由な流通チャネルで、出版社のような流通事業者に強力な独占権を新たに発生

させることは、著作物の利用を無意味に阻害し、文化と経済に無意味に害悪を垂れ流すことにし

かならない。インターネットで流通事業者を優遇することは、ユーザーの創作インセンティブを

大きく損なうことにしか繋がらないのであり、このような出版社に対する著作隣接権付与に私は

反対する。政府において、このような出版者に対する権利付与をしないと決定するべきである。 

 

ｂ）海賊版対策条約（ＡＣＴＡ）について 

 第１１ページに書かれている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ＡＣ

ＴＡ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ＡＣＴＡ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。 

 

ｃ）インターネット上の著作権侵害の抑止について 

 第２８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書かれているが、このようなネ

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、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進めることを明記してもらい

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。 

 

ｄ）著作権法におけるいわゆる「間接侵害」への対応について 

 第２７ページで著作権法上の間接侵害について言及されており、文化庁で間接侵害の明確化に

ついての検討が進められている。セーフハーバーを確定するためにも間接侵害の明確化はなされ

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
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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２０１３においては、著作権法の間接

侵害の明確化は、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明記してもらいたい。 

 

 なお、スキャン代行業のような私的複製代行業については、著作物の通常の利用を妨げず、著

作者の利益を不当に害しない、公正な利用として権利者の許諾なく行えてしかるべき類型もある

ものと考えられ、そのような類型について速やかに整理するとともに、公正な利用と考えられる

類型について、一般フェアユース条項の導入によりすくい上げられるようにするべきである。 

 

ｅ）保護期間延長問題について 

 第２７ページでは保護期間延長問題についても言及されている。権利者団体と文化庁を除けば、

延長を否定する結論が出そろっているこの問題について、継続検討するとしていること自体極め

て残念なことである。これほど長期間にわたる著作権の保護期間をこれ以上延ばすことを是とす

るに足る理由は何一つなく、知財計画２０１３では、著作権・著作隣接権の保護期間延長の検討

はこれ以上しないとしてもらいたい。特に、流通事業者に過ぎないレコード製作者と放送事業者

の著作隣接権については、保護期間を短縮することが検討されても良いくらいである。また今年

は、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）などの経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に絡み、保護期間延長

などについて外国から不当な圧力がかけられる恐れが強いが、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、そのような要求は不当なものとして毅然としてはねのける

べきである。 

 

ｆ）私的録音録画補償金問題について 

 第２７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３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
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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。

 

ｇ）クラウド型サービスのための環境整備について 

 第３０ページに、クラウド型サービスのための環境整備について書かれている。ここで、「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、文化庁の関与

を排除して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。

 

ｈ）意匠の保護対象拡大に関する検討について 

 第１１ページに、「３Ｄデジタルデザインを含む意匠の保護対象の拡大について検討し、速やか

に結論を得る」と書かれている。この点について、特許庁の産業構造審議会・知的財産政策部会・

意匠制度小委員会で検討が行われており、その資料に、アプリ、汎用ＯＳ、ウェブページ等の、

物品と独立して創作され、流通する画像デザインについて「情報機器の画像」として、機器横断

的な意匠権を設定して保護対象を拡大することが書かれている。しかし、コンピュータディスプ

レイ上のアイコンやウェブサイト画像のような単なる画像まで絶対的独占権である意匠権の対象

とすることは、コンピュータ及びインターネットが広く普及した現在においては、知財権の保護

を受けることによる創作促進のメリットよりも、企業及び個人ユーザーに不当に過大なコストが

課され、これらが不必要に訴訟リスクに晒されることによるデメリットが遙かに大きくなる可能

性が極めて強く、私はこのような意匠権の保護対象の拡大に反対する。一般的な画像デザインま

で権利範囲を拡大することによって訴訟リスク・権利クリアランス・審査に関して発生する過大

な社会的コストを抑えることは現実的には困難であり、このことは、法改正の条文や審査基準の

内容によって簡単に解決できるような法律上のテクニカルな問題ではない。意匠において審査登

録主義を採用している我が国において、実質無審査登録主義を採用している欧州各国や韓国にお

ける例や、裁判に頼った法制度設計を行っているアメリカにおける例が参考になることもない。

いかなる形を取るにせよ、コンピュータディスプレイ上の単なる画像まで意匠権の対象とするよ

うな保護対象の拡大に私は私は反対する。特許庁におけるこのような検討を中止し、知財計画２

０１３の記載からは、この意匠の保護対象拡大に関する記載を削除するべきである。 

 

ｉ）コンテンツに関する規制緩和について 

 第３６ページに、外国におけるコンテンツに関する規制の緩和・撤廃を強く働きかけると書か

れている。このようなことも無論重要であるが、東京都の青少年健全育成条例改正問題に代表さ

れるように、児童ポルノ法の改正検討や、各地方自治体の青少年条例の改正検討などにより、今

の日本のコンテンツ業界に不当な規制圧力が加えられている状態にあるということをそれ以上に

重く見るべきである。児童ポルノ規制法と青少年条例改正のそれぞれの問題点については、下に

改めて詳しく書くが、これらの規制圧力は、場合によっては今の日本のコンテンツ産業に壊滅的

なダメージを与えかねないものである。一方でコンテンツ強化を核とした成長戦略の推進と言い

ながら、その一方でこのような表現弾圧の動きが政治・行政、特に警察庁を中心として激化して

いる現状は片腹痛いとしか言いようがない。このような百害あって一利ない表現規制の動きは、

日本の文化と経済の健全な発展のために到底看過できるものではない。政府・与党にあっては、

民主主義の根本たる表現の自由すら脅かしている現在の不当な表現規制圧力について速やかに排

除・緩和するための検討を開始するべきである。 
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（２）その他の知財政策事項について： 

ａ）環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）などの経済連携協定（ＥＰＡ）に関する検討について 

 この３月１５日に安倍首相がＴＰＰ交渉参加を表明し、日欧ＥＰＡ交渉も開始するとされてい

るが、このような各種の交渉に絡み、著作権の保護期間延長、ＤＲＭ回避規制強化、ＩＳＰの間

接侵害責任、法定賠償制度、著作権侵害の非親告罪化などについて外国から不当な圧力がかけら

れる恐れが強い。上で書いた通り、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、アメリカで一般ユーザーに法外な損害賠償を発生させ、その国民のネット利用におけ

るリスクを不当に高め、ネットにおける文化と産業の発展を阻害することにしかつながっていな

い法定賠償のような日本に全くそぐわない制度の導入や、責任制限を通じた実質的検閲のＩＳＰ

に対する押しつけや、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ＤＲＭ回避規制の強化や、被害者が不問に付することを希望していると

きまで国家が主体的に処罰を行うことが不適切な、人格権の保護という色彩が極めて強い著作権

の侵害の非親告罪化など断じてなされるべきでなく、そのような要求は明らかに不当なものとし

て毅然としてはねのけるべきである。 

 

 なお、ＴＰＰ交渉は既に首相が参加を表明したものの、もはや関税含め実質的に交渉の余地は

少ないと考えられ、このような国益を損なう可能性が極めて高い交渉からは速やかに脱退するべ

きである。 

 

ｂ）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、２０１２年６月２０日に今次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 低 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/chosakuken/singikai/houkoku.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１

１９条第３項を即刻削除するべきである。 

 

ｃ）一般フェアユース条項の導入について 

 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
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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。 

 

 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。 

 

ｄ）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ＤＲＭ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、今次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。 
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ｅ）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２０

１３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。 

 

ｆ）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。

 

 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、 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。 

 

 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（Ｓ

ＯＰＡ）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、審議が止められたが、日本においても著作権団体が同様の著作権ブロッキング法の導入

を求めてくる恐れがある。 

 

 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。 

 

 これらの提案や検討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、技術的な著作権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ことを検討するべきである。 
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ｇ）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、 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２０１３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。 

 

ｈ）二次創作（パロディ）の権利処理ルールの明確化について 

 文化庁でパロディの取り扱いに関する検討が行われている。パロディなどの二次創作は、それ

自体高い文化的意義・価値を有する独自の創作たり得るものであり、文化の発展を本来の目的と

する著作権法によって完全に封殺されるべきものではない。今まで日本において、ジャンルによ

りかなり緩やかな二次創作ルールが慣習として存在し、このような慣習的な表現の自由度により

表現の多様性が十分に確保され文化の発展がより促されて来たという事実があることを考え、パ

ロディに関する検討について知財計画に記載するのであれば、検討においてそのルールが必要以

上に規制的なものとなり文化の発展をかえって阻害することがないよう十分留意すると明記する

べきである。 

 

 また、フランスなどでパロディに関する著作権法上の権利制限が存在していることからも分か

るように、世界的に見ても、パロディなどの文化的意義・価値が認められていないなどというこ

とは決してない。政府・与党の検討にあっては、このような二次創作の文化的意義・価値をきち

んと認めるべきであり、この点からも、どのような著作権法上のルールの検討も文化庁によって

不当に規制的なものとされ文化の発展をかえって阻害しているという今の惨状を多少なりとも緩

和するべく、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、同時にパロ

ディ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。 

 

ｉ）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、文化庁のワーキンググループは著作権法改正に関する重要な検討を行っているにもかか

わらず、その審議が公開されないなど問題が多い。上位の審議会と同様ワーキンググループにつ

いても原則公開審議とするべきである。 

 

ｊ）天下りについて 

 後に、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
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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えな

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まで規制されてい

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、 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
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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 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 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 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、既に、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今の法律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。児童ポルノ規制法に関して真

に検討すべきことは、現行ですら過度に広汎であり、違憲のそしりを免れない児童ポルノの定義

の厳密化のみである。 

 

 なお、民主主義の 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 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 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、 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.ht
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m 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ある。 

 

 自民党及び公明党から、また危険極まりない単純所持規制を含む児童ポルノの改正法案が国会

に提出されようとしているが、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。今後児童ポルノ法の改正を検討するのであれ

ば、与野党の間で修正協議と称して密室協議に入ることなく、きちんと公開される国会の場で、

現行法の問題点についても含め、徹底的な議論をするべきである。 

 

 さらに、かえって、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 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
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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 

14 

御意見：  

（要旨）  

私は、TPP 参加に伴う「著作権非親告罪化」、「法廷賠償金制度導入」、「違法 DL 罰則化を動画や

音楽だけでなく全著作物に適用」、「違法な接続３回でネットを遮断できるスリーストライク制」

などの制度が導入される事には、反対の立場です。その理由を、以下に述べさせて頂きます。 

  

 内閣府で検討されている『知的財産推進計画 2013』『知的財産政策ビジョン』では、二次創作

の推進やフェアユースの制定が提言されている点については、賛成です。日本には、石油等の地

下資源が産出出来ないのですから、漫画やアニメ等の著作物を輸出品目にする事は、良い事だと

思います。 

  

 しかし、TPP 参加に伴う「著作権非親告罪化」、「法廷賠償金制度導入」、「違法 DL 罰則化を動画

や音楽だけでなく全著作物に適用」、「違法な接続３回でネットを遮断できるスリーストライク

制」などの制度が導入される事には、反対の立場です。 

 その理由として、第一に、「著作権非親告罪化」、「違法 DL 罰則化を動画や音楽だけでなく全著

作物に適用」といった罰則の新たな制定は、捜査機関による捜査権の乱用を招くのではないかと

いう事です。 

 少なくとも、以前に起きた PC 遠隔操作事件の際に起きた、４人の誤認逮捕及び自白の強要が

為された事実を考えれば、充分に考えられる事です。 

 第二に、「著作権非親告罪化」、「法廷賠償金制度導入」、「違法 DL 罰則化を動画や音楽だけでな

く全著作物に適用」、「違法な接続３回でネットを遮断できるスリーストライク制」などの制度（以

下、当該制度等）は、一見、著作者の権利を保証している様に見えますが、逆に表現の自由の一

環である国民が著作物を視聴する権利を過剰に狭める事になる可能性があるからです。 

 第三に、当該制度等が悪用される危険性がある事です。例えば、ある著作物に対して、個人的

な嫌悪感を抱いている者が、当該著作物を廃棄させる若しくは視聴させない目的で密告等を行

う、という事が横行する事が考えられるからです。 

 第四に、当該制度等により、過剰とも言える程に著作者を保護する事は、却って著作者とその

作品を堕落させる事になるからです。確かに、著作物に対する著作権侵害やバッシング等には目

に余る点がある事は、否定は出来ません。 

 しかし、そこまでには至らないパロディ作品等の二次創作物や著作物に対する批評や感想、記

事等ですら著作権侵害と捉えるのは、著作者の作品に対する向上心は低下し、それ以上の作品は

望めません。そして結果的には、日本文化の衰退へと繋がりかねません。 

 第五に、当該制度等は、『知的財産推進計画 2013』『知的財産政策ビジョン』で提言されている、

二次創作の推進やフェアユースの制定と明らかに矛盾しているからです。 

  

 以上が反対の理由になりますが、敢えてもう一つ意見を述べさせて頂きます。私は、今の日本

が採るべき道は、当該制度等による過剰とも言える著作権の強化ではなく、パロディ作品等の二

次創作物や著作物に対する批評や感想、記事等を認める寛容さではないでしょうか。 

 そもそもパロディ作品等の二次創作物や著作物に対する批評や感想、記事等は、オリジナル作

品があってこそ生まれてくるものであり、オリジナル作品に対して興味が示されなければ、そう

したものは出てくる事はありません。また、オリジナル作品を一から生み出す事は、並大抵の事

では無く、どんな著作者でも何かしらの作品の影響を受けて、自らの作品を作り上げているはず

です。 

  

 長くなりましたが、「著作権非親告罪化」、「法廷賠償金制度導入」、「違法 DL 罰則化を動画や音

楽だけでなく全著作物に適用」、「違法な接続３回でネットを遮断できるスリーストライク制」な

どの制度を導入しないよう何とぞ宜しくお願い致します。 
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No. 意見 

15 

意見： 

 文化庁でパロディ（二次創作）の扱いについて議論が行われているが、早急に二次創作が安心

して行える環境を整える必要がある。安倍首相が交渉参加を表明した TPP によって、著作権違反

の非親告罪化が行われるという報道がある。そして、著作権違反の非親告罪化が為されれば、コ

ミックマーケット等の二次創作文化が打撃を受ける可能性が指摘されている。なぜなら、二次創

作文化は、権利者の黙認によって成立している部分があり、著作権違反かどうかの判断を直接警

察が下すようになれば、逮捕を恐れて二次創作を止める人が出てくるからである。二次創作を行

う人がプロのマンガ家やイラストレーターになることも多く、二次創作文化は、未来のマンガ家

やイラストレーターの育成の場となっている。非親告罪化によって二次創作文化が打撃を受けれ

ば、日本のマンガ産業の競争力が低下し、クールジャパンどころではなくなってしまう。よって、

著作権違反の非親告罪化が為されても、安心して二次創作を行える環境を整える必要がある。 

 その為には２つの方法が考えられる。1 つ目は、著作権法にフェアユース規定を導入し、二次

創作を合法化することである。2つ目は、マンガ家の赤松健氏が提唱した新たなクリエイティブ・

コモンズ・ライセンスを導入し、その普及を後押しすることである。 

 赤松氏の新ライセンスは許諾内容・範囲に応じて 3 段階を提案している。デッドコピーや原作

からの切り貼りでなければ二次創作を行なっても良いが、性行為の描写は禁止するというレベル

３。性行為の描写を含めた二次創作を行なって良いが、紙やデータを使った静止画のみとするレ

ベル２。アニメ化やドラマ化、ゲーム化などマルチメディア展開をしても良いが、権利者が次回

作を制止できるというレベル１。このような内容の新ライセンスを新設し普及を推し進めること

で、安心して二次創作が行える環境を整える事ができる。 

 以上のように、著作権法へのフェアユース規定の導入や、新しいクリエイティブ・コモンズ・

ライセンスの導入と普及促進によって、二次創作文化を守るべきである。それによって、日本の

マンガ産業の競争力を維持することができ、クールジャパン構想の成功にもつながる。  

 

 

No. 意見 

16 

-1.「知的財産政策ビジョン」の、「フェアユース」について 

「これまでの専門調査会・ワーキンググループの議論をふまえた論点整理」の siryou02.pdf 12

ページの【関係者等からの主な意見】にある、フェアユースの導入について、私は賛成です。 

賛成の理由ですが、 

 

-1.12 ページの『関係者等からの主な意見】欄で指摘されている通り、新しいビジネスやサービ

スに法律が対応出来ず、アイディアを形に出来ずに終わってしまう事がありうる 

 

-2.同資料の 4ページ目と 6ページ目で触れている、UGC（User Generated Contents）の可能性

や重要性を考慮し、ユーザーが「わかりやすく」「安心して」素材を二次利用出来るルールがあ

ると良いという 2点です。 

 

特に、-2 の UGC については、「ニコニコ動画」や「you tube」といった動画投稿サイトのヒット

もあり、多くのユーザーが消費者としてだけではなく、コンテンツ作成者となっています。 

 

ここで作られたコンテンツの中には、既にヒットし、CD 化やカラオケに楽曲が収録される等の商

品展開を果たしているものが多くあります。 

 

同資料 6 ページ目の【関係者等からの主な意見】欄にも、「今後 10 年を考えた時に大きな可能性

がある」とありますが、私も同意見です。 

 

今後のコンテンツ産業及び、多くの可能性を秘めた UGC のため、フェアユース制度の導入をご検
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討頂ければ幸いです。 

 

何卒宜しくお願い致します。 

 

No. 意見 

17 

意見： 

知的財産政策ビジョンに関して 

・ 近ではコミックマーケットを見に海外からやってくる人がいると聞く。 

 コミックマーケットを観光資源としてとらえ、推進していくことは考えられないか。  

・いわゆる二次創作を合法的に行えるようにという動きがネット上で見られるが、 

 懸念がある。 

 二次創作者が勝手に続編と銘打って作品を発表し、その内容が元々の権利者が 

 想定していた内容とネタがかぶっていたために、正当な続編や、その後の作品が 

 出しにくくなったり、出せなくなったりすることが起こり得るのではないか。 

 二次創作を合法化するにしても、その範囲は一定の制限が必要ではないか。 

・TPP に関する議論で著作権の非親告罪化が話題となっているが、可能であるなら 

 非親告罪化してしまっても良いのではないか。  

 

No. 意見 

18 

御意見： 

《全文》 

「知的財産推進計画 2013」の策定に向けた意見： 

「知的財産推進計画 2012」に「創作基盤としての二次創作の円滑化」とありましたが、そのため

には著作権の非親告罪は絶対に導入するべきではないと思います。 

ＴＰＰ交渉参加により著作権の非親告罪の導入が懸念されていますが、現時点で著作権は親告罪

で問題なく機能しており、その上で日本の豊かなコンテンツ文化が成り立っている以上、根幹を

大きく変える非親告罪にすることは逆に日本のコンテンツ文化を破壊することになりかねませ

ん。 

現在二次創作は著作者が黙認することによって成り立っています。二次創作は主にファン活動の

一環として行われているということもあり、自分の著作物の二次創作物を好意的に見ている著作

者も存在しています。 

著作権の非親告罪化は著作者が黙認する権利を奪うことになり、逆に著作者の権利を侵害するこ

とになると思います。 

二次創作の利点は「創作すること」への敷居を低くすることにもあります。創作は基本的に模倣

から始まります。好きだから模倣したいと思い、模倣したものを人に見せ評価されることで向上

心が生まれ、次の創作に繋がります。身近に自分の作品を見せられる人がいない場合、現状では

主にネット上で見せることになると思われますが、著作権の非申告罪化はそういった機会すら奪

ってしまいます。 

創作する人間の母数が増えれば、その分優れた作品が出てくる可能性も高くなり、日本のコンテ

ンツ文化が豊かになることに繋がっていきます。現在二次創作が豊かに発展しているのは、「著

作権が親告罪であること」「パロディに寛容であること」「商業にあるような規制がなく自由な表

現が出来ること」が大きいです。 

よって二次創作に関しては、可能な限り現状を維持するのが望ましいと思われます。 

その上で「創作基盤としての二次創作の円滑化」をするのであれば、アメリカレベルのフェアユ

ースを導入するのが良いと思います。 

たとえＴＰＰによって著作権の非親告罪が導入されてしまったとしても、日本のコンテンツ文化

の一端を担う二次創作が失われることがないようにしてほしいです。 

 

No. 意見 

19 
御意見： 
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孤児作品活用ルールの一層の整備を望む！知のインフラを整えることは、活版印刷が発明された

のと同様に大きな価値があると思う。権利者の権利を守りながらも、作者不明の作品の価値も守

り、その作品を将来に渡って参照・利用することが出来ることの価値は非常に大きい 
 

No. 意見 

20 

「著作権非親告罪」について 

  

著作権非親告罪化には条件付で賛成です。 

一概にすべてを親告罪化！となると世界中（特に日本、アメリカ）で逮捕者だらけになると思い

ます。 

  

ですので、このようなシステムを導入したらいいのではないのでしょうか？ 

  

<a>・株式会社経由で流通、委託販売されていてる実績があり、 

なおかつ有料で販売実績のある商品を無料で配布している行為 

<b>・コピー＆ペーストなどで複製されたもの（ワンクリックで複製できるようなやり方） 

スキャンされたもの、撮影機械で撮影されたもの 

<c>・複製された内容が３０％以上同じなもの、分割されたファイルをダウンロードできる状態

にしているもの 

  

すくなくとも<a>と<b>or<c>が当てはまる海賊版データに関しては規制できると思います。 

有料のものを無料で配布できなくなると思います。 

  

＞＞著作者・版権元が無料で配布したい場合 

著作者・版権元が作品を無料で配布した場合はあると思いますその場合は 

株式会社が運営・管理するサイトに限り、そこで公開可能。 

youtube などに公開する場合は公認動画には公認の印が表示されるようなシステムを導入すれば

いいと思います。 

  

＞＞なりすまし販売対策 

作者や版権元になりすまして販売してくる業者などがあらわれる場合があります、 

その場合は警察などを経由して略歴・経緯捜査が可能なシステムの導入すればいいと思います。

もしそれが、作者（漫画家など）のなりすましなら 12 ヶ月以内に新作の発表できない場合、販

売停止。 

もしそれが、プログラムデータなら製作できる能力があるのかか、製作環境はあるのかなど。 

  

今のインターネットでは個人が好き勝手やってしまい、海賊版データの削除が追いつかないのが

現状です。 

ある程度の被害は仕方ないと思いますが、できるだけ公式性・健全化していくことが大事だと思

います。 

 

No. 意見 

21 

御意見： 

《全文》 

現在、安倍政権が交渉参加を表明している TPP は、今後の日本の生活・文化・経済を大きく変え

る可能性が高く、あらゆる条項を、国民と議会に公開し、秘密交渉をさせないことが も重要で、

知的財産に関しては、リークされている以下の問題を「国民の利益」に基づき考えるべきです。

 

「著作権保護期間の大幅延長」 

私は、家族の権利を考えても、死後２０年程度でいいと考えるので、現在の日本の保護期間も縮

小し、作品が世の中で生かされる方向に改正した方がいいと思います。（延長は権利企業の利益
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にしかならず、使用出来ない作品が増えるばかりで、人類の文化の歴史の観点からみて、大きな

損失、萎縮です） 

 

「非親告罪化」 

著作権者の自己決定のルールを侵すもので、特に、警察権拡大に繋がる法改悪には、絶対、反対

です。 

 

「法定賠償金・3倍額賠償金制度」 

実際の損害以上の賠償は、認めるべきではありません。 

 

「真正品の並行輸入禁止」 

輸入版や原書は、何らかの形で、他国でも適正な価格で買えるようにすべきです。 

 

「特許が切れた医薬の製造を一定期間困難にする「ジェネリック医薬品規制」」 

「医学的な診断・治療方法の特許独占化」世界中の人命を貧富の差なく、救うために、医療行為、

薬は、各国の国民が、人類全体の財産として共有・利用出来るようにすべきです。（そのことで、

過度のお金儲けをすべきではないし、企業や国家が独占し、他人の命をコントロール可能な仕組

みは絶対に作らせてはいけません） 

 

「（遺伝子組み換え種子などを含む）植物・動物特許」 

日本では、遺伝子組み換えの完全な表示がなく、消費者がそれを拒否することが出来ず、完全な

表示を求めます。 

また、寡占企業の遺伝子組み換え食品による市場占有に強く反対します。また、土地を荒らし、

突然変異の交雑種によって、特定の農薬も効かなくなる遺伝子組み換え作物の栽培と、生態系の

バランスを破壊する遺伝子組み換え動物の繁殖にも強く反対します。（研究所の外に、遺伝子組

み換え生物を出すべきではありません） 

 

「ISD 条項（投資家対国家紛争）」 

国民の利益や要望を国内法に反映出来なくなり、国家が企業に賠償金を払わなければならなくな

る仕組みには絶対反対です。 

また、今後の世界の知的財産の方向性ですが、私は図書館を愛していて、web 上の電子図書館で、

様々なジャンルのアーカイブが構築され、孤児著作物がなくなり、過去の人類の様々な試みに万

人が、安価で（経済的差別がなく）簡単にアクセス出来るようになることを願っています。（知

的財産を企業や国家が占有せず、世界中の人々が利用可能な仕組みにすべきで、著作物をこれか

ら生み出す人々の知の再生産の糧にならないような仕組みには、反対です）データ化の費用は、

利用者が短期は負担するにしても、費用が回収できた後は、完全にフリーにすべきです。 

 

《要旨》  

・TPP の秘密交渉に絶対反対。 

（国家でも企業でもなく、国民と人類全体の利益を考えるべき） 

・人類全体がアクセス可能な電子図書館を作るべき。 

（但し、経済格差による独占や、使用制限には、絶対反対） 

 

No. 意見 

22 

米国以上のフェアユースの導入を早急に実現する様に要望します。 

著作権の保護期間延長に反対 

理由：すでに死後 50 年後まで守られている物をさらに延ばしても、創造力の意欲は高まらない。

生前の助成・振興こそ充実させるべきである。 

作品を長く残したいなら、流通を害するのは逆効果のはずである。 

著作権保護延長で利益を得るのは、主に著作者の孫・ひ孫やごく一部の団体。 

それらへの支払と作品への敬意を結びつけるのはおかしい。 
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一部の遺族の利得と比べて、社会全体のデメリットがあまりに多い。 

  

著作権侵害の非親告罪化。 

理由：拡大解釈による公権力の濫用を招くので導入すべきではない。 

 

出版社に対する著作隣接権付与に反対。 

理由：海賊版対策については、我々印刷業界としてもその必要性を認めるものであり、有効な 

対策が急務と考えます。とはいえ、出版者への著作隣接権付与に向けた議員立法化は拙

速につき反対である 

 

No. 意見 

23  

作品の丸パクリ等は取り締まるべきですが、模倣品や海賊版、パロディと二次創作の区別を明確

にして頂きたい。そしてパロディや二次創作には寛容な処置をお願いしたい。 

 

又日本にもフェアユースが導入できるよう可能な限り努力して欲しいですし、冤罪の多発を招く

非親告罪の導入をやめて頂きたい。 

  

何卒宜しくお願い致します。 

 

No. 意見 

24 

まず、書籍の電子化について意見を述べます。 

電子書籍普及の足を引っ張っているのは、デバイスが高価であること、データも紙媒体と比べ

て安価ではないこと（中には紙より高価なものもあります）、デバイスやデータの将来の姿の見

通しが立たないことかと考えます。 

PC の OS や携帯のモデルの進化と型落ちのスピードが尋常でないことを考えれば、電子媒体に知

識のある人程、電子媒体の永続性に否定的なイメージを抱いています。デバイスの規格やデータ

の規格が不統一である限り、この否定的イメージを払拭することはできないでしょう。 

も危惧されるのは「購入したデータ」がデバイスの規格から外れてしまうことです。 

電子書籍普及を推進するならば、まず手を付けるべきは、デバイスとデータの規格統一です。 

また、先に述べた通り、購入するには「高価」であることもハードルを上げていますので、拙

い案ではありますが、国が率先して、データレンタルを普及させることによって、書籍の電子化

の後押しができるのではないかと考えます。 

例えば先日、国会図書館の蔵書をデジタルで公開されましたが、あれは良い試みでした。期間

限定であったことが惜しまれます。 

公の図書館の蔵書からデータベース化し、期間限定で発行したライセンスでアクセスするシス

テムを構築すれば、利用者は必ず現れると考えます。殊に、各種専門分野研究者に需要があるこ

とでしょう。専門資料は研究者にとって必読の存在であるにもかかわらず、入手に非常に苦労す

るからです。本の物理的な大きさや重さも研究者を苦しめています。 

娯楽作品よりも、各種専門分野の資料の電子化こそが第一に求められているものであり、電子

書籍市場を開拓する足がかりとなると考えます。 

 

第二に、クールジャパン戦略についてですが、「国策としてクリエーターを育てる」という方

向性は捨てていただきたく存じます。 

日本の創作物が「クール」である理由は、クリエーター個々人が「自由」に「奔放」に創作で

きる環境であったからです。国が主導すると、 も肝心なクリエーターの「自由」な発想・創造

力を殺してしまうことになります。国にはあくまで、紹介者の立場を超えないでいただきたく存

じます。 

また、世界戦略につきましては、「クールジャパン」というのは、そもそも日本産の創造物が

極めて日本的であった結果得られた評価であって、無理に「世界標準」を意識した作品を作ろう

とすれば、これもまた 大の美点であり武器であった部分を損ないます。 

クリエーターの労働条件につきましては、これはクリエーターのみの問題ではなく、日本の労
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働基盤全体が所謂「ブラック企業」化している為に、元より良くはなかったものが悪化している

ように見受けられます。 

また、社会の「ブラック企業」化は、購買者となるべき人々を貧困に追いやり、購買力を失わ

せ、結果、各種コンテンツの市場を縮小させ、それによってまたクリエーターの労働環境を悪化

させるという悪循環を引き起こしています。 

クリエーターの労働環境改善につきましては、知財のみの問題ではなく、社会全体の「ブラッ

ク企業」化の阻止・改善、という、より大きな視点と手段によって対処していただきたく存じま

す。 

要旨 

1.電子書籍の普及について 

 ・電子書籍が現在抱えている問題点 

 「高価である」「デバイスとデータの規格が不統一である」「デバイスとデータの規格の将来性

が不透明」 

 ・電子書籍普及を後押しする為に 

 「国の図書館が率先して電子レンタルを普及させる」「専門研究資料こそが電子化が望まれて

いる」 

2.「クールジャパン」戦略について 

 「国がクリエーター育成に干渉すべきではない」 

 「世界標準を意識しすぎるのは、コンテンツにとってマイナス」 

 「労働環境の改善については、知財の枠を越えて、もっと大きな視座と手段で行われるべき」

以上、よろしくお願いいたします。 

 

No. 意見 

25 

御意見： 

流出した TPP 知財条文に、日本の著作権法の保護期間の延長・非親告罪化・法定損害賠償化を求

めるものがある。 

これらはいずれも日本には無い制度だが、条文にはこれらの制度をを導入する旨の要求がある。

 

ただし、米国の著作権法にはフェアユースという「目的や規模によって、権利者に害をもたらさ

ない公正な利用であると認められる場合、その利用に対する権利者の権利は制限される」とする

権利制限の一般規定も同時に存在する。このフェアユースの存在は非常に重要である。これの存

在により、権利の拡大と制限にバランスがとれていると言える。 

フェアユースを日本の著作権にも取り入れようという案も以前の著作権法改正の際にあったが、

度重なる議論と妥協を経た結果、個別の規定にとどまり、米国のようなフェアユースとしては機

能しない別物となっている。 

 

前述の著作権法改正の際には「違法ダウンロードの刑罰化」も施行されたが、これに加えて TPP

の要求項目が適用された場合、日本の著作権法は「長い保護期間・ダウンロード刑罰あり・フェ

アユース無し・非親告罪・法定損害賠償」という、米国をも超えた極端に厳しいものとなってし

まう。例えば他国ではフェアユースの範囲内とされるような用途のためにコンテンツをダウンロ

ードした場合、 

 

・ダウンロードに刑罰があるので、再配布等をしなくてもダウンロード時点で刑罰対象となり、

・フェアユースが無いので、他国なら公正とされるような使途でも保護されず、 

・非親告罪なので、その著作物の権利者が別に使われて構わないと思っていても警察が動く事が

でき、 

・法定損害賠償があるので、実損害が発生していなくても多額の賠償金を請求される 

 

と言った事例が発生することが予想され、国民に多大な不利益をもたらすことが懸念される。こ

れは個人のみならず、日本の情報産業等においても萎縮を招き競争力を損ねる。更には、一度こ

れらの条項を受け入れてしまえば、国会でおいてすらもそれを変更できない点は深刻である。 
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例え TPP に参加するとしても、日本の交渉方針として、知財条項を協議対象外とするか、知財を

中心として対象条項を大幅に縮減すべきである。交渉過程においても、ユーザや情報産業等、様々

な利害関係者からのフィードバック等、オープンな議論が行われる事を強く希望する。 

以上 

 

No

. 

意見 

26 

【意見】 

 

《要旨》 

TPP を軸に、以下の点記載。 

 

１ 意見結果の取り扱いについて 

２ 医薬品について 

３ 商標法改正について 

４ TPP による著作権法への影響について 

５ 間接侵害について 

６ 出版隣接権について 

７ 一般的「フェアユース」導入について 

８ TPP「原産地規制」分野について 

９ 人権侵害救済機関法案（人権委員会設置法案）に関わる問題について 

１０ 「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」について 

１１「知財」や TPP 体制の管轄、組織、権限、関係会議、関係メンバーについて 

 

《全文》（「知的財産戦略や知的財産推進計画全般に関する事項」） 

 

TPP が上陸した場合、著作権法等、知財関係法律の改正も考えられる。先に米国で行われた TPP

意見募集結果や米韓 FTA（自由貿易協定）の情報を見るに、国民の表現の自由、通信保護、ネット

利用に対する危険、さらに我が国の大事な資産であるコンテンツそのものの存在自体が奪われる、

損なわれる可能性も否定できない。TPP は「知財推進計画」の土台自体に関わる問題であり、この

点、米国の単なる言いなりにならず以下記載の「１」～「１１」各項目記載点にもきちんと対処し

て頂きたいことと、今までの知財体制ではとても TPP には対応できないので、管轄や組織、関係委

員等の変更や新設を要望する。 

 

１ 意見結果の取り扱いについて 

 

この意見募集の意見結果であるが、去年と同じく、集まった各意見全文公開して頂きたい。例え

ば、外務省の米国 TPP 意見募集結果の公表のように、一部抜粋、しかも否定的な意見の「個別具体

的指摘・要望等」箇所カットのような、姑息にして恣意的な真似はやめて欲しい。 

 

・『TPP 協定（日本との協議に関する米国政府意見募集の結果概要：主要団体の意見詳細』 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/us_iken_1201_2.pdf（外務省 HP) 

 

また、集まった意見については、「団体」「個人」を差別せず、きちんと目を通し、知財推進計画、

ひいては関係法令のあり様に反映してもらいたい。 

なお、昨年の「知的財産推進計画 2012」の意見募集結果であるが、これを書いている平成 25 年

3 月 18 日現段階において WEB 上に存在はしているが、知的財産戦略本部 HP の 

トップページ上からのリンクが繋がっていない。当該トップページには「知的財産推進計画 201１」

意見募集結果はリンクが繋がっているのに、昨年の「知的財産推進計画 2012」意見募集結果につ

いてはリンクが繋がっていないのは何故なのか理解できない。「知的財産推進計画 2012」意見募集

結果には TPP についての意見も複数来ていたが、これもトップページからリンクを繋いで公開して
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頂きたい。この点、知的財産戦略本部 HP の常設意見募集窓口から指摘をしたのだが、いまだ改善

されていない。 

  

・「知的財産戦略本部 HP トップページ」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html（首相官邸 HP） 

・「「知的財産推進計画 2012」の策定に向けた意見募集の結果について」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ikenbosyu/2012keikaku/bosyu_kekka.html 

（首相官邸 HP） 

 

２ 医薬品について 

 

TPP では、「医薬品」も関わる、対象になる可能性がある。そして、米通商代表部の以下の HP で

も、医薬品の「知財」保護についても記載している。 

 

・『TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP TRADE GOALS TO ENHANCE ACCESS TO MEDICINES』（英文） 

http://www.ustr.gov/webfm_send/3059（英文）（米通商代表部 HP） 

 

「医薬品」で「知財」となれば「特許」の問題も考えられる。この点、「国境なき医師団」がい

わゆる「リーク文書」を分析している。 

 

・『ＴＰＰが薬の流通を脅かす』 

http://www.msf.or.jp/files/20120405_TPP_Issue_Brief.pdf 

（Medecines sans frontieries/ 国境なき医師団） 

 

このレポートによると、医薬品の特許に関し、特許前の異議申立ての制限や、模倣品や海賊版と

いった「商標」に関する税関押収の基準のあいまい化、権利期間の引き伸ばし、特許リンケージ条

項義務化といった予想分析が記載されている。 

また、韓米 FTA について、「医薬品の認証制度も国から独立した機関が担う仕組みに変更され、

米国との協議機関を設置、そこで認証が行われることになっている」という報道もある。 

 

・『ＴＰＰ、医療崩壊まねく 慎重に考える会が会合 情報不足に批判高まる』 

  http://www.jacom.or.jp/news/2011/10/news111013-15137.php（農業協同組合新聞） 

 

以上のような、特許期間延長や古い薬への新薬特許となれば、医薬品価格の上昇となり、お金の

ない国民は薬も買えなくなる。しかも異議申立てや認証制度も米国流となれば、ますます今までの

価格を維持できるのか疑問であるし、また管理主体が事実上米国となればその安全性も米国流にな

る可能性も否定できない。「金のない奴は死ね」とでもいわんばかりに以上の点おざなりとなると、

何が「知財「戦略」」、笑止千万である。「特許」の点、今から「防御策」を考えて頂きたい。 

 

 また、ネットについて、米韓ＦＴＡ（自由貿易協定）の ARTICLE 5.4。薬製品について薬製品会

社のＨＰを通しての情報普及を可能にするという、医薬品に関するＨＰによる普及をプッシュする

内容が記載されている。 

 

・「CHAPTER  FIVE  PHARMACEUTICAL  PRODUCTS  AND MEDICAL  DEVICES」 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file8

99_12703.pdf（米通商代表部ＨＰ 英文） 

 

また、以下の外務省の資料によると、「医薬品に関する輸入、輸出及び流通の権利を保証し、～

医薬品の効率的流通の妨げとなり得る国内障壁を 少化」という記載もある。 

 

・『医薬品へのアクセスの拡大のための TPP 貿易目標（米通商代表部）』 
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp02_01.pdf（外務省ＨＰ） 

 

 ここでいう「国内障壁」に薬のネット販売規制も入るのかという問題も考えられるが、この点、

「Citizens Trade Campaign」が公開している TPP 協定案「投資」分野リーク中、 

１６Pの「Article 12.15」。ここで、環境や健康の安全（を守る）やその基準（規制）についての

条項がある。この「Article 12.15」の２見るに、参加国は、健康安全（を守る）や環境基準（方

法）を緩和することによる投資推進（奨励）は不適切であることを確認する一方、「Article 12.15」

の１。環境や健康安全に関し、基準（方法）を参加国がとるにしても、それはあくまでも投資活動

確保につきこの章に矛盾しないものでないとならない、とも読めてしまう。つまり、基準緩和しな

いことについては投資妨害ではなくても、基準強化については投資活動確保の点この章に矛盾した

ら投資妨害なのか、という問題も考えられる。 

 

・TPP 協定案「投資」分野リーク 

http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf 

（Citizens Trade Campaign 英文） 

 

ＴＰＰにおいて投資分野との関係で、医薬品についても（「健康安全」と無関係なブツではない）、

各参加国、現にある厳しい規制を緩和するのは強制されないが、一方、ＴＰＰ発動後、厳しい規制、

基準を導入すると、これは投資妨害にあたるのか？という問題が考えられる。よって、ＴＰＰを意

識した場合、現段階において懸念点があることについては今のうちに規制をつっこんでおかないと

ならないのではないかということ。医薬品に限った話ではないが、現段階で安易に健康や環境に関

する規制や基準をとっぱらう、ということは「自爆」「オウンゴール」、「後戻りできない」可能性

も完否定できないと考えられる。ＴＰＰ絡みで考えた場合、医薬品のネット販売規制については、

規制継続が一概に「悪い」と現段階においては言いきれない面もあると考えるので、この点、医薬

品のネット販売規制緩和も拙速に行わず慎重な対応をお願いしたい。 

 

３ 商標法改正について 

 

商標につき、「音」や「動き」も商標の対象にする動きがでている模様であるが、「音」「動き」

となると著作物たる「音楽」や「舞踊」との区別の問題がある。創作性等、そこまでに至らないも

のについては保護しないという、これから生まれる新しい創作を保護しようという著作権法の趣旨

を潰すような改正はやめて頂きたい。 

また、この改正であるが、これは「匂い」も対象にする予定があるのか、TPP との関係で気にな

る点である。以下の資料中、「音声、匂い等の商標としての保護対象化 音声、匂い（例：効果音、

プリンタートナーのレモンの香り）等を商標法の対象する」という記載がある。 

 

・『米韓ＦＴＡ協定の特徴的な規定』  

http://tpp.main.jp/home/wp-content/uploads/d58e252c5ea75e0feb1ae7c3d802d9f7.pdf  

（TPP を考える国民会議 HP)  

 

「匂い」まで商標の対象とすると、例えば、既存の整髪剤や化粧品、芳香剤といった日本の各産

業商品にも影響し、それはまた、日本国内で流通している商品に対して海外国が待ったをかける、

価格転嫁という可能性もある。我が国の産業にも大変な影響を与える可能性があるので、安易な追

随はやめるべきである。 

 

以上の商標法の改正の動きであるが、これは特許庁独自の判断と責任という理解でいいのか？も

しそうであるならば、「総合戦略」である TPP について、各分野、各事柄、各省庁が個別の判断で

動いてしまうとなると、「総合戦略」にならない、また、全体で見たら大事な「カード」が個別省

庁の判断で勝手になくなってしまうということも考えられる。各省庁の個別判断によって「手持ち

カード」を消そうとしてしまっている。他の分野、他の事柄で生きるかもしれない「カード」を各

省庁が勝手にもう捨ててしまう、これでは TPP で勝つことなんかとてもできない。商標法にかぎら
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ず、著作権法等他法律でも言えることだが、各省庁の安易な法律改正への勇み足はやめるべきであ

る。 

 

４ TPP による著作権法への影響について 

 

先の米国 TPP 意見募集結果を見たところ、いわゆる、「私的ダウンロード処罰化」「著作権の保護

期間延長」「著作権侵害非親告罪化」「法定賠償」「プロバイダ責任」を意見している団体もあるの

で、この点、警戒が必要である。 

・「Requests for Comments: Japan's Expression of Interest in the Proposed Trans-Pacific 

Partnership Trade Agreement」 

http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=USTR-2011-0018-0001 

（米国電子政府 HP 英文)  

 

（余談だが、同意見募集中「Motion Picture Association of America」からの意見、テレビ放送

のことについて、 日本で米国のシェアが少ないのは、日本の「広告環境」が障壁となっている、

また、いわゆる「視聴率調査」も標的になる可能性もあるのか、とも読める記載もある） 

 

「私的ダウンロード処罰化」「著作権の保護期間延長」「（著作権侵害の）非親告罪化」「法定賠償

化」「プロバイダ責任厳格化」、これらは、国民の表現の自由、通信保護、ネット利用、ひいては国

民の人身の自由にもかかわる大変な問題であり、これらの導入は TPP の問題とは別にしても絶対に

やめるべきである。「著作権法」は文化の発展のためにあり、そしてこれは一部業界のための法で

はなく、「万人の法」。一部権利者のことを保護するためのものではない。また、後述の出版隣接権

や著作権自体の海外流出となると、以上の TPP 著作権規制はそのまま日本国民へのブーメラン、海

外国に日本の表現（政治表現も含むことも考えられる）や創作が牛耳られてしまう可能性も考えら

れる。 

 

（１） 著作権保護期間延長について 

  

TPP によって著作権保護期間が現行の基本 50 年から 70 年に延長されることも考えられるが、著

作権期間の延長となると、期間を超えて著作権がなくなった創作物を利用する形での新しいイノヴ

ェーションや商売ができる幅が狭くなってしまう。TPP はそもそも規制緩和と自由競争が目的の協

定と思われるが、これでは一部の既に持っている者の既得権の保護であって、自由競争とは言えな

い。 

  

なお、サンフランシスコ平和条約第 15 条（c）規定の著作権保護期間「戦時加算」であるが、こ

れの撤廃と TPP 著作権保護期間延長容認は安易に即「バーター取引」するべきではない。この戦時

加算の特典を持っている各国の戦時加算対象ブツの著作権保護期間の各「残り期間」や各々の廃止

利益をきちんと調べ上げ＆価値算定してからにすべきである。 

一部のちょっとの廃止利益のために、今後、日本に関係する全ての著作権権利について保護期間が

延長され、その結果、新しい創作や表現、ビジネスが潰されてしまうということも考えられる上に、

それどころかバーター取引に失敗→戦時加算存続＆戦時加算＋保護期間 70 年という展開も過去の

事例に照らすと完否定はできない。 

 

・『著作権の保護期間に関する戦時加算について』 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07091009/006.htm 

（文部科学省 HP) 

 

「しかし、その後、政府部内で検討された結果、平和条約の規定は著作物の保護が要求されるその

時の国内法の定める通常の保護期間に戦時加算を行うことを求めていると解され、新法における保

護期間（死後 50 年）に加えて戦時加算を行うこととした」 
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そもそも TPP と我が国の戦後処理は別の問題であり、TPP で戦後処理はやめて頂きたい。 

 

（２） 法定賠償 

  

著作権侵害の賠償金の額（の基準）が一律に法定（強制）されるとなると、実損害にそぐわない、

過大な賠償請求、また逆に、被害に比して賠償額が少ないということも場合場合で考えられる。ま

た、どのような額の賠償を要求するかしないか決定する自由、これは権利者の権利、財産権行使の

ひとつであり、これを法定して強制となると権利者の財産権行使への介入、侵害ともなるので、こ

の大きなお世話とも言える法定賠償制度は導入すべきではなく、TPP でも突っぱねる、留保をとる

べきである。 

 

 なお、「知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第１回)における主な意見のまとめ」

中、「侵害訴訟が不活性～三倍賠償制度やディスカバリー制度の導入」なる発言記載もあるが、こ

れは TPP で予想されるところの「法定賠償」のことを意味しているのか？もしそうならば、これま

た関係会議委員の一人勝手な「TPP オウンゴール」、「交渉前にカードを切ってしまう」ことはやめ

て頂きたい。 

 

・「知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第１回)における主な意見のまとめ」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/contents_kyouka/seisakuvision/dai1/s

iryou6-1.pdf（首相官邸 HP) 

 

（３） 著作権侵害の非親告罪化と私的ダウンロード処罰化 

 

 著作権侵害の非親告罪化、これは権利者の意思とは関係なく著作権侵害に関し、捜査等刑事手続

きが動くことであり、著作権侵害かどうかの判断が微妙なこともあり、萎縮効果を考えると、国民

の表現、創作、ネットの自由、人身の自由上、もっとも恐ろしいものである。音楽等に関し、私的

ダウンロード処罰化の法改正もなされている状況下、これにこの非親告罪化がくっつく、さらにこ

の私的ダウンロード違法、処罰化に絵や画像、文章（政治表現も含むことも考えられる）等も加わ

った場合はもはやネット利用壊滅となることも考えられる。まして出版著作隣接権や著作権自体の

海外流出が加われば、海外国が日本人の言論を管理することにも繋がる。 

 

TPP において、この著作権侵害非親告罪化は絶対に突っぱねる、または「留保」をとらなければ

ならないものであるが、「留保」に関しては、前述の TPP 協定案「投資」分野リーク中１８P にお

いて、投資の「紛争解決」についてオーストラリアやオーストラリアの投資家には適用しないとの

記載、４６Ｐにおいてブルネイとシンガポール、マレーシアに関し、国土収用についての例外・こ

れらの国の国土収用や補償については各国の国内法によるという記載、４９Ｐにおいてチリはチリ

の中央銀行の維持、運営についてチリの中央銀行構成組織法や他の国内法によることを留保・チリ

中央銀行は通貨安定と国内外支払いのために、通貨供給や外国為替等について規制する権限を持

つ、また、「チリから」・「チリへの」金銭の国際的移動についての制限構築権限を持つと読める「留

保」の記載がある。以上の各記載を見るかぎり、TPP において特定条項や章について「留保」「例

外」をとることは不可能ではないと考えられる。 

 

・TPP 協定案「投資」分野リーク 

http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf 

（Citizens Trade Campaign 英文） 

 

この点、文化庁の「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会（第 6 回）議事次第」中、「土肥

主査「～コミックなどは録音，録画のダウンロードからは外れていますので，あの状況はかなりひ

どいなと私は痛感いたしました。～そういう状況がそのまま放置されることは，著作権分科会法制

小委としてこういう形でいいのかと私は思っております」との発言記載があるが、これは私的ダウ

ンロード処罰に絵や画像、文章も含みたいという意図もあるのか？ 
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・「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会（第 6回）議事次第」 

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h24_shiho_06/gijiyoshi.html 

（文化庁 HP） 

  

 文化庁については、著作権と表現の自由、イノヴェーション保護との調和バランス上大変重要で

ある後述「フェアユース」規定導入に関し、TPP 目前にして国民の表現創作イノヴェーション保護

のための規定導入 大チャンスを潰している経緯が以下伺える。 

 

・「コンテンツ強化専門調査会（第１回）議事録」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/contents_kyouka/2013/dai1/gijiroku.h

tml（首相官邸 HP) 

 

「中山本部員の発言「この戦略本部でフェアユースをやろうということが決まったのですけれど

も、文化庁の文化審議会にトーンダウンし、更に法制局で骨抜きされ、平成 24 年改正では「名も

実もない」ようなフェアユースができあがってしまった」 

 

 同「コンテンツ強化専門調査会（第１回）議事録」中、「ネット上の著作権侵害コンテンツ対策

ワーキンググループ廃止」との記載があり、また、同会議第２回議事録中、山本大臣の発言として、

以下の発言が記載されている。 

 

・「コンテンツ強化専門調査会（第２回）議事録」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/contents_kyouka/2013/dai2/gijiroku.h

tml（首相官邸 HP） 

 

「山本大臣発言「今、おっしゃったこの政権はネット規制政権だという意見の根拠はどこから出て

くるのかよくわからないのですけれども、歴代の自民党政権に比べたら もネットに対して前向き

だと思うのです。だって、安倍総理自身が Facebook をやっているわけじゃないですか。もちろん

SNS が発展してきたというのは 近ですけれども、Facebook でこれだけ発信している総理はいない

と思いますし、ニコニコ動画をここまで活用した自民党総裁もいないと思います。問題意識として

きちんとガバナンスという意味で言うと、余りアナーキーになってはいけない部分というのは国家

戦略の中でもあると思うのですが、 

いわゆるネットユーザーの人たちの自由な発言を妨げる歴代の政権に比べて、私は逆ではないかと

思っていますので～」 

 

以上の点を見るに、絵や文章、画像対象の私的ダウンロード処罰含む、今後でてくる著作権関係規

制や TPP「オウンゴール」は、総理を本部長とする知財戦略本部でなく文化庁や一部議員の独断と

責任という理解でいいのか？もしそうならば、特に文化庁の知財本部を無視した独断と突っ走りは

やめて頂きたい。「日米経済調和対話協議記録・2012 年 1 月 27 日」中、「著作権法第 30 条 1 項 3

号に規定されている私的使用目的複製の権利制限から除外される対象範囲に，録音及び録画以外の

他の著作物のカテゴリーも含むべきかなどの，上記ヒアリングで取り上げられた問題の検討を継続

する」との記載もあるが、米国のお手伝いは日本の省庁である以上、謹んで頂きたい。 

 

・「日米経済調和対話協議記録・2012 年 1 月 27 日」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/1/pdfs/0127_ 01_4.pdf （外務省 HP)  

 

 なお、「私的ダウンロード処罰化」については、スイス政府が、私的使用であれば非正規 

ダウンロードも合法であるとする決断を下したとの情報もある。 

 

・『スイス政府の決断、非正規ダウンロードでも合法』 

http://www.zaikei.co.jp/article/20111206/88721.html（財経新聞） 
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クールジャパン等、莫大な血税をかけて保護する日本のコンテンツが、海外では違法ではないの

に、一方、保護に血税をかけられている日本国民は私的なダウンロードでも 

処罰、これは自国民である日本国民を愚弄する事態であり、断じて許されない。 

「処罰」といっても、今までに事例がないということも言われるが、TPP によって海外国の法律

概念が導入されるとなるとますます、「前例」はアテにならない（単なる口約束、個人的な気持ち

でも何の保証にもならない）。まして「非親告罪化」の話が TPP によって考えられている。この状

況下、権利者の意思とは離れるわけであり、「今まで処罰された例がない」という理由はもはや通

用しない。 

 

また、中国において、「発売後３カ月で使い放題 中国が音楽ソフトで著作権法“改正”案」と

いう法律改正の動きもある。 

（http://sankei.jp.msn.com/world/news/120406/chn12040618270001-n1.htm（産経ニュース））

同報道記事中、「中国国家版権局が「販売から３カ月を経た録音作品は、著作権者の許可なく使

用できる」との条文を盛り込んだ著作権法の改正案を検討」との記載があるが、今後、もし中国が

TPP 参加した場合、この動きや法案計画をやめるとは限らない、留保をとってくる可能性も現段階

で完否定できず、日本国民だけが処罰され、ネット利用を委縮させられ馬鹿を見るような展開にな

りかねない。 

 

 

（４）プロバイダ責任について 

 

「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会・プロバイダ責任制限法検

証に関する提言」がでている。 

 

・『利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会・プロバイダ責任制限法検

証に関する提言』 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000122708.pdf （総務省 HP）  

 

この提言は、表現の自由、通信保護、情報流通保護といった、「法は万人のものなり」という点、

よく考えている、理解している素晴らしい提言である。「有害情報のうち公序良俗に反する情報及

び社会的法益を侵害する情報」や「有害情報」についてのプロバイダの責任、「情報の流通それ自

体は違法とはいえないものの、当該情報と関連性が認められる情報の流通により他人の権利を侵害

している場合（例えば、「リンク」について）」のプロバイダの責任、「プロバイダ等に対し個別の

情報流通の監視を法的に義務づけることができるか」、「重過失要件の除外、通常の故意・過失があ

る場合には、責任 を負担すべきか」、権利侵害者に対する 「スリーストライク」（接続遮断）、ア

カウント制限について、各々否定的である。 

 

この提言をよく読んで噛みしめ、知財推進計画においても尊重すべきである。 

なお、この提言中、アメリカのデジタルミレニアム著作権法の「ノーティス・ アンド・テイク

ダウン手続」の説明記載もあるが、この手続は事実上、侵害の「証明責任」を押しつけるかに等し

いものであること、安易な形式判断によるネット利用阻害を招くものであるのでこれも導入はやめ

るべきである。 

 

一方、この提言では、プロバイダ責任の「刑事免責」については消極的である。しかし、前述の

ように TPP による「非親告罪化」のおそれ、後述「出版著作隣接権」によって海外企業が権利を手

中にするおそれ、後述「日本にはロクなフェアユース規定がない」ことも考え、直ちにこの「刑事

免責」を導入すべきである。 

この提言では、「問題となる犯罪類型は故意犯であることから、違法情報の書込みがなされたこ

とをプロバイダ等が認識していない場合に刑事責任が追及されることはなく～」 、「違法情報の書

込みがなされたことを認識しただけである場合に関し、これまでの裁  
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判例において、刑事責任が追及された事例は見受けられない」ことも理由にして刑事免責を否定し

ているが、海外法の概念や内容が我が国の法律に導入された場合、この「前例」がないということ

はアテにならない。 

先の米国 TPP 意見募集結果、「Technology Industry Council」からの意見中、著作権侵害に関し、

プロバイダーの責任に関わる記載もあって、この点、「米国著作権法の Section512 がいい例であり、

このアプローチは 近の全ての米国 FTA（自由貿易協定）にふくまれてきた」という記載もある。

 

・『Technology Industry Council』からの意見（英文）  

http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=USTR-2011-0018-0057  

（米国電子政府 HP)  

 

TPP によって、プロバイダ責任に関し、米国著作権法が日本法にのりこんでくる可能性も完否定

できない話だ。この米国著作権法のセクション５１２は、オンライン上の各行為のカテゴリー別に

責任免責条件が違っているが、「通過的デジタル・ネットワーク通信」の場合、各条件を満たさな

い場合、プロバイダーがその権利侵害されていることを知らない場合どうなるのか定かではない。

また、「使用者の指示によってシステムまたはネットワークに常駐する情報」の場合、「著作権侵

害にあたることを現実に知らない」場合でも、「侵害行為が明白となる事実もしくは状況を知らな

いこと」、または「かかる知識もしくは認識を得た際、速やかに当該素材を除去しもしくはアクセ

スを解除するための行為を行うこと」も免責のいち条件になっている。 プロバイダーが、自分は

「侵害行為が明白となる事実もしくは状況を知らないこと」 についてどうか定かでない、わから

ない場合、万が一を考えたら、「素材を除去しもしくは アクセスを解除」を「速やかに」行うのが

安全策であると思ってしまわないのだろうか？  

まして海外法が日本にやってきて今までと違うとなると、ますます判断困難だし安全策  

に走る、過剰な自主規制、萎縮にならないのか、という問題がある （判断困難となれば法律とは

別に「ガイドライン」作る必要も考えられるが、この場合、その基準等内容も米国流に作られるだ

ろう） 。 

加えて、「プロバイダが侵害行為をコントロールする権利および能力を有する場合、かかる侵害

行為に直接起因する経済的利益を受けないこと」もこの場合の免責の条件。 この点、いくら「知

らない」といっても、この条件も満たさないと免責されないと読める。この「経済利益」とは何か？

例えば広告や、「有料サイト」等使用者から使用料をとっている場合どうなのか？という問題。 こ

れら、「情報探知ツール」の場合にも記載されている。 

 

日本のプロバイダ責任制限法（「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報

の開示に関する法律」）は、プロバイダーの責任について「他人の権利が侵害されて  

いることを知っていたかどうか」、ここが重視される、ここが責任ありなしの「総起点ポイント」

ではないかと思えるが、この米国著作権法のセクション５１２は決してそうとは思えない。TPP に

よってこのセクション５１２（の内容や理念）がきた場合、この提言が刑事免責を否定したところ

の「プロバイダ等が認識していない場合に刑事責任が追及されることはなく～」 「違法情報の書

込みがなされたことを認識しただけである場合に関し、これまでの裁判例において、刑事責任が追

及された事例は見受けられない」という点、なりたたない。 

我が国のオンライン産業、ネット環境、そしてなによりも国民の身の安全を守るためにも早急に

刑事免責を導入すべきである。 

 

５ 間接侵害について 

  

 間接侵害について、直接侵害でないこともあり、著作権侵害の範囲があいまいにして広汎になり

すぎるおそれ、また、これが直接侵害（者）とは独立して処罰となると「共犯」の本質そのものに

ついても問題になってくる。ましてこの間接侵害に TPP の非親告罪化がくっつくと言論、創作、ネ

ットの自由、新規イノヴェーション保護上、大変な危険、脅威になってくる。間接侵害について、

ＴＰＰ米国ビジネス連合の知財タスクフォースにおいて、新しいものを出現させる、ビジネスモデ

ルを展開させるについて米韓 FTA をベースに使え、著作権保護期間延長、「非親告罪」要望、そし
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て「間接侵害」についての話も読める。 

 

・『TPP Intellectual Property Negotiations Prepared by the IP Task Force of the U.S.  

Business Coalition for TPP』 

http://www.wcl.american.edu/search.cfm?q=TPP+Intellectual+Property+Negotiation 

s+Prepared+by+the+IP+Task+Force+of+the+U.S.+Business+Coalition+for+TPP 

（アメリカン大学 ワシントン・カレッジ・オブ・ローＨＰ 英文） 

 

 特に、この間接侵害（処罰）は、新規イノヴェーションへの阻害、海外国ではできるのに日本で

はできないという、これまた間抜けな話になりかねない。例えば、消費者が持っている音楽等のコ

ンテンツをネットワーク上で預かり、消費者がその預けたものを外出先でも楽しめるように提供す

る、「お預かり所的サービス」。米国の著作権法を見るに、米国著作権法 502 条に著作権侵害防止の

ための差止命令というものは存在しており、また、この差止の条件についてサリンジャー事件の高

裁は、ＥBay 事件（特許についての話）の 高裁判決ででた基準が、著作権侵害の暫定的差止命令

にも適用されるとしている。 

（上記基準→①原告が回復不能の損害を被ったこと②コモン・ローで利用可能な救済が損害を補償

するには不十分③原告と被告間のバランス上、救済が正当化されること④差止めにより公益が損な

われないことを実証すること） 

 

・『SALINGER v. COLTING ABP SCB No. 09-2878-cv.Argued: Sept. 3, 2009. -- April 30, 

2010』（サリンジャー事件高裁判決） 

 http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1521467.html（FindLaw 英文） 

 

・『EBAY INC. ET AL. v. MERCEXCHANGE, L. L. C. No. 05–130. Argued March  

29, 2006―Decided May 15, 2006』（ＥBay 事件 高裁判決） 

http://www.supremecourt.gov/opinions/05pdf/05-130.pdf（米国 高裁判所ＨＰ・英文） 

 

 一方、著作者の権利が制限される場合として米国著作権法１０９条（a)には、「～本編に基づき

適法に作成された特定のコピーもしくはレコードの所有者またはかかる所有者の許諾を得た者は、

著作権者の許諾なく、当該コピーまたはレコードを売却しその他占有を処分することができる～」

との記載があるが、消費者のコンテンツの「預かりサービス」に 

おいて、消費者が自分が正当に持っているブツ（コピー）を預けることがこの「占有処分」 

に該当するとした場合、この１０９条（a)は録音物や音楽著作物の商業的利用目的の貸与的占有処

分の場合は対象外だけど、預ける消費者には「商業的利用目的」でなく単に自分が個人的に利用す

るだけで預けている、加えて、預かる事業者は預かっただけでここに言う「占有処分」してるわけ

でないとした場合、米国ではこういう「預かりサービス」が可能になる活路があるとも考えられる。

 以上のように、ＴＰＰ等で間接侵害含め、こういうことの規制を強化せいと言われ日本で規制バ

リバリにしたとしても、他のＴＰＰ関係国では「抜け道」があって、その海外国ではこういう事業

をバンバンやれる、一方、日本が先走ってオウンゴール、自らＴＰＰ発動前に規制バリバリでこう

いう事業をできなくした後に、実はＴＰＰではこういうことができない規制はいれないとなった場

合、こういう事業について日本はできない、海外国はやっている、しかも日本のコンテンツなのに

～、という日本が馬鹿をみる展開にはしないで頂きたい。 

  

実際問題、正規に金銭を払い電子書籍（データー）を PC を使い購入したのに、これを手持ちの

タブレットに移し、個人的、私的に楽しむことができない場合もある。私的に楽しむためのデータ

ー移行ができず、タブレットを使い外出先で楽しむには同じものをタブレットを使って再度購入す

ることになるが、同じものを複数回購入することを事実上強要されるならば、紙媒体の書籍を 初

から 1冊買った方がいいことになってしまう。また、複数回にわたり同じものを購入することを事

実上強いられてしまうこのような状況、これは消費者契約に関する法や、また、「公正取引」の理

念に照らし妥当なのか、甚だ疑問である。 
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なお、間接侵害について、以下の話も。 

 

・『「間接侵害」等に関する考え方の整理』（文化庁・司法救済ワーキングチーム） 

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h23_shiho_06/pdf/shiryo_3.pdf 

（文化庁ＨＰ） 

 

「間接行為者が差止請求の対象とされるためには、直接行為者による侵害（直接侵害）の成立が前

提となるのか否かが問題～。本ワーキングチームとしては、基本的に前者の考え方（直接行為者に

よる侵害の成立を前提とする考え方）で一致」 

 

 この考えを単純に以上の預かりサービスの例にあてはめれば、預ける側のブツが違法でなく正当

な場合で私的利用ならば、直接侵害がない→間接侵害もない、ということも考えられる。 

 

 また、間接侵害対策のひとつとして「リンク」をターゲットにすることについては、そもそも国

民の血税でやっている HP である内閣府男女共同参画局の HP 自体、リンクをはった場合要連絡とな

っている。そんなに国民が情報を広めるのがいやなのか？一昨年も去年もこの知財推進計画意見募

集でこの点意見したがいまだ改善がない（なお、一昨年と昨年意見した経済産業省 HP については

リンクフリーとなり改善されている）。こんな状態で「リンク」を規制ターゲットにしようとする

前に省庁がまずは己自身を正すべきだ。身内の男女共同参画局 HP のリンクひとつどうにもできな

くて、何が「国家戦略」、どうやって国をかけた国際交渉 TPP で勝てるのか理解に苦しむ。 

 

・『利用規約』 

http://www.meti.go.jp/main/rules.html（経済産業省 HP) 

 

・『この HP について』 

http://www.gender.go.jp/main_contents/category/notice.html 

（内閣府男女共同参画局 HP)   

 

６ 出版隣接権について 

 

いわゆる、出版隣接権の話がでている模様であるが、まともなフェアユース規定もない我が国に

おいて、権利者の意思とは関係なくアクションを起こせる権利を別に設けるとなると、いわゆる「二

次創作」「パロディ」はどうなるのか、過剰委縮、ひいては表現、言論弾圧、ネット殲滅にならな

いのかという問題、「著作者人格権」との兼ね合い、バッティングの問題、著作者が出版社との契

約の際、実際にこの権利を出版社に与えるかどうか決定する自由が保証されるのか、事実上の強制

契約になるのではという問題がある。 

 

また、さらなる重要問題として、この出版隣接権はどのような性質を予定しているのか？ 

著作権を持っている者の意思とは関係なく、 この権利は譲渡、貸与、相続、時効の点はどうなの

か、特に「借金のカタ」になりえる性質まで予定しているのか？ 例えば、この権利を持つ出版社

が倒産した場合、借金のカタとしてこの権利も流れていき、海外企業が手中にする可能性もあるの

か？という問題だ。これは「借金のカタ」にかぎらず、単なる譲渡や貸与、あるいは会社自体の買

収でも 考えられる話だが、この隣接権が流れ流れて、海外企業がアクションにのりだす、日本人

が日本のコンテンツに関し、海外企業の監督、監視を受けてしまう、そしてそれは海外企業が日本

人の表現や言論を監督、監視することでもある。 著作権自体の譲渡となると、どうしても著作者

も抵抗があることも多いだろうか、この隣接権となると、今までよりは抵抗が一見少なく感じるか

もしれない。今まで日本のコンテンツ権利の海外流出を防いでいた隠れたる防御壁がなくなってし

まうおそれがある。 

なお、先の TPP 意見募集結果、「The American Chamber of Commerce in Japan」からの意見中、

日本の（著作権）権利者はその国内コンテンツについて米国にライセンスを与えることを断ってき

た、と読める記載もある。どうもこの点、米国のコンテンツを売りこむというよりは、日本の権利
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自体が欲しいのか？と思えてしまう。 

 

・『The American Chamber of Commerce in Japan』からの意見（英文）  

http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=USTR-2011-0018-0038  

（米国電子政府 HP)  

 

加えて、「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議・報告」見るに、「出版物に係る権利

処理については、当該出版物を発行している出版者が著作権者等に係る情報を把握している場合が

多く、権利処理の窓口としての役割を一定程度果たすことが期待される。」 「出版物の二次利用を

望む主体は、出版者等に対して、その旨申し込むことで権利処理に係る調整を行うことができるも

のと考えられる」という記載もある。 

 

・『電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議・報告』 

http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/kondankaitou/denshishoseki/pdf/houkoku.pdf  

（文化庁 HP)  

 

フェアユース規定もロクなものができていない今、このような「隣接権」を管理する機構ができ

るとなると、国民はその判断の難しさ、しかも権利者の意思とは別に、絵一枚、文ひとつ書くにも

過剰委縮の末、金銭を払わないとならなくなるのかという問題がある。 

これでは新しいものは生まれない、また、これこそ表現・言論弾圧機関の たるものだ。 

（しかもこの管理機構は「天下り」「税金投入」も予定されているとしたらますます許されない）

さらに前述のように、この隣接権の性質によって、また、出版社の倒産等によって海外企業が隣

接権を手にいれ、この管理機構にのりこんでくるおそれもあるが、これまた海外国による日本の表

現、言論監視、弾圧を招いてしまう。TPP は外資参入規制撤廃路線、しかも投資の紛争処理も入っ

ており、OECD コードの点考えても、株取得等外資規制も難しい。前述のような管理団体も、例え

ば、「公益法人」にするにしても、ここも外資参入自体は原則制限していない。この隣接権の海外

流出についてはノ―ガードではないのか？ 

しかも散々日本人から吸い上げたその収益、これは海外におちてしまうおそれはないのか？TPP

によって「税制」はどうなるのかにもよるが、TPP は「投資」分野もあり、この点、先の米国 TPP

意見募集結果、「US-JAPAN BUSINESS COUNCIL」からの意見中、 

円移転システムについて「resident」と「non-resident」の区別を廃止せい、いうことも記載され

ている。 「「resident」と「non-resident」の区別」は、「外国為替及び外国貿易法（外為法）」に

おける対内投資の条件、また、「租税特別措置法」の非課税措置にも存在する。 

 

・『US-JAPAN BUSINESS COUNCIL』からの意見（英文）  

http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=USTR-2011-0018-0027  

（米国電子政府 HP)  

 

・『全国銀行協会からの意見書・要望書』  

http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/opinion/2011/07/14170000.html （全国銀行協会 HP)  

 

・『新しい非居住者債券所得非課税制度について』  

http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100518-1/01.pdf （金融庁 HP)  

 

散々、莫大な血税かけてクールジャパンだの規制だの管理機構だの血道をあげて作ったあげく、

この著作隣接権を通し海外企業に権利を事実上流す、しかも管理機構による国民締め上げ＆金銭徴

収、利益は海外へ、このような流れを作る危険が TPP によって否定できない現在、この「隣接権」

を推奨推進するとなると、それは「国を売る者、「売国奴」」というものであり、断じて許されない

ことである。 

 

なお、この出版隣接権については、経団連の方でも権利者の権利がないがしろにされるおそれもあ



「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けた意見募集 

【個人からの意見】 

35 
 

りいい顔をしていない、また、「電子出版権」という形の別案もでているが、こちらの方が権利者

意思を尊重できるので妥当である。 

 

・『経団連「電子出版権」を提言 出版業界が求める「著作隣接権付与」には難色』 

http://www.j-cast.com/2013/02/22166551.html（j-cast ニュース） 

 

７ 一般的「フェアユース」導入について 

 

以上のように、TPP による私的ダウンロード処罰や非親告罪化、プロバイダ責任制限法にまつわ

る問題、隣接権の問題を抱えている現在、国民の表現、言論、ネット利用、人身の自由を確保する

ためにも一刻も早い「一般的フェアユース」の導入が至上命令である。 

これについてはシンガポールのフェアユース（フェアディーリング）がいち参考になるのではと

思う。「一般規定」と「個別制限＆解説」の混合型というところであるが、権利者の権利と文化の

発展、表現の自由保護の点からもバランスがよく、「基準」形態になってもいてわかりやすく思え

る。 

 

・『その他の諸外国地域における権利制限規定に関する調査研究』（H21/3 月） 

 （２５P～） 

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/houkokusho_090626.pdf（文化庁 HP） 

  

以前の韓米 FTA に伴う権利強化とフェアユース規定についてであるが、米国・シンガポール自由

貿易協定（FTA）にあたり、2005 年の著作権法改正法施行により、ネットを通じた不法ダウンロー

ドについて規制強化した際、「公正使用（FairDealing)の範囲の拡大」もなされている。理由はと

もかく事実として貿易協定による規制強化に伴い公正使用拡大をしている国もあるということだ

が、同じ「海外が～」「海外でわ～」と言うならば、こういうところをまず見習って頂きたい。 

 

「フェアユース」に関する話として現在、文化庁の「パロディワーキングチーム」が動いている

が、このワーキングチームの会議は議事要旨の公開だけで議事録公開もなくどのような話がでてい

るのか内容が不明である。公選されたわけでもない会議委員各位が議事録公開もなく発言責任を問

われることもなく好き勝手なことを言っているのでは無責任な話であるので、この「パロディワー

キングチーム」の会議議事録を早急に全公開して頂きたい。議事録公開がない以上、このワーキン

グチームからでてきた結果、ひいてはフェアユースの内容については関係委員全員の連帯責任とい

う理解にならざるをえない。 

・「「パロディワーキングチーム」（議事要旨）」

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/parody.html（文化庁 HP） 

そもそも前述の「コンテンツ強化専門調査会（第１回）議事録」の中山本部員の発言によると、

平成 24 年著作権法改正において「名も実もない」ようなフェアユースになってしまったのは文化

庁の文化審議会の妨害（としかいいようがない）によるものであり、この時期に及んでいまだフェ

アユースができていない失態の責任は文化庁にもあると思えるが、このような所がフェアユースの

音頭を今とっているということ自体、ブラックジョーク、 

何をやっているのか不安で仕方ない。 

 

また、フェアユースに関わる話として、オバマ大統領の 2013 年貿易政策アジェンダ中、米国は

著作権や商標、特許等の保護や実行（強制）に関する貿易事項につき議会や stakeholders により

構築し続ける、また、2012 年米国提案において、TPP 参加国に対し義務批評や意見、ニュース、教

育、学習のための著作権権利制限とのバランスを達成する様、TPP 参加国に対し義務、という記載

がある。 

 

・「THE PRESIDENT’S 2013 TRADE POLICY AGENDA」 
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http://www.ustr.gov/sites/default/files/Chapter%20I%20-%20The%20President%27s%20Trade%2

0Policy%20Agenda.pdf  

（米通商代表部 HP 英文） 

 

また、サンディエゴの TPP 話し合いにおいても、米通商代表部は著作権権利の例外に関し、話を

もちこんでいる。 

 

・『USTR Introduces New Copyright Exceptions and Limitations Provision at San Diego TPP Talks』

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/blog/2012/july/ustr-introduces-new-copyrig 

ht-exceptions-limitations-provision（米通商代表部 HP 英文） 

 

以上の点からすると、「フェアユース」についても TPP で関係条項が入っている、または米国流

の米国の希望する内容の「フェアユース」が TPP 参加国に義務づけられるのか、この点確認する必

要があり、また、そもそも絵一枚、文章一文書くのに何故、特定海外国の希望スタイル下でやるこ

とを強要されるのか、主権国家として甚だ理解できない。 

 

また、以上のオバマ大統領の貿易政策アジェンダには著作権権利の例外として TPP 参加国に対し

義務批評や意見、ニュース等、各種著作権権利制限が並んでいるが、ここにパロディと二次創作も

付け加える様、オバマ大統領や米通商代表部に働きかけて頂きたい。 

 

なお、英国の方で、著作権権利者の許諾なくして利用できる範囲を広げようという動きがある。

パロディについても著作権権利の例外として記載されており、この点、米国よりも英国の方が日本

が組むべき相手と考える。 

 

・『英国政府が著作権法の制限規定見直し案を示したレポートを公表、英国図書館が歓迎の意を表

明』 

http://current.ndl.go.jp/node/22589 

（カレントアウェアネス・ポータル、国立国会図書館） 

 

・『MODERNISING COPYRIGHT:A modern, robust and flexible framework』 

http://www.ipo.gov.uk/response-2011-copyright-final.pdf 

（イギリス知的財産庁 HP・英文） 

 

 「英国における著作物の利用をより自由なものとするために著作権の制限規定の拡大などを行

うという案を示しており、主に次の 10 の領域について述べています」ということでパロディも

入っている。また、「併せて、この変更が英国にもたらす経済効果は向こう 10 年間で 5億ポンド

以上であると見積もっています」との記載もある。・ 

 

また、以下の話も。 

 

・『「欧州著作権コード」提案』（立教大学上野達広先生の資料より） 

 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kokusai/h24_03/pdf/siryou2.pdf 

（文化庁 HP) 

 

「「第５－2条権利制限」（e)→目的上正当範囲ならば無断・無報酬利用ＯＫにカリカチュア、パ

ロディ目的利用も入っている」 

 

 ちなみに、米国と EU。大西洋貿易＆投資協力交渉開始という話もでている。 

 

・『U.S., EU Announce Decision to Launch Negotiations on a Transatlantic Trade and  

Investment Partnership』 
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http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2013/february/statement-US-E

U-Presidents（米通商代表部 HP・英文） 

 

８ TPP「原産地規制」分野について 

 

TPP「原産地規制」分野については自動車の関税が問題、話題になっているが、これは TPP にお

いて、対日本以外の TPP 参加国にとっても同じなのか？、他国は日本がくらう、くらっている関税

比率ではないのか？という問題がある。輸出に際し、貿易で協定を結んでいる国が、別の第三国の

原料なり加工なりを使いブツを作り、協定による有利な関税でその協定国に輸出する、ただこの場

合、その輸出先国は原料や加工に関するその第三国に 

対しては高い関税を設けているとなると、これでは事実上、その第三国に高い関税かけた意味がな

い。そこで、「原産地規則」なるものがあって、こういう「すりぬけ」を防ぐことになるわけだが、

これは、自動車以外、例えば、コンテンツ関連商品についても同じような問題が考えられるのか？

TPP に参加した場合、日本のコンテンツ関連商品についてその制作に関し海外国（やその海外国

で資材調達）関与もある場合、その関与比率やどこの国を使ったかによっては TPP 参加各国にその

日本のコンテンツを輸出するにあたり高関税になる可能性はあるのか、この点、念のため確認して

おくべきと考える。 

ちなみに、平成 24 年 3 月段階での話だが、「原産地規則」分野に関しては以下の情報になってい

る。 

 

・『TPP 協定交渉の概括的状況及び分野別状況』 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/1/20120329_1-2.pdf 

（内閣官房 HP) 

 

 「「累積」を採用することで意見が一致しているが，その適用については，ＴＰＰ協定発効時点

から全ての産品について可能とするか，全締約国の関税が撤廃された後の産品についてのみ可能と

するかについて意見が分かれているとの情報」 

 

※「累積」 

「例えば締約国Ａが，締約国Ｂで生産された原材料を使用して加工品を生産し，締約国Ｃに輸出す

る場合，Ｂ国産の原材料をＡ国産のものとみなして原産地を定めることを認めるもの」 

 

９ 人権侵害救済機関法案（人権委員会設置法案）に関わる問題について 

 

法務省の方で、いわゆる「人権侵害救済機関法案」について画策、動きがあったが、この法案は

言論、表現弾圧の危険があるということで物議をかもしていた。この点、審理官に外国籍者も採用

するよう意見書をだしている業界団体もある。日本人が外国籍ある者に「審理判断」されないとな

らないのか、主権国家として問題がある話だが、この「人権侵害救済機関法案」がターゲットとす

る「人権」に「著作権」も入るのか？という問題がある。 

TPP による前述のような規制強化や権利流出がきて、なおかつ審理官が外国籍の者となると、日

本人の表現、言論が海外国の管理下になってしまう。この点、「北朝鮮映画事件」という判例がで

ている。 

 

・『 高裁平成２３年１２月８日 著作権侵害差止等請求事件』 

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111208164938.pdf（裁判所 HP) 

 

この判例によると、承認していない国に関し、その国の国民の著作物は著作権法の著作物ではな

い、ということであるが、もし、「著作権」が「人権」、人間であるが故に当然持つ権利であるとし

たら、承認国かどうかにかかわらないはずである。この判例によっても、「著作権」を「人権侵害

救済機関」のターゲットにすることはできないと考える。 

 



「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けた意見募集 

【個人からの意見】 

38 
 

政権交替し新政権になったわけだが、現政権は総合政策集において、前政権の「人権委員会設置

法案」に断固反対」とのこと。TPP も絡んでいる現在、法務省のこの法案に関する勝手な突っ走り

は慎んで頂きたい。 

 

・『J ファイル 2012 総合政策集 自民党』 

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/j_file2012.pdf（自民党 HP） 

 

１０ 「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」について 

 

 著作権権利者の著作物利用「許諾」の管理に関し、以下の話がでている。 

 

・『第 8回コンテンツ流通促進シンポジウム『著作物の公開利用ルールの未来』 

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/seminar/contents_sympo8/index.html 

（文化庁 HP） 

 

「文化庁では～著作物の公開利用に際して，著作権者があらかじめ一定の利用条件を付した意思表

示を行うことにより，利用者が利用の都度，著作権者の了解を得る必要がない意思表示の仕組みと

して独自のシステムの構築を検討～」 

 

「アメリカの民間団体が運営するクリエイティブ・コモンズ・ライセンス（以下「CC ライセンス」）

が急速に普及～。文化庁では政府がシステムを構築し運営することは困難であり，CC ライセンス

を「代替可能な優れた仕組み」と評価した上で，CC ライセンスとの連携協力を視野～」 

 

 ここでいう「連携」とは何を意味する、予定しているのか？文化庁が権利許諾についての情報提

供を受け、許諾違反の法的措置手伝いや料金徴収もする予定はあるのか？絵や文章に関する

「JASRAC」の創設を予定しているのか？絵や文章（政治表現も含む）に関し、国の関係機関である

文化庁が権利者許諾に関し違反行為かどうか権利者に代行することにより実際上判断し料金徴収

という名の取締りを事実上担当する、これは「検閲」に等しいことであり、行政による言論、表現

弾圧にも繋がるので、このような「連携」を予定しているとしたらやめて頂きたい。 

 

 また、このような「権利許諾管理」について、国の関係機関である文化庁が特定のいち私的団体

と組むということは、他の私的団体や会社、事業主の同じような管理ビジネスの 

参加を排除、特定私的団体が独占することにもなりかねないので文化庁の特定私的団体への関与も

やめて頂きたい。TPP による非親告罪化の可能性という危機に乗じた、「火事場泥棒」的な関与、

権利ビジネスの一人独占は許されない。このような独占は独占禁止法上も疑義があると考える。 

 

１１「知財」や TPP 体制の管轄、組織、権限、関係会議、関係メンバーについて 

 

以上、前述のように、TPP も目前に迫るこの状態、知財体制も TPP を意識せざるをえないが、TPP

を扱うには「適性」が必要である。まず、己の業界、分野しか見えない、考えない者は向いていな

いが、もっとも適性がないのは、TPP は国と１億３千万国民がかかっている、ということを自覚し

ていない者だ。 

 

この点、根本的に、著作権の管轄を、文化庁から移すべきである。文化庁が今までやってきたこ

とは、TPP というものを意識してますますわかるが、米国の意向の「出先機関」 

としか言いようがない。「日米経済調和対話協議記録・2012 年 1 月 27 日」中、「日本国政府は～

近の保護期間延長に 係る国際潮流，米国及び他の貿易相手国との意見交換，並びにこの問題に関

する国内での議論を考慮した上で，必要に応じて検討を継続すること，についての説明を行った」

という記載があるが、TPP のこともあるのに、もう米国の意向に 

従うかのように動いているのではないか？ 
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また、前述の米国 TPP 意見募集結果、「The American Chamber of Commerce in Japan」  

からの意見中にも、文化庁の名前もでており、今まで、過去において米国のお手伝いしていた、し

てくれたと思える記載もある。米国の単なる「出先機関」に過ぎないのならば、いっそ直接、米国

通商代表部、あるいはオバマ大統領と話した方がはるかにいいぐらいだ。まして、前述、コンテン

ツ強化専門調査会議事録中、中山本部員の発言によれば、TPP 目前にしてフェアユースがいまだで

きていない原因は文化庁の関係審議会の妨害による、文化庁の大失態であり、これ以上国の財産と

国の根幹たる言論・表現の自由を文化庁にはまかせておけない。この点において TPP はいい機会で

もあるので、この際、著作権の管轄は総務省に移す、または 低でも、文化庁（文科省）や特許庁、

総務省等、既存の省庁とは関係ない、既存の人員、体制とは独立した「著作権局」を中山本部員を

中心にして作るべきである。 

 

 また、TPP について「首席交渉官をトップとする事務局を新設することを明らかにした。各省庁

から「えり抜きを選定した 強のチーム」」という以下の報道がある。 

 

・『ＴＰＰ:首席交渉官、新設 首相表明「農業・食、必ず守る」』 

http://mainichi.jp/select/news/20130319ddm002020092000c.html（毎日ニュース） 

 

 TPP について特別編成チームを作ること自体は賛成である。現在、以上のように各省庁が勝手に

各々動き、交渉前に「カードを切る」「オウンゴール」をされては国益を考えた総合判断ができる

わけがないからである。ただ、この特別編成チームの権限は TPP に関することについては政府の経

済関係会議（いわゆる「三本の矢」会議）よりも上にすべきである。前述のように TPP は国と国民

を考えた総合判断が必要であり、己の業界、己の会社のことしか考えない、考えられない者には関

与する適性がない。政府の経済関係会議の各員から「ヒアリング」すること自体は大いにけっこう

であるが、TPP に関する上位権限、「参謀本部」としての機能はこの TPP 特別編成チームにもたせ

るべきである。また、知財戦略本部（関係会議）や文化庁（関係会議）も TPP に関してはこの TPP

特別編成チームの下としてここに従うべきである。この TPP 特別編成チーム、「TPP 参謀本部」に

ついて、TPP に反対している国会議員、例えば、城内実議員や森山裕議員も関与メンバーに参加し

て頂くべきである。この先、TPP の問題点がわからないと対策、対処の仕様がないので、反対して

いる者の方がこの点、逆説的ではあるが適任である。城内実議員は外務省勤務経験もあり英語やド

イツ語も堪能、森山裕議員は、先の米国政府が行った TPP 日本の関心についての意見募集で集まっ

た意見につき、日本からの意見も含め全て目を通しているとのこと。また、日米安全保障のことも

あるので、佐藤正久議員にも、この TPP 特別編成チームにあたり防衛面からのアドバイス、相談役

もお願いしたい。この TPP 特別編成チームの「知財」パートについては、TPP における「フェアユ

ース」の重要性を も理解し、孤軍奮闘されている中山本部員も是非、配置、参加して頂きたい。

 

 「知財戦略」といっても、その「土台」、TPP や各分野との関係、総合判断は無視できないので、

この点、ふさわしい人材を配置することをお願いしたい。 

 

No. 意見 

27 

御意見： 

《全文》 

以下の事項を盛り込むべきと考える。 

 

・二次創作同人誌など、これまで著作権管理者が著作権侵害を「とりたてて調査もしない、訴追

もしない」有償かつ非営利の利用について、法整備を行うべき。 

 具体的には、漫画家 赤松 健氏が提案しているような、二次創作事前許諾の仕組みや、クリ

エイティブ･コモンズなど。 

 

・規制強化と違法の訴えではなく、文化の発展、イノベーション促進につながるような啓発事業

を、法に規定するべき。 

関係省庁および業界団体の『啓発』は、知的財産権の規制ばかりである。そうした主張ではなく、
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「このように法的手続きを行えば、大企業ではない、個人単位でも著作権侵害せず、かつ適正価

格で著作物を利用できる」 

ことを周知徹底すること。 

 

一部の知的財産権侵害を対症療法的に規制するばかりでは、消費が先細りするばかりである。 

『消費』、この場合は著作物や知的財産の二次利用を促進してこそ、個人単位のコンテンツ発信

者による『消費』が活性化すると考える。 

 

No. 意見 

28 

御意見： 

１.フェアユースについて 

 早急に導入すべき。著作物の保護も尊重すべきだが、個人による私的複製などの一定の利用を

自由化して欲しい。米国のフェアユース導入による経済効果は４兆５０００億ドルとなってお

り、経済面においても大きなプラスとなることが推測される。 

２.非親告罪について 

 絶対反対。必要性を感じない上、これが施行されればアニメ・漫画のパロディが主にあり経済

効果約１００億円と言われているコミックマーケットの利益を大きく損なうものになり、経済的

損失は免れない。これは商業誌にも当てはまるので、パロディを扱う作品にも少なからず影響を

与えるものである。 

３.スリーストライク法について 

 絶対反対。権利者による都合のみが優先され、個人に与えられる表現の自由と通信の自由を奪

うものにほかならない。 

４.法定損害賠償について 

 絶対反対。これが導入された場合の知財訴訟は激増の一途をたどるものになり、著作権侵害の

内容に重点が置かれなくなる恐れがある。 

５.違法 DL 対象の全著作物への拡大 

 絶対反対。映像、音楽に対する違法 DL 刑罰化が施行されているが、これによる違法 DL は減っ

ても CD 等の大きな売上回復には至っていない。すなわちこれを拡大したところで結果は見えて

いる。必要性を感じない。 

６.出版社などに著作権に準じる「著作隣接権」を与える法制定について 

 必要性を感じない。利点よりも問題点の方が多い。これにより海賊版を必ずしも根絶できるよ

うなものでもないし、作品１つに対する権利をもつ人間が増えるので権利上何らかの問題が発生

した場合、作品を作る作家側の意見が蔑ろにされる恐れがある。 

７.児童ポルノの単純所持と創作物への取締について 

 上記の２つには絶対反対。児童ポルノの単純所持と現実に被害者のいないアニメ・漫画などの

創作物に対する児童ポルノ適用はありえない。この２つの適用によって逮捕者が爆発的に増える

と予測され、これでは本当に被害を受けているこどもの救済が遅れることになるのは確実で、本

末転倒である。さらにこれの適用がなされた場合、アニメ・漫画の表現が縛られ大きく萎縮する

のは明らかである。 

以上。 

 

No. 意見 

29 

【要旨】 

以下の文章は、「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の両方に付いての意見

である。 

 TPP で求められると思われる著作権侵害の非親告罪化や著作権保護期間の延長、全著作物への

ダウンロード違法化の拡大、ISP の間接侵害責任、法定賠償制度等、文化産業の発展の阻害、検

閲、表現活動やネット利用のリスクを不当に高めかねない方策には断固反対する。また、著作者

の権利を蔑ろにされ、出版社の権利が肥大化されかねない著作隣接権を出版社に付与することに

も反対である。 
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【全文】 

 著作権侵害の非親告罪化が現実のものとなると、今まで黙認されてた同人誌が摘発し放題とな

りかねず、オリジナル作品すらも摘発の対象となりかねない。そうなると、漫画、アニメはもち

ろん、音楽活動も萎縮しかねない。後述の日本の著作権制度の厳しさを考えればなおさら導入す

べきではない。 

 

 法定賠償制度の導入やダウンロード違法化を全著作物に拡大し、さらに罰則もつけるとなれ

ば、インターネットの利用を不当に萎縮させるのは目に見えている。違法にアップロードする者

を徹底的に取り締まるべきである。よって、それらには反対する。 

 

 ISP の間接侵害責任は憲法で禁止している検閲に結びつきかねないので反対する。 

 

 昨年、著作権法が改正されたものの、依然として日本の著作権制度は世界一厳しいといっても

過言ではない状態である。そうした状態で著作権保護期間を延長すれば二次利用、二次創作に利

用可能なコンテンツが減る事によって作家の創作意欲の減退につながりかねない。上記に加え、

著作権侵害が非親告罪化されるとなると、それはすなわち日本とアメリカの著作権制度の悪い点

ばかり取り入れるということになる。それは絶対にあってはならない。よって日本は早急にアメ

リカのような真のフェアユースを導入すべきである。 

 

 出版社に著作隣接権を付与する事が議論されている。音楽産業のように自動的に付与されると

なると著作者が自らの著作物を利用しにくくなり、出版社の権利が肥大化されかねないため反対

である。経団連が電子出版権という制度の創設を提言している。著作者の意向を 大限に尊重さ

れるシステムであり、そのような制度の創設が望まれる。 

 

No. 意見 

30 

御意見： 

昨今の知的財産、著作権保護強化の流れは、著作物に関する権利を強化し、保護権益を強めよう

とする動きが顕著である一方、規制が強すぎるために、情報の受け手側や創作者自身が萎縮しか

ねないものになっているのではないかと思います。 

 

 著作者も利用者であり、また、情報の受け手としての立ち位置を常に持ち続ける以上、過度の

規制強化に直面した際、こうむる問題を無視することはできず、著作者の立場からも、行き過ぎ

た規制強化には賛成しかねるものです。 

 

 具体的には、「著作権の非親告罪化」は、著作者の黙認で成り立っている部分が大きい、いわ

ゆる二次創作の分野に対して壊滅的なダメージを与えかねず、ファン層への萎縮のみならず、将

来の創作者を生み出す土壌に打撃を与えかねない懸念があり、また、創作者としても、いたずら

に作品の類似性を指摘されることで、法的処罰の対象になるのではないかという点でのリスクの

高まりや萎縮によるダメージが懸念されることから、賛成することはできません。 

 

 また、公式非公式を問わず、情報取得者への処罰規定は、知的財産保護の意味からも極めて厳

しい規程であり、その適用には極めて慎重性が求められると思われますし、現状以上の範囲拡大

はなされるべきではないと思います。 

 

 知的財産は、有形物、あるいはデジタルデータ等によるコンテンツですが、知的財産を生み出

すのは、創作者という「人」であり、コンテンツを評価し、価値を与えていくのも、利用者とい

う「人」です。そして、何かのコンテンツを創作した人は、他のコンテンツの利用者でもあり続

けます。 

  

 コンテンツという「物」を守るだけではなく、著作者も利用者も守る、自由に使っていく権利

を一定以上保証するというような考えがあってはじめて、本当の意味での「知的財産の保護」や
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「コンテンツの振興」が成り立っていくのではないかと思います。 

 

No

. 

意見 

31 

・「知的財産推進計画 2013」「知的財産政策ビジョン」に関する意見です 

《要旨》 

・既存の企業の保護より将来の産業の発展、国際調和が根拠のときは他国に引きずられず国益の視

点を忘れないように 

《全文》 

「知的財産推進計画 2013」ならびに「知的財産政策ビジョン」を策定するにあたって、念頭におい

て頂きたいことが二つあります。既存の企業を保護するあまり将来の産業の発展を妨げることがな

いようにして頂きたいことと、「国際調和」を思考の根拠にするときは、それが欧米諸国に引きず

られた結果ではなく本当に国益を検討した上での判断か、という視点を忘れないようにして頂きた

いことです。 

 

・「知的財産推進計画 2013」「知的財産政策ビジョン」に関する意見です 

《要旨》 

・職務発明の帰属問題については発明者の動向を考慮して長期的視点で考える 

《全文》 

初の「既存の企業を保護と将来の産業の発展」の点について述べたいと思います。まず、職務

発明について「使用者に帰属させるべき」という意見があったのですが、発明者は立場が弱くなれ

ば、発明の代価についてより良い条件を提示する海外の企業に移籍するのではないでしょうか。 

サムソンによる日本人技術者の引き抜きがいい例だと思います。高額の年収で海外企業に移るので

あれば、発明の代価は年収より非常に高額なのでその傾向が一層強まると思います。 

その結果、短期的には既存の企業からしてみればトラブルが減って一見いいことのように思います

が、長期的には発明する能力のある人材は就職時から海外を目指し、国内企業の発明能力が低下す

る、ということにもなりかねないと思います。その意味で、知的財産政策ビジョン検討ワーキング

グループ（第２回）で配布された［資料５］の P.6(PDF8 枚目)に「発明奨励の従業者のインセンテ

ィブは、企業戦略に委ねることが適切である。」とあるのですが、長期的な影響まで考慮したとは

思えず、不安が残ります。 

また、「[資料 1]これまでの専門調査会・ワーキンググループの議論を踏まえた論点整理（案）」

P.13 の発明の動機についての調査で「発明をする動機として金銭的報酬が重要だと指摘した発明者

は、日米とも多数派ではなかったものの一定程度存在。」とありますが、これは現在所属している

企業に留まり続ける理由を問うたものではないので、この調査で発明者の金銭的報酬を軽視するこ

との無いよう注意して頂きたいと思います。 

 

・「知的財産推進計画 2013」「知的財産政策ビジョン」に関する意見です 

《要旨》 

・作家にとって電子出版許諾時の機会があることは出版社にとっても参入と競争のいい機会になる

《全文》 

次に、知的財産政策ビジョン検討ワーキンググループ（第１回）で著作隣接権について電子書籍

の出版の際に「改めて電子書籍を発行するときには許諾をとるという、負荷をかけないような、そ

ういう意味での契約書の締結を進めていかなければいけないだろうと思います。」という意見があ

ったのですが、これも既存の企業、出版社の権利付与に重点を置いた見方だと思います。 

作家と出版者の力関係からすれば、作家の初出版時、即ちデビュー時は出版社のほうがはるかに強

大な力を持っていると思います。だからこそ書面による契約締結を行わないのが慣習になったので

はないでしょうか。 

それならば、作家にとって電子書籍の許諾するときは出版社を見直すいい機会であると思います。

この機会が無くなれば、作家にとって身を立てられるかどうか、というときに電子出版の契約まで

決定されることになり、そんな硬直化した業界に以前ほど憧れを抱けるか疑問です。 

また、作家にとって出版社を見直す機会はこれから電子書籍に参入する企業にとっても機会があ
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るのと同様であり、それが無くなるのは却って出版社の、特に電子書籍の分野において競争する機

会を奪い、将来の出版産業の芽を摘むことにならないか懸念してます。 

私は、数十年後には電子書籍に特化した出版社が覇権を握っている可能性もあると思っています。

この、作家のデビュー時に電子書籍の契約まで行う、という考え方は、作家は出版社にとって外部

の対等な発注先ではなく新入社員のようなものであり、社員は 初に入社した企業に終身まで雇用

されるのが普通であり理想である、という考え方が背景にあるように思えます。私は、現在は社員

も有利な雇用条件を求めて所属先を移動し、景気に左右されるものの終身雇用は社員を語る上での

モデル・ケースにはならないと考えてます。 

 

・「知的財産推進計画 2013」「知的財産政策ビジョン」に関する意見です 

《要旨》 

・日本は著作権の保護期間を短縮し過去作品への接触を容易にすることで日本の現代の作品を世界

に広められる可能性がある 

《全文》 

次の「国際調和と国益」の点について述べたいと思います。 

私が懸念しているのは著作権の保護期間の延長の件で、日本としては世界的に延長の傾向があるか

らこそ、日本の作品については保護期間を短縮したほうが国益にかなうのではないかと思っていま

す。 

まず、保護期間を短縮し、過去の作品の利用を容易にすればその分国内外の利用が高まるでしょう。

特に海外で日本の作品に慣れ親しむ機会が増えれば、作品から著作権に基づく利益は得られないも

のの、それによって現代の、つまり著作権が切れてない日本の作品に関心が向き収益が入るのでは

ないか、と思っております。 

言い換えれば、過去の作品に現代の作品の間接的な宣伝効果を期待できないか、ということです。

奇しくも本日、「米国議会図書館著作権局が 20 日（日本時間 21 日）にも下院の法務小委員会に対

して現行の著作権法を全面改正するよう要請する見通し」という記事が流れてきました。(ガジェ

ット通信)ディズニー涙目?  米著作権局が議会に「保護期間短縮」を近く要請か

http://getnews.jp/archives/300502(techdirt 元記事) 

http://www.techdirt.com/articles/20130315/09225322338/surprise-register-copyrights-ex

pected-to-call-reduction-copyright-term.shtml オーファン・ワークス（孤児著作物）問題の対

処が中心であり、この意見募集の締め切り後にはまた状況が変わっていると思いますが、仮に保護

期間が短縮されれば結果として先に述べたことと同様の効果をもたらす可能性があると思います。

付け加えるなら、米国の著作権が切れた作品を利用するのに有利な立場にいるのは米国人であ

り、これは言語・習慣等の問題や「そういう作品が存在する」という点も含めた作品に関する知識

の面でも明らかといっていいでしょう。 

具体的には、著作権上の事情で映画化されなかった米文学なりアメリカン・コミックなりを全世界

で上映する、ということも有り得るわけです。その分、他の国の文化は追いやられることになりま

す。同様に、日本の著作権が切れた作品を も利用するのに有利なのは日本人です。著作者の利益

を差し引いても上記の論理で国益に直結する糸口になるのではないでしょうか。 

また、宮沢賢治やゴッホのように死後評価された作家を引き合いに出し、保護期間を延長しない

ことでそれらの作家の著作権から得られた収益が得られない可能性を懸念する声もあるかもしれ

ませんが、情報に接触することが容易な今の世の中で、「死後発掘されて、現代に多大な影響を及

ぼす作品」が現れることは、もうほとんど無いのではないと思います。 

 

・「知的財産推進計画 2013」「知的財産政策ビジョン」に関する意見です 

《要旨》 

・TPP の著作権に関する非親告罪化や法定損害賠償については議論の動向の監視を怠らないように

する 

《全文》 

後に、現在 TPP に関する著作権の話題がネット上に流れています。著作権の「非親告罪化」や

「法定損害賠償」は、「知的財産推進計画 2012」や「これまでの専門調査会・ワーキンググループ

の議論をふまえた論点整理」ではあまり触れられていなかった論点だと思います。 
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私は作品利用に関する習慣を大いに不便かつ理不尽に変えうる、という点で「非親告罪化」と「法

定損害賠償」には反対なのですが、知的財産戦略本部の頭ごなしに TPP の交渉が始まり、国民的議

論も無しにこれらが決定されないか不安です。この動きに関しましては、今後も議論の監視を怠ら

ぬようお願い申し上げます。 

 

No. 意見 

32 

知的財産戦略や知的財産推進計画全般に関する事項 

 

・ＴＰＰ参加に際しての知的財産の慎重な取り扱いを希望 

ＴＰＰ担当相甘利氏は知財を成長戦略の一つとして有効と発言されているが、海賊版対策とし

ては中国が参加しておらず期待できないものである。 

またＴＰＰの米国知財要求には日本の法律に入っていない規定が数多く、今後国内の足場固め

（フェアユース等）の無いまま要求通り法改正が行われた場合、悪意ある第三者によるクリエイ

ターの告発など、コンテンツ産業の混乱、萎縮が危惧される。 

一旦ＴＰＰで知財条項を受け入れてしまうと、以後はその尊守が国際的な義務となり、国民に不

利益や混乱が生じても変更が不可能となってしまう可能ならば、知財条項をＴＰＰの対象から除

くことを参加条件にして欲しい。 

 

・著作権刑事罰の非親告罪化に対する懸念、及びフェアユースの導入希望 

ＴＰＰ参加をきっかけに著作権侵害の刑事罰非親告罪化の動きが考えられるが、これは先に述

べたようにコンテンツ産業、創作文化の混乱や大幅な萎縮が予想され、今後成長させ世界へ発信

するはずのコンテンツそのものが壊滅するような打撃を受けるのではと危惧している。高額な法

定賠償金の導入にも同様の懸念がつきまとう。 

 

行き過ぎた著作権保護は表現の萎縮を招き、幅広い層へのアピールも困難になる。 

多くの人々に受け入れられやすくなるような制度の整備も必要なのではと考える。 

そのためにはアメリカで導入されているフェアユース制度のような、ある程度の著作物の複製や

二次使用を認める規定を設けるべきだと考える。 

以上 

 

No. 意見 

33 

御意見： 

＊の意見は推進計画 2013 及び政策ビジョンの両方に宛てさせていただいています＊ 

 

私の意見ですが、著作権の非親告罪化に反対させて頂きます。 

ＴＰＰにより著作権の非親告罪化をされては世界に誇れる日本の文化の一つであるアニメやゲ

ム・漫画などのコンテンツの大きな衰退を招くからです。 

他人の著作物で本格的に設けるのは駄目ですが、二次創作はアニメやゲーム等の業界の若手を育

てるのには打って付けの物だと私は思っております、今現在、かなり多くのアニメやゲーム･漫

画が出ていますがそれ故に自分の思うような物を作っても探せば意図しない所で著作権に触れ

てしまいそうな所もあったりします。ですので著作権を非親告罪化してしまいますと、若手の人

たちはそれを恐れてその業界にてを出さなくなり作り手が潰え壊滅的な衰退となるでしょう。 

現在、推進計画や政策ビジョンを行っている方々は年代的にも”大人はゲームやアニメ・漫画か

ら卒業しなさい！”という考えを持っている方が多いと思われますが、今の年代の若者にその考

えを押し付けるような事もやめて欲しいのです。 

・少し大げさかも知れませんが、私はこの二次創作という物には色々な可能性を感じております。

今現在、日本と中国・韓国の国民はかなりギスギスしており若者を中心にお互いの憎悪はかなり
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のものです。ですが、そういった国でも日本のアニメや漫画は人気があります、お互いが楽しめ

る物の一つがこの業界なんです。 

そして、そういった物の二次創作を行っているグループの中には中の悪い国の若者が入り混じっ

ている所もあるんです。 

お互いが好きな物を協力し合って製作活動をする、会社などではそれこそ著作権絡みでこうは行

きません。 

こういった二次創作の機会で中の悪い国の若者中心に改善することも可能だと私は思っており

ます、その為にもこういった機会を潰してしまう非親告罪化は反対です。 

 

また、親告罪でも下記の物は考えてもよいのでは？と思います。 

１：二次創作で得る利益に上限を設ける（例：販売金額-材料費が販売価格の 10%を超えてはなら

ない） 

２：意図しない侵害には必ず一度警告を入れる 

の二点です。 

・ 後ですが要約しますと、非親告罪化によって壊される若者の夢や業界、可能性は決して軽い

ものでは無く無下にしてはならない物。 

故に私は非親告罪化には反対という意見をお伝えさせて頂きます。 

 

No. 意見 

34 

御意見： 

《全文》 

・「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」両方に関してです。 

 

・模倣品・海賊版対策の推進につきまして。 

模倣品・海賊版の取り締まりについては、至急で取り組むべきことだと思います。特に中国など

の模倣品・海賊版については厳しい態度が必要だと思います。しかし、模倣品・海賊版の取り締

まりと、パロディ作品は別で取り扱うべきだと思います。 

 

その理由は以下の通りです。 

・模倣品・海賊版と、パロディ作品は本質的に違うものであること。 

（パロディ作家の解釈が加わり、オリジナル部分があること） 

・パロディ作品は、本作品へのファン活動の一環であること。 

・コミケなどのイベントでパロディ作品を発表する人の中から、多くの商業作家が現れているこ

と。 

以上のことから、パロディ作品への過度の締め付けは、市場の縮小を招くだけだと考えます。作

家が減れば、作品が減ります。コンテンツの縮小は競争力の縮小となり、不利益なだけだと考え

ます。パロディ作品に関しては、コンテンツの一つとして活用することが、今後の活性化にも繋

がると考えます。 

 

No. 意見 

35 

知的財産戦略全般に関する意見を提出する。 

1 著作権の親告罪の維持を希望する。国内でも 大規模のイベントであるコミックマーケット

の存在や同人書店の全国展開、ニコニコ動画や YouTube 等による UGC の広まりなど日本の状況を

考えると著作権非親告罪化は多くの国民にとって不利益であり著作者にとっても不利 益である

と考える。米国での Aaron Swartz 氏の自殺事件など著作権の非親告罪化は著作権を有する個人

や団体の意に反する結果を生み出している危険なものであり、断固として現在の著作権 が親告
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罪である現状を維持するべきである。  

2 フェア・ユースの導入を希望する。上記にも示したように日本の UGC、二次創作市場は世界

大規模であるにも関わらず日本国には米国 などのフェア・ユースにあたる法律がなく二次創作

やパロディが現在グレーゾーンである。これらが合法であることを明確にすることによって 二

次創作市場、UGC の発展に繋がり日本経済の復興にも繋がるものであると考える。また、TPP 参

加により著作権を非親告罪にしなければ ならない状態に陥った場合でもフェア・ユースの導入

はその被害を 小限に抑えることができるものである。  

3 政府による音楽・書籍等の電子化の推進を希望する。現在の日本では音楽・書籍等のコンテ

ンツを合法的に手に入れることが満足にできな いにも関わらず、違法ダウンロード刑罰化など

による規制ばかりが先行して行われている。外国の有償音楽配信サービスや電子書籍の普及率に

比べ日本のこれらの普及率は著しく低く、これらが普及すればその分野のさらなる発展が期待で

きるものである。 

 

No. 意見 

36 

[意見の要旨] 

知的財産政策には、私有財産となる知的財産の形成への支援だけでなく、知的公共財あるいは公

有知的財産の整備が必要です。 

これには、知的私有財産の権利が切れたもののほかに、地球環境観測データや社会統計データが

含まれます。 

国内・国際にわたり、複数のデータを統合して利用できるように公共部門からのデータ提供体制

を整備すべきだと考えます。 

 

[意見] 

「知的財産推進計画 2013」「知的財産政策ビジョン」の両方の全体的視点にかかわる意見です。

 

知的財産には、私有財産となるものだけでなく、公共財となるもの、あるいは、公的部門が保有

して広く使われるようにすべきものもあります。 

しかし、現状の「知的財産推進計画 2013」の話題は私的財産に集中しすぎています。 

知的公共財あるいは公有知的財産の整備には、民間の知的私有財産形成への支援にまして、国の

積極的な政策が必要です。記述の分量はともかく、論理的な柱としては、知的私有財産の形成に

劣らぬ重要性をもって述べていただきたいと思います。 

 

知的私有財産は、孤立して生産されるわけではなく、他の知的財産の肩に乗って育ちます。それ

を支えるもののうちには、知的公共財の役割が重要です。 

知的公共財には次のようなものがあると考えられます。 

(1) 著作権などの知的財産権の期限が切れたもの。 

民謡やよみ人知らずの詩歌など、長い文化伝統に属するものもこれに含めてよいでしょう。 

(2) 地球環境観測で得られたデータは、基本的には自然の産物であり、それを観測して記載した

人間の組織はいわば二次著作者と考えられます。 

また地球環境観測事業の多くは公共部門によって行なわれるので、その成果は、広い意味の知的

公共財とするのが順当と考えられます。 

法律的な意味で、アメリカ合衆国連邦政府の場合にならって公共財とするか、国が財産権を主張

したうえでライセンスを整えるかは、日本国としての政策判断ですが、ライセンスは複数のデー

タを組みあわせて使うことをさまたげないものであるべきです。 

また、できる限り、利用者の国籍による制限は避けるべきです。 

外国が持つ地球環境観測データの公開を求めたいので、相互主義的な必要があります。 

地球観測データの国際的共有に関しては、ICSU (国際科学会議)のもとで World Data System 

(www.icsu-wds.org) というしくみが整備されつつあり、日本の情報通信研究機構がその国際プ

ログラムオフィスを引き受けていますので、そこを核として府省横断的な支援体制を整えるのが
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望ましいと思います。 

(3) 行政が得た社会データのうちには、公開不可の個人情報もありますが、国勢調査、農業セン

サスをはじめとする統計データについては、環境・天然資源の課題解決のために(2)のデータと

いっしょに使う需要もありますので、知的公共財あるいは国が広くライセンスする知的財産とす

るのが適切と考えます。 

 

参考文献(一例) 

- Renee MARLIN-BENNETT, 2004: 

  Knowledge Power: Intellectual Property, Information & Privacy. 

  Boulder CO USA: Lynne Rienner. 

 

No. 意見 

37 

御意見： 

《全文》「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」の両方について 

 

１．ファンがコンテンツを購入しまたはスポンサー企業が広告費として支払ったお金が実際にク

リエイターたちに届くまでの間に、誰がどのような名目でいくら抜き取るのかを調査した上で、

不当な中抜きが行われないようなビジネスモデルを提示する。「創作のサイクル」を維持するた

めには、そのサイクルの頂点にいるべきクリエイターにお金が行き渡るようにすることは必要で

ある。現在の、「流通」を押さえているテレビ局、レコード会社、出版社に富が集中するシステ

ムは、創作のサイクルを先細りさせるものである。 

 

２．テレビ局や出版社等が製作会社にコンテンツの制作を委託する場合、製作会社が下請会社や

フリーのクリエイターたちにコンテンツの制作を委託する場合の、委託料の下限を法律で定め、

クリエイターたちが創作活動のみで生計を立てることができるシステム作りを目指す。末端のク

リエイターたちが実質的に 低賃金以下の労働条件を強いられている現状は異常であり、この点

の改善なしに、国際的な競争力を有するコンテンツを今後も日本で生み出し続けること自体がお

ぼつかなくなることは必定である。 

 

３．米国の俳優組合等を調査し、クリエイターたちが組織化し、その待遇の改善を図るためにテ

レビ局や映画製作会社、出版社等に対して要求を突きつけ、飲ませる方法についての実践的な研

究を行う。 

 

４．テレビ局やレコード会社や出版社等、クリエイターではない著作権者、隣接権者等が、コン

テンツのインターネットを介した流通を阻害する権利行使を制限する。強制許諾制度を導入する

なり、報酬請求権にランクダウンするなりすることにより、テレビ局等がコンテンツの流通を阻

害し、クリエイターがそのコンテンツからより多くの報酬を得る機会の妨げとなる事態を回避す

る。 

 

５．米国法でいうところの「transformative」な利用については、小説や漫画の映画化・ドラマ

化・舞台化等伝統的に投下資本の回収手段として活用されてきたものを除き、著作権者等は著作

権等を行使できないものとする（報酬請求権が付与されることは妨げない。）。現代のクリエイタ

ーが新たな作品を制作しやすくするためには、既存の作品の使用に係る権利処理のコストが過大

にならないようにすることが必要である。 

 

６．商用コンテンツとして公表されたコンテンツであって著作権登録（著作権法 76 条ないし 77

条に係るもの）がなされていないもの（特定承継または一般承継により著作権の帰属が変動する

も、登録原簿の記載にそれが反映されていないものを含む。）については、著作権者からの差し

止め請求があるまでの間、通常の使用料相当額を供託することを条件として、当該コンテンツの

再利用を行えるようにする。商用コンテンツとして一度公表されたものが死蔵されるリスクを低

下させるためには、著作権者にアクセスするコストを低下させることが必要であるが、そのため
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には、著作権原簿という仕組みを利用するのが便宜である。 

 

７．各ジャンルについて、デビュー前の、デビューしたての、そして、ようやく安定し始めた若

い世代のクリエイターたちからの事情聴取をしっかり行い、知財戦略に活かす。知財戦略本部に

は、クリエイターの立場から意見を述べる者も少なからずいるが、その多くはいわゆる大御所で

あって、どうしても、これから新たな作品を作っていくことよりも、既に作った作品から更に利

益を得ることに重きを置きがちであり、若い世代のクリエイターたちとは利害が対立しがちであ

る。しかし、「クール・ジャパン」の主な担い手は、大御所ではなく、若い世代のクリエイター

たちなのであるから、彼らから事情を聴取して彼らの利害を政策に反映させることこそが肝要で

ある。 

 

８．これまでの政府の知財戦略に欠けていたのは、テレビ局やレコード会社、出版社、あるいは

製作会社等から、クリエイターを守る仕組み作りという視点である。知的財産権による規制強化

によってテレビ局等の収益が向上したとしても、現行制度のままでは、それがクリエイターの処

遇改善に繋がる保証はなく、その場合、才能のあるクリエイターも制作という現場から短期のう

ちに離れなければならなくなることが想定される。政府は、まだ引き返せるうちに、クリエイタ

ー自体を保護する施策をとるべきである。 

 

《要旨》 （全文が 1,000 字を超える場合、200 字以内で要旨も御記入下さい。） 

 クリエイターに利益が正当に行き渡るようにするために、不当な「中抜き」を排除したり、

低報酬制度の定めたり、クリエイターの組織化の促進したりすべきだ。また、コンテンツの死蔵

を避けるために、クリエイター以外の著作権の行使を制限したり、「transformative」な利用に

ついて著作権の行使を制限したり、著作権登録がなされていない著作物について利用料相当金を

供託して利用できるようにしたりするべきだ。 

 

No. 意見 

38 

知的財産推進計画 2013 への意見です。 

海外にクールジャパンとして日本のコンテンツを売っていく計画により海外のレーティングを

意識しすぎて過剰な規制がかかる不安があります。 

日本の漫画アニメゲームなどが持つ 大の魅力は他に類を見ない多様な表現が許されている事

です。確かに海外に売る時に修正などの手間はかかりますが、手間を惜しんで魅力を無くしたコ

ンテンツは著しく弱体化する恐れがあります。 

  

知的財産政策ビジョンへの意見です。 

TPP により著作権の非申告化、保護期間の延長などにより国内のコンテンツが痩せ細る恐れがあ

ります。私の職業である漫画業界には漫画内の他作品からのトレス、パクリ、似ている箇所を執

拗に探し作家を吊るし上げる連中がいます。トレスは確かによくない行為なのですが、非常に多

くの作品があるため、どうしても似てしまうのは仕方のない事だと思います。そんな中非申告化

されたら日本の漫画は訴訟の餌食にされ、業界ねの大打撃になると思います。 

  

また、著作隣接権を出版にも認めるとゆう流れがあります。 

著作権者が増え、複雑化すると例えば絶版した本を他社や電子書籍化する際にトラブルが発生し

やすくなり、多くの作品が絶版したら二度と世に出れなくなる恐れがあります。 

 

No. 意見 

39 

TPP 協議の透明化を求めます。現在では TPP は秘密協議とされていますが、公平な議論を望みま

す。悪質な海賊版に関する対策には賛成ですが、今のままだと著作権保護期間の大幅延長・刑事

罰の非親告罪化・法定賠償金の導入など、重大な制度改変につながる規定が多数盛り込まれてい

ることに強い懸念を感じます。市場を委縮させ、二次創作というジャンルの衰退を心配しており

ます。 

知財条項を TPP 協議の対象外とする、もしくは対象条項を大幅に縮減することを考えていただき
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たいと強く願っています。 

 

No. 意見 

40 

『知的財産推進計画 2013』『知的財産政策ビジョン』においては、コンテンツの強化のための施

策を検討されている。今コンテンツの世界を見回してみると、 

 

1. 米国が圧倒的なコンテンツ強者であり、その輸出割合は全輸出額の 17.8%に上っている (村上

敬亮. 2009/1/29)。 

2. しかしそのコンテンツは映画・音楽など伝統的な産業であり、著作権の強化によりその既得

権を維持している 

3. 一方 Google, Facebook, Amazon など、いわゆるネット産業は、これら既得権と対決する形

で、コンテンツの流通、あるいは創造によって収益をあげるモデルである。 

わが国のようなコンテンツ弱国がこの世界で生き残り、可能なら勝ち上っていくための戦略は、

著作権などの規制の強化ではなく、オープン化による新しいビジネスの創造である。一部では、

TPP 交渉の機会に著作権制度の強化を狙っている向きもあるようであるが、これはコンテンツ振

興の点ではまさに逆効果と考えられる。 

開かれた著作権の世界はまさに米国ネット産業が強く主張していることである。昨年 1月、米国

議会における「オンライン海賊行為防止法案」制定の動きにたいし、Google, Facebook, Wikipedia 

などが反対して、ウェブサイトの停止などの抗議行動をおこなったのもこの現れである。 

一昨日 3/19 には、米国著作権局のマリア・パランテ局長が、著作権法の改正の検討を議会で提

案した。そのポイントは、現在死後 70 年 (映画は 95 年) とされている著作権保護期間が長すぎ

る点である。長い保護期間は、著作権者が所在不明で権利処理のできない、いわゆる「孤児著作

物」を増やすことにより、結果として多くの著作物の再利用や再創造を妨げ、新たなコンテンツ

産業やネット産業の振興、あるいは文化資源のアーカイブ保存の障害となる。 

これに反して、TPP の交渉では、現在の米国の長い保護期間を日本に適用せよとの要求が出てい

ると伝えられている。これはコンテンツ振興の観点からは、伝統的なコンテンツの保護にばかり

偏り、逆効果と考えられる。わが国では、むしろ豊富な既存コンテンツを活用し、新しい価値を

生み出すため、「孤児著作物」の簡便な再利用の道を開くべきである。 

また TPP 交渉においては、著作権犯罪の「非親告罪」化も盛り込まれるといわれている。これ

は著作物の利用者を萎縮させ、コンテンツの利用を狭めるだけでなく、警察等の別件逮捕の口実

として使われるなど、言論活動そのものに対する脅威となる可能性があり、極めて慎重に対処す

べきである。 

以上 

 

No. 意見 
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御意見： 

TPP などで喧伝されている項目として、以下の項目が挙げられていますが、人類は過去の文化を

継承して多様な知的財産を生み出してきました。 

これらは、その保護を目的としているようですが、却って多数の知的生産活動を阻害する恐れが

あり、反対します。 

①著作権保護期間の大幅延長⇒死後 50 年は長すぎます。死後直後に著作権が無くす方が好まし

い。 

②被害者の告訴なく著作権・商標権侵害を起訴・処罰できるようにする「非親告罪化」⇒転び公

妨のようなもので知的活動を萎縮させます。フェアユー スを保障すべきです。 

③知的財産権侵害の際に高額の賠償請求を可能にする「法定賠償金・3倍額賠償金制度」⇒実損

のみで法定費用は各自持ちとする方が現状にかなってい ます。 

④真正品の並行輸入禁止⇒これも個人の自由を阻害します。ネットで個人輸入の権利を保障すべ

きです。 

⑤DRM の単純回避規制⇒コピーして自分の好む空間で利用できる権利を保障すべきです。 

⑥反復侵害者のネット接続の強制解除（例えば「3ストライクルール」など）⇒ 

ネット接続の強制解除は言論の自由を縛る恐れがあります。 
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⑦（⑥を含む）米国型のインターネット・プロバイダー責任の導入⇒無限に責任がないとは言え

ませんが、運送手段だけなので責任は限定されるべきで す。 

⑧特許が切れた医薬の製造を一定期間困難にする「ジェネリック医薬品規制」⇒特許期間を根拠

無く実質延長する手段なのでやってはいけません。 

⑨医学的な診断・治療方法の特許独占化⇒数学の公理や定理や証明と同じです。特許にせず自由

に応用・利用可能にすべきです。 

⑩（遺伝子組み換え種子などを含む）植物・動物特許⇒植物・動物は特許にするには馴染みませ

ん。組み替え植物が不用意に自己繁殖して全世界に蔓延 するとＤＮＡで特許権利侵害と罪無く

罰せられる事態が生じます。 

 

以上、特許や著作権の権利期間を延長する方向ではなく、短くする方向で議論すべきです。その

方が、作品の再利用や再発見できる可能性が高くなり、 人類全体にプラスになります。またフ

ェアユースの範囲を明確にして、知的財産の再利用や発展を図るべきです。また動植物の特許は

伝統文化として受 け継がれた結果であり、、特許申請した権利者よりもそこの風土や文化に権利

があるのが実体で、特許権には馴染めないものと主張します。 

 

No. 意見 
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御意見：                                       

現在参加に向けて協議中のＴＰＰについて、著作権非親告罪化の要求が挙げられているとのリー

クがありました。現在はまだどのような状況かは分かりませんが、日本の現行制度での非親告罪

化は非常に範囲が広く、かえって表現者に混乱を招き、表現の自由の萎縮を招く危険性がありま

す。ぜひとも慎重な判断をお願いします。 
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著作権侵害等の犯罪を非親告罪にすることには反対いたします。 

  

日本という国は世界に例を見ないほどのコンテンツの発達した国です。映画、小説、アニメ、漫

画、ゲーム等、子供から大人まで年齢や性別関係なく楽しんでいます。 

スマートフォン、タブレット端末といった新しいツールの登場でインターネットがより身近にな

っていくこれからはますます需要が増えていくでしょう。 

  

私は日本がこれほどのコンテンツ大国になった理由としてコンテンツを製作する現場が良い意

味で自由でおおらかだったからだと考えています。 

上下関係なくクリエーター同士で、アイデアを出し合い、協力し合い、競い合い、高めあうこと

で成り立ってきた業界です。 

  

これを著作権侵害だからと法で縛ってしまえば、たくさんのクリエーターでテーマやアイデアを

共有し、それに各々が独自のアイデアを加え進化させていくという 

今までのような体制は崩壊してしまうでしょう。そうなってしまえば、数兆と言われる巨大市場

は終焉を迎えてしまいます。それだけは避けねばならないのです。 

  

ぜひとも非親告罪化はお止めください。 

 

No. 意見 
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<要約> 

著作権の期間延長や侵害における非親告罪化、表現規制を行わないようにして、創作活動が委縮

しない社会環境を整備することが、日本のコンテンツ類の強化につながるものと考えます。 

 

<意見> 

(１) 「知的財産推進計画２０１２」の記載事項について： 
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(1-１) 著作権の保護期間延長について 

２７ページにおいて、著作権の保護期間延長問題について記されています。 

むろん著作権は大事ですが、むやみに保護期間を延長すると文化の発展をかえって阻害する面も

出てきますので延長するべきではありません。 

たとえば、著作権の消滅した作品をネット上で無料公開して多くの方に喜ばれている青空文庫と

いうインターネット電子図書館がありますが、ここも著作権延長には反対を表明しておられま

す。 

 

(1-２) コンテンツ類の規制について 

３６ページにおいて、外国におけるコンテンツに関する規制の緩和・撤廃を強く働きかけると記

されています。 

しかしながら、２０１０年の東京都の青少年健全育成条例改正が典型例ですが、国内において日

本のコンテンツに表現規制を強めている状況を考えますと、大きな矛盾です。 

暴力表現や性表現にも比較的寛容で、クリエイターが自由に創作をできたからこそ、日本のコン

テンツが外国のものとは一線を画する面白いものになった要因です。 

「青少年の健全育成」という名目にしても、そういったコンテンツがあふれている日本が、世界

でも類を見ないほど犯罪が少なく極めて安全な国であることを考えると、的外れと言わざるをえ

ません。 

よって、海外に働きかける前に、当の日本国内においてクリエイターを萎縮させるような表現規

制を行わないようにするべきものと考えます。 

 

（２） 知的財産戦略や知的財産推進計画全般に関する事項について 

(2-1) 著作権の非親告罪化について 

このたび、日本は TPP に参加することを正式表明しました。 

TPP については日本の利益になることもあるでしょうが、知的財産関連ではマイナスになること

の方が多いように見受けられます。 

特に問題なのが著作権侵害の非親告罪化です。 

 

非親告罪化されると警察が独自に動けるようになりますが、オリジナル版の著作権保有者が引用

や二次創作に好意的であっても流用した者が処罰されるというのはまったく非論理的です。 

よって、著作権侵害の非親告罪化は絶対に行うべきではありません。 

 

同じく TPP の知財関連で、米国は「法定損害賠償金の導入」も要求してくる可能性が大きいよう

ですが、これも非親告罪と同様に、二次創作などにおける萎縮を強めるものであり、導入すべき

ではありません。 

 

(2-2) フェアユース制度の導入について 

前項(2-1)とも関係しますが、著作権侵害における過剰な刑罰執行は、現在非親告罪であること

がなんとか防波堤となっていうような状況です。 

よって、創作活動を萎縮させないためにもアメリカと同等か、それ以上のフェアユースを制度と

して導入し整備すべきです。 

以上 

 

No. 意見 
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御意見：                                       

知的財産権に関して、著作権の非親告化については反対です。また、原作者に対して巨大な権力

を持たせすぎです。とくに、マスターキートン絶版問題などはあたらしいと思います。また、漫

画の作者が二次創作利用可能の宣言をすることで売り上げが倍に伸びた例もあります。そこをよ

ろしくお願いします！ 
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御意見：                                      
「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の両方についての意見です。 

すべての案に関して、法目的をまず頭において議論をしてまとめていただくことを希望します。
特に著作権法に関するいくつかの課題については、著作権法の「文化の発展に寄与する」という
目的に沿って結論を出していただくことを強く希望します。 
多くの人たちに創作の自由度を約束することが著作権法の法目的にかなうものであり、特定の企
業・個人の利益を第一にすることは法目的とは正反対の方向に行くものだと思います。 
米国が著作権の権利期間を、著作者の死後 70 年にするように求めているのは明らかに経済的な
目的からであり、文化の発展に寄与することは二の次になっていると思います。 
著作権侵害の非親告罪化も同様であると思います。 
常に法目的に立ち返り、社会全体にとって役に立つ方向に舵を取っていただきたいと思っていま
す。 
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御意見： 

始めに、意見内容は知的財産戦略や知的財産推進計画全般に関する事項となります。 

海外先進国の制度を日本に適用する際、そのまま取って付けるのは弊害を生む元凶です。  

その国、地域の文化、社会構造、思想をベースに作られている制度である以上、日本でその制度

を適用するには、日本にはないそう言った部分を付け加えたり、日本の国情に合わせた変更/変

換が必要です。 

そういった事を踏まえ、以下を要望します。 

 

・日本にはフェアユースの概念や制度が存在しない為、知的財産の保護を海外先進国並に強化す

ると、創造性等に致命的なダメージを与え、かえって産業やコンテンツの衰退を招きかねません。

故に、フェアユースの思想とその制度の導入を、知的財産保護と平行して行っていくべきと考え

ます。 

 

・著作権の保護期間については、これ以上の延長を望みません。 

一部の息の長いコンテンツを保護する弊害として、保護対象であるが故に普及・展開が進まず、

忘れ去られ、失われていくコンテンツが多く存在するからです。 

例えば、著作権者の親告によってのみ延長すると言う方法もあるかと思います。 

 

・著作権侵害の非親告罪化にも反対します。 

権利者以外の申告・通告によって捜査機関が動く事が出来る事で、権利者の望まない結果を招い

たり、その濫用によって一般市民の日常生活に大きな混乱を及ぼす恐れがあります。 

あくまで権利者の意思に基づいたものであるべきと考えます。 

なお、一部の海外の国々では非親告化されているとされていますが、これも、国情や文化、条

文等を精査すれば、そもそもの著作権と取り扱いが日本のそれとは異なっていたり、 

濫用や誤用を避け、市民生活に悪影響を及ぼさないような配慮がなされている事が判ります。 

 

・出版社への著作隣接権付与に反対します。 

出版社には既に掲載物への一定の権利を有しており、更にこのような権利を付与すれば、本来の

著作権者の持つ権利を蔑ろにされかねないと考えます。 

なお、海外先進国においても、出版物に対してこのような権利を与える国は稀です。  

 

 また、コンテンツ 1つに権利者が複数、それも多くの権利者が存在すると、様々な展開・普及

の際にかえって面倒が増え、結果としてせっかくのコンテンツが壊死してしまう恐れがありま

す。 

作者が権利者と言うように、あくまでシンプルに行くべきだと考えます。 

以上です。  
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意見全文: 

《要旨》 

ダウンロード違法化・犯罪化条項の撤廃と二次創作の保護並びに権利処理ルールの明確化を求

め、児童ポルノ規制法をはじめとした違法かつ不必要な表現規制に反対する。 

今後、真の国民視点に立った知財の規制緩和と更なる推進の検討が進むことを心より期待する。

  

《全文》 

「知的財産推進計画 2013」並びに「知的財産政策ビジョン」の策定に当たり、知的財産の保全と

更なる飛躍のためにも、以下の項目も盛り込み、検討して頂きたいと思います 

  

(1)「知的財産推進計画 2012」の記載事項について: 

a)コンテンツに関する規制緩和について 

 第 36 ページに、外国におけるコンテンツに関する規制の緩和・撤廃を強く働き掛けると書か

れていました。このことは重要な事であり賛同します。 

 ですが、東京都の青少年健全育成条例改正問題に関する児童ポルノ法の改正の検討や各地方自

治体の青少年規制条例の改正検討などにより、今の日本のコンテンツ業界に不当な規制圧力が加

えられている状態にあり、そのことをより重く見るべきであると考えます。 

  

 児童ポルノ規制法の問題点については下に改めて記載しますが、これらの規制圧力は、今後ク

ールジャパンの推進を行っていくうえでも障害になり、 悪の場合今の日本コンテンツ産業に壊

滅的なダメージを与えかねない物であると考えられます。 

 ですが、政治・行政、特に警察庁を中心とした表現規制の動きは激化しており、日本の文化と

経済の健全な発展のために到底看過できるものではなくなっています。 

 百害あって一利ない表現規制の動きをはじめ、民主主義の根本たる表現の自由すら脅かしてい

る不当な表現規制圧力について速やかに排除・緩和するための検討を開始すべきであると、私は

考えます。 

  

(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 

 日本レコード協会などの誤ったロビー活動により、2012 年 6 月 20 日に今次改正著作権法が成

立し、2012 年 10 月 1 日から施行されました。 

 しかし、一人しか行為に絡まないダウンロードに対し「事実を知りながら」なる要件は、超能

力者でもない限り証明も反証もできない危険かつ無意味な要件であり、技術的・外形的に違法性

の区別がつくはずがありません。 

 このような「法規範としての力すら持ちえず、さらには情報アクセス権や刑罰法定主義を含む

表現規制などの憲法に規定される国民の基本的な権利にも悪影響を及ぼす恐れがある」法改正が

進むことは、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、今は幸

い適用例はないが、これを捻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 低 悪

の手段に突き進む恐れがあります。 

  

 そもそも、ダウンロード違法化の懸念として、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 リ ッ ク コ メ ン ト ( 文 化 庁

HPhttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houkoku.html の意見募集の結果参照)や知財

本 部 へ の パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト ( 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

てもわかるとおり、法改正前から指摘されていたことであり、有害無益な規制強化にしか流れな

いようなダウンロード違法化・犯罪化は始めるべきではなかったものである。 

 ネット利用における個人の安心と安全を蔑ろにしているにもかかわらず、文化庁の暴走と国会

議員の無知により成立してしまった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項は、今後の知的財産推進のためにも即刻排除すべきだと考えます。
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b)二次創作(パロディ)の権利処理ルールの明確化について 

文化庁でパロディの取り扱いに関する検討が行われています。パロディなどの二次創作は、それ

だけで高い文化的意義・勝ちを有する独自の創作といえるものであり、文化の発展を本来の目的

とする著作権法によって完全に封殺されるべきではなく、パロディに関する検討について地財計

画に記載するのであれば、検討において必要以上に規制的なものとなり文化の発展をかえって阻

害するようなことがないよう十分留意するべと明記するべきであります。 

  

 また、フランスなどでパロディに関する著作権法上の権利制限が存在していることからも分か

るように、世界的に見ても、パロディなどの文化的意義・価値は認められていないなどというこ

とは決してありません。また日本でも「ブラックジャックによろしく」という作品が、作者の意

志により二次創作が自由になったことで、原作となる作者の作品をより多くの人に認知させるこ

とに成功し、原作の文化的発展につながりました。このような二次創作の文化的意義・価値をき

ちんと認めるべきであり、どのような著作権法上の検討も文化庁によって不当に規制的なものと

されて文化の発展をかえって阻害しているという今の惨状を多少なりとも緩和すべく、アメリカ

などに比べ遜色のない範囲で一般的フェアユース条項を導入し、同時にパロディなどについても

すくい上げられるようにするべきです 

  

3)その他一般的な情報・ネット・表現規制について 

a)児童ポルノ規制について 

 児童ポルノ規制強化問題における自称良識団体の主張は、常に一方的かつ身勝手なものであ

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。 

  

 特にアニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現に対する規制対象の拡大は、本来守られるはずの

『実際の児童の保護』という当初の方目的を大きく逸脱する、異常規制に他ならないと考えます。

そもそも、アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現において、いくら過激に表現がなされていよ

うとも「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」物であり、虚構と現実

の区別がついていない一部の自称良識派の単なる不快感など、一般的かつ網羅的な表現規制の理

由にならないのは言うまでもありません。アニメ・漫画・ゲームなどの架空表現が、今の一般的

なモラルに基づいた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り、それ以上の、

それこそ規制なんてものは必要ありません。 

 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持っても正当化され得ない、むし

ろ実際の被害者たちを蔑ろにし、本当に必要な議論の妨げにしかなっていない、真に悪意ある行

為であると考えます。 

 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 高裁判決が出されたことも

また、この件の信憑性を高めるものだと考えます。 

  

 単純所持規制にせよ、創作物規制にせよ、1999 年当時の児童ポルノ法制定時に、大議論の末除

外された規制であり、これらの規制を正当化するに値する立法事実の変化はいまだに何一つな

く、むしろ、今後のクールジャパンの推進のためにも、この表現規制の動きこそ規制されるべき

行為だと考えられます。 

  

 以上が、私個人からの、「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」に対する意

見です。 

  

 ご検討のほど、よろしくお願いします。 

 

No. 意見 
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意見： 

＜概要＞ 

 フェアユース制度の整備：パロディ表現の保護という意味で賛成 
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 著作者隣接権：出版社が明確なメリットを示していない、海賊版対策は既存の法案の整備で十

分なので反対 

 著作権の非親告罪化：ＴＰＰ関連、警察の捜査に対する不信も合わせて反対 

 私的複製関連：他に問題があるのでは、という疑問 

  

１）フェアユース制度の整備 

 賛成。しかし、パロディという表現においては二次創作だけではなく、商業作品間でも多作品

のパロディ的表現（オマージュなど）が存在するため、それに関しては別の制度を作るのか、ラ

イセンス表示をするのかどうかについても議論が必要ではないか。 

  

２）著作者隣接権 

 反対。現時点で出版界は作家と明確な契約を交わさない慣例が横行しており、作家のほうが圧

倒的に弱く、メディアミックスを行った際にも、出版社のほうが取り分が多いという話も聞く。

著作権における主はあくまでも作家であるべきで、出版社に新たな権利は必要ないと思われる。

 出版社が作家との移籍に関するトラブルなどで作品の意図的な囲い込みを行った場合、コンテ

ンツの死蔵になりかねず、コンテンツ業界の損失にも繋がる。再販よりも絶版書籍が多い現状が

ある現在、考えすぎではないと思う。 

電子書籍化やレーベルの移動による再版にも支障が出ると考えられる。 

出版社も作家が納得できる明確なメリットをあげてないため、現時点では必要ないと思われる。

  

３）著作権非親告罪化への反対（ＴＰＰ関連） 

 著作権は非親告罪を維持するべきである。海賊版の対処は他にある既存の法制度を整備すれば

 十分可能であると思われるのでむやみに非親告罪にするべきではない。 

 遠隔操作事件などで警察の捜査に対する不信もあり、別件逮捕の項目として恣意的に使われる

おそれもあるので賛成できない。 

 ＴＰＰは著作権関連も含まれていると聞いたので、本心としてはＴＰＰにメリットなしとして

参加しないで欲しいと今も考えている。 

 ＴＰＰでの同項目の行方次第ではクールジャパン戦略が壊滅するのではと強く危惧している。

  

４）私的複製権関連 

 レンタルショップにおいて、ユーザー以上に今の今までショップから作者への利益還元が行わ

れていないとおぼしきシステムの改善が先ではないだろうか。 

 それを飛ばしてユーザーに負担がかかる制度にするのは何故か。 

 

No. 意見 

50 

御意見：知財全般に関して 

 

●フェアユース 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

私はアメリカが行っている「フェアユース」を導入してください。 

理由としまして、現在の日本の著作権は著作者が非常に強い権利を持っているため、もし「非親

告罪化」が適用された場合、二次創作、パロディといった表現ができなくなってしまいます。 

もし、そうなれば日本のコンテンツ産業は一気に衰退し、経済的損失は計り知れません。 

一刻も早く、フェアユースの導入してください。 

 

●著作権保護期間延長について 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

著作権保護期間延長に私は反対です。 

著作権保護期間は現在 50 年と定められています。それを延長したとしても、過去の著作物は創
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作意欲を高めるとは思えません。 

 

●著作権侵害の非親告罪化 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

著作権侵害の非親告罪化に私は反対です。 

「フェアユース」などの「一定の要件を満たした公正な著作権利用ができる制度」がなければ、

第三者による「告発」が多くなり、その結果「冤罪」が出てしまう危険性があります。 

それによって、漫画、アニメなどのコンテンツ産業は衰退してしまいます。 

また、冤罪によって社会的抹殺を簡単にできるようになってしまいます。 

 

●出版社に対する著作隣接権付与 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

私は出版社に対する著作隣接権付与に反対です。 

著作隣接権付与してしまった場合、著作権を保有者が増えてしまい、著作権問題が非常に難解に

なってしまいます。 

 

No

. 

意見 

51 

＜要旨＞ 

表現規制反対を目的として活動する方々の様々な意見を参考に集約しました。 

  

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交渉参加、

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します。 

  

＜本文＞ 

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２０１２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、 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。 
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（１）「知的財産推進計画２０１２」の記載事項について： 

ａ）出版社に対する著作隣接権付与の検討について 

第２８ページに「出版者への権利付与」について検討すると書かれており、文化庁や自民党で出

版社へ隣接権を付与することについて検討されている。しかし、インターネットのようなコスト

の極めて低い自由な流通チャネルで、出版社のような流通事業者に強力な独占権を新たに発生さ

せることは、著作物の利用を無意味に阻害し、文化と経済に無意味に害悪を垂れ流すことにしか

ならない。インターネットで流通事業者を優遇することは、ユーザーの創作インセンティブを大

きく損なうことにしか繋がらないのであり、このような出版社に対する著作隣接権付与に私は反

対する。政府において、このような出版者に対する権利付与をしないと決定するべきである。 

  

ｂ）海賊版対策条約（ＡＣＴＡ）について 

第１１ページに書かれている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ＡＣＴ

Ａ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ＡＣＴＡ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。

  

ｃ）インターネット上の著作権侵害の抑止について 

第２８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書かれているが、このようなネッ

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、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進めることを明記してもらいた

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。 

  

ｄ）著作権法におけるいわゆる「間接侵害」への対応について 

第２７ページで著作権法上の間接侵害について言及されており、文化庁で間接侵害の明確化につ

いての検討が進められている。セーフハーバーを確定するためにも間接侵害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２０１３においては、著作権法の間接侵害

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明記してもらいたい。 

  

なお、スキャン代行業のような私的複製代行業については、著作物の通常の利用を妨げず、著作

者の利益を不当に害しない、公正な利用として権利者の許諾なく行えてしかるべき類型もあるも

のと考えられ、そのような類型について速やかに整理するとともに、公正な利用と考えられる類

型について、一般フェアユース条項の導入によりすくい上げられるようにするべきである。 

  

ｅ）保護期間延長問題について 

第２７ページでは保護期間延長問題についても言及されている。権利者団体と文化庁を除けば、

延長を否定する結論が出そろっているこの問題について、継続検討するとしていること自体極め

て残念なことである。これほど長期間にわたる著作権の保護期間をこれ以上延ばすことを是とす
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るに足る理由は何一つなく、知財計画２０１３では、著作権・著作隣接権の保護期間延長の検討

はこれ以上しないとしてもらいたい。特に、流通事業者に過ぎないレコード製作者と放送事業者

の著作隣接権については、保護期間を短縮することが検討されても良いくらいである。また今年

は、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）などの経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に絡み、保護期間延長

などについて外国から不当な圧力がかけられる恐れが強いが、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、そのような要求は不当なものとして毅然としてはねのける

べきである。 

  

ｆ）私的録音録画補償金問題について 

第２７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３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。 

  

ｇ）クラウド型サービスのための環境整備について 

 第３０ページに、クラウド型サービスのための環境整備について書かれている。ここで、「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、文化庁の関与



「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けた意見募集 

【個人からの意見】 

59 
 

を排除して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。

 ｈ）意匠の保護対象拡大に関する検討について 

 第１１ページに、「３Ｄデジタルデザインを含む意匠の保護対象の拡大について検討し、速やか

に結論を得る」と書かれている。この点について、特許庁の産業構造審議会・知的財産政策部会・

意匠制度小委員会で検討が行われており、その資料に、アプリ、汎用ＯＳ、ウェブページ等の、

物品と独立して創作され、流通する画像デザインについて「情報機器の画像」として、機器横断

的な意匠権を設定して保護対象を拡大することが書かれている。しかし、コンピュータディスプ

レイ上のアイコンやウェブサイト画像のような単なる画像まで絶対的独占権である意匠権の対象

とすることは、コンピュータ及びインターネットが広く普及した現在においては、知財権の保護

を受けることによる創作促進のメリットよりも、企業及び個人ユーザーに不当に過大なコストが

課され、これらが不必要に訴訟リスクに晒されることによるデメリットが遙かに大きくなる可能

性が極めて強く、私はこのような意匠権の保護対象の拡大に反対する。一般的な画像デザインま

で権利範囲を拡大することによって訴訟リスク・権利クリアランス・審査に関して発生する過大

な社会的コストを抑えることは現実的には困難であり、このことは、法改正の条文や審査基準の

内容によって簡単に解決できるような法律上のテクニカルな問題ではない。意匠において審査登

録主義を採用している我が国において、実質無審査登録主義を採用している欧州各国や韓国にお

ける例や、裁判に頼った法制度設計を行っているアメリカにおける例が参考になることもない。

いかなる形を取るにせよ、コンピュータディスプレイ上の単なる画像まで意匠権の対象とするよ

うな保護対象の拡大に私は私は反対する。特許庁におけるこのような検討を中止し、知財計画２

０１３の記載からは、この意匠の保護対象拡大に関する記載を削除するべきである。 

  

ｉ）コンテンツに関する規制緩和について 

 第３６ページに、外国におけるコンテンツに関する規制の緩和・撤廃を強く働きかけると書か

れている。このようなことも無論重要であるが、東京都の青少年健全育成条例改正問題に代表さ

れるように、児童ポルノ法の改正検討や、各地方自治体の青少年条例の改正検討などにより、今

の日本のコンテンツ業界に不当な規制圧力が加えられている状態にあるということをそれ以上に

重く見るべきである。児童ポルノ規制法と青少年条例改正のそれぞれの問題点については、下に

改めて詳しく書くが、これらの規制圧力は、場合によっては今の日本のコンテンツ産業に壊滅的

なダメージを与えかねないものである。一方でコンテンツ強化を核とした成長戦略の推進と言い

ながら、その一方でこのような表現弾圧の動きが政治・行政、特に警察庁を中心として激化して

いる現状は片腹痛いとしか言いようがない。このような百害あって一利ない表現規制の動きは、

日本の文化と経済の健全な発展のために到底看過できるものではない。政府・与党にあっては、

民主主義の根本たる表現の自由すら脅かしている現在の不当な表現規制圧力について速やかに排

除・緩和するための検討を開始するべきである。 

  

（２）その他の知財政策事項について： 

ａ）環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）などの経済連携協定（ＥＰＡ）に関する検討について 

この３月１５日に安倍首相がＴＰＰ交渉参加を表明し、日欧ＥＰＡ交渉も開始するとされている

が、このような各種の交渉に絡み、著作権の保護期間延長、ＤＲＭ回避規制強化、ＩＳＰの間接

侵害責任、法定賠償制度、著作権侵害の非親告罪化などについて外国から不当な圧力がかけられ

る恐れが強い。上で書いた通り、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、アメリカで一般ユーザーに法外な損害賠償を発生させ、その国民のネット利用における

リスクを不当に高め、ネットにおける文化と産業の発展を阻害することにしかつながっていない

法定賠償のような日本に全くそぐわない制度の導入や、責任制限を通じた実質的検閲のＩＳＰに

対する押しつけや、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ＤＲＭ回避規制の強化や、被害者が不問に付することを希望しているとき

まで国家が主体的に処罰を行うことが不適切な、人格権の保護という色彩が極めて強い著作権の

侵害の非親告罪化など断じてなされるべきでなく、そのような要求は明らかに不当なものとして

毅然としてはねのけるべきである。 
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なお、ＴＰＰ交渉は既に首相が参加を表明したものの、もはや関税含め実質的に交渉の余地は少

ないと考えられ、このような国益を損なう可能性が極めて高い交渉からは速やかに脱退するべき

である。 

  

ｂ）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、２０１２年６月２０日に今次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 低 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 Ｈ Ｐ

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houkoku.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１

１９条第３項を即刻削除するべきである。 

  

ｃ）一般フェアユース条項の導入について 

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。 

  

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
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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。 

  

ｄ）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ＤＲＭ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、今次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。 

  

ｅ）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２０１

３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。 

  

ｆ）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



「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けた意見募集 

【個人からの意見】 

62 
 

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。 

 

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、 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。 

  

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、審議が止められたが、日本においても著作権団体が同様の著作権ブロッキング法の導入を

求めてくる恐れがある。 

  

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。 

  

これらの提案や検討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、技術的な著作権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ことを検討するべきである。 

  

ｇ）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、 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２０１３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
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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。 

  

ｈ）二次創作（パロディ）の権利処理ルールの明確化について 

文化庁でパロディの取り扱いに関する検討が行われている。パロディなどの二次創作は、それ自

体高い文化的意義・価値を有する独自の創作たり得るものであり、文化の発展を本来の目的とす

る著作権法によって完全に封殺されるべきものではない。今まで日本において、ジャンルにより

かなり緩やかな二次創作ルールが慣習として存在し、このような慣習的な表現の自由度により表

現の多様性が十分に確保され文化の発展がより促されて来たという事実があることを考え、パロ

ディに関する検討について知財計画に記載するのであれば、検討においてそのルールが必要以上

に規制的なものとなり文化の発展をかえって阻害することがないよう十分留意すると明記するべ

きである。 

  

また、フランスなどでパロディに関する著作権法上の権利制限が存在していることからも分かる

ように、世界的に見ても、パロディなどの文化的意義・価値が認められていないなどということ

は決してない。政府・与党の検討にあっては、このような二次創作の文化的意義・価値をきちん

と認めるべきであり、この点からも、どのような著作権法上のルールの検討も文化庁によって不

当に規制的なものとされ文化の発展をかえって阻害しているという今の惨状を多少なりとも緩和

するべく、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、同時にパロデ

ィ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。 

  

ｉ）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、文化庁のワーキンググループは著作権法改正に関する重要な検討を行っているにもかかわ

らず、その審議が公開されないなど問題が多い。上位の審議会と同様ワーキンググループについ

ても原則公開審議とするべきである。 

  

ｊ）天下りについて 

後に、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
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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えない。

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まで規制されているの

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、 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 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 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 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。 
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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、既に、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今の法律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。児童ポルノ規制法に関して真に

検討すべきことは、現行ですら過度に広汎であり、違憲のそしりを免れない児童ポルノの定義の

厳密化のみである。 

  

なお、民主主義の 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 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 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、

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.ht

m 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ある。 

  

自民党及び公明党から、また危険極まりない単純所持規制を含む児童ポルノの改正法案が国会に

提出されようとしているが、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。今後児童ポルノ法の改正を検討するのであれば、

与野党の間で修正協議と称して密室協議に入ることなく、きちんと公開される国会の場で、現行

法の問題点についても含め、徹底的な議論をするべきである。 
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さらに、かえって、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 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す。 

 

No. 意見 

52 

意見： 

《要旨》 

現状の著作権・知的財産の政策は権利者の権利の保護を強める方向が強すぎる。 

行き過ぎた保護は市場の先細りにつながり、結果として権利者の利益に はならない。もっとユ

ーザー側の利便性を高めて、インターネットの特性を生かした広く利用されるためのありかたを

考えるべきである。 

 

《意見全文》 

「知的財産推進計画 2013」の策定についての意見 

 

参考資料の「知的財産推進計画 2012」27P にある「著作権保護期間の延長」については、現状の

50 年でも長すぎることにより、極々一部の作品 以外、ほとんどの作品がただ忘れ去られ、権利
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関係もわかりにくい孤児作品となっていたずらに価値を損失していくだけである。むしろ延長で

はなく短 縮を考えるべきである。極々一部の作品については登録や申請によって延長できるよ

うにすれば良いのではないか。 

 

同「知的財産推進計画 2012」28P「出版社への権利付与」については、出版社が必ずしも著作者

の意向を尊重するとは限らず、著者と対立した場 合や、出版社の倒産による権利の散逸の問題

なども起きる。権利に関してはまず第一に著作者本人であり、出版社という新たな利害のからむ

権利者を作 ることは、かえって混乱や軋轢を生むので反対である。 

 

他「知的財産推進計画 2012」の戦略全般・特にパロディについてデッドコピーのような著作者・

権利者に損害のみをあたえる悪質な海賊版については対策は必要であろう。しかしいわゆる「パ

ロディ」について、それ が海賊版と同様に扱われるようなことには反対である。「ルールを明確

化し、必要な措置を実施する」とあるが、これが今までの自主的なルールによっ て育まれ、発

展してきたファン活動などの自由な創作をかえって阻害するものになってはならない。日本独自

の環境で、アマチュアの裾野の広さがあっ てこそ日本のコンテンツは幅広く支えられてる現状

がある。ルールでしばりつける「法的規制」のようなものであってはならない。今までの慣習を

尊重 することを重視するべきである。 

 

他、知的政策全般について現在参加が議論されている TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）にお

いては、報道等では農業を主とした議論ばかりが目につくが、本命は保険制度 や、そして米国

がとみに力を入れている知財条項である、ということはクリエイティブ・コモンズ・ジャパンを

はじめとする知財に関する団体、関係者 などからも以前より指摘されるところである。 

特に問題なのは「著作権の非親告罪化」や「法廷賠償金」を要求する可能性が強いことである。

もしこれが米国並みに利用者の権利が保障されたフェア ユースの導入などの担保もないまま日

本に持ち込まれれば、パロディどころか自作の絵や曲でさえ、既成のものとの類似性におびえな

ければならなくな る。愉快犯的な第三者が悪意を持って日々通報を重ねることもあるであろう。

実際些細な歌詞の類似でシンガーソングライターが訴訟を起こされた事件 が近年あったが、親

告罪でなくなればあのような訴えがまったく関係のない第三者によって日常的に起こりうる。 

現在は親告罪であるから、たとえばファンが人気漫画やゲームの絵を自分で描いて、自分のホー

ムページやピクシブのようなサイトに投稿したりしただ けでは、権利者が損害をこうむると判

断して訴えを起こさない限り、罪に問われることはない。またネット上に限らずそのようなファ

ンからの好意的な 反応による、パロディを含む非営利のコンテンツの活用は魅力あるコンテン

ツとしての人気の証明でもあり、ファン同士の交流がファンを広げることに もつながること 

から、現状では黙認されるケースが多い。 

しかし非親告罪とされ、また膨大な賠償金を払わされるとなれば、告訴をおそれて誰も何の情報

発信もしなくなる。結果として作品に触れる機会も活用 することもなくなり、結果あらゆるコ

ンテンツも市場も委縮し、送り手も受け手も何一つ利益を得ない結果になることは明白である。

その上デッドコ ピーの海賊版を作るような違法業者ははじめから違法であることを承知で行っ

ているので、非親告罪化されても海賊版の対策にはさしたる効果はない可 能性が高い。 

日本の知財は日本の文化にあったやり方であるべきであり、歴史も文化も考え方も違う他国のや

り方をただ言われるがままに持ち込むことはけしてプラ スになるものではない。グローバル化

は良いことばかりではない。海外基準に合わせることは、日本独自の力や魅力をなくしてしまう

こともある。いた ずらな規制を増やすことは本来犯罪となるべきではないものまで犯罪にしか

ねない。知財に限らず、新たな規制や法律を作ることにはもっと慎重である べきであるし、イ

ンターネットの特性や仕組みに対して無知な人間が無茶な立法をすることがないよ 

うに強く要望する。 

以上 

 

No. 意見 

53 
意見： 

＜要旨＞ 
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・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。 

・送られた意見をきちんとくみとり、国民が納得できるものが作成されることを求める。 

・有害図書指定の廃止を求める。 

・今後国民や著作権問題に明るい人物の意見を取り入れ、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。 

 

＜全文＞ 

「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の両方に対する意見： 

・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、

2012 年 6 月 20 日に今次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、超能力者で

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

じ曲げてしようとすれば、著作権検閲という日本国として 低 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（文化庁ホームページ  

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houkoku.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（知財本部のホームページ 

http://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 9 条第 3項を即刻削除するべきである。 

 

「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の両方に対する意見： 

・一般フェアユース条項の導入について 

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
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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

絶対にあってはならない。 

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、「著作者の権利を守る」

という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。 

 

「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の両方に対する意見： 

・送られてきた意見に関して 

送られてきた意見に対して開示請求があった場合、すみやかに開示することを望む。その時、「自

分たちに都合の良い意見は開示して、自分たちに否定的な意見は墨塗りで公開する」などという

昔の東京都のような暴挙は断じてしないでほしい。 

 

今回寄せられた意見ならびに、将来策定されるであろう「知的財産推進計画 2013」及び「知的 

財産政策ビジョン」の策定に寄せられた意見に対して「誤解」などと言い逃れしないでほしい。

第一、誤解に基づく文章が来たのは、そのような誤解を生む文章を書いた人物及びそれを許可し

た人物のせいである。そのような誤解に基づく意見が来たのなら、誤解されないような文章をは

じめから作り直すべきだ。 

 

「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の両方に対する意見： 

・「有害図書」指定に関して 

地方自治体で未成年に相応しくない出版物などを「有害図書」（東京都の条例では「不健全図書」）

として指定する制度があるが、これを完全に撤廃してほしい。 

 

現在、日本の流通業界では有害指定を受けると事実上の発禁となり、有害指定行為が政府や自治

体による検閲と化している状態である。 

こんな馬鹿な状況の中ではクールジャパンもコンテンツ推進もあったものではない。 

有害図書指定は無くす方向に進めるべきだ。 

 

「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の両方に対する意見： 

・「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定にあたって 

「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定をする際、以下の人物を参考人

（または外部からの意見をいう人物）して計画や政策ビジョン策定することを求める（順不同、

敬称略）。 

津田大介（メディアアクティビスト、ジャーナリスト）、平沢進（ミュージシャン、音楽家）、 

山口貴士（弁護士）、井上伸一郎（角川書店代表取締役社長、富士見書房取締役会長などを兼任）、

佐藤秀峰（自らの著作物を著作権フリーとして公開した、著作権関連に明るい漫画家） 

 

No. 意見 
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54 

意見： 
「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」の両方に関する意見として、 
１：現在、ＴＰＰへの交渉参加が取り沙汰され、知的財産分野でも、著作権保護期間の延長や刑
事罰の非親告罪化、法定賠償制の導入などが提案されると予想されている。 
しかし、長期の著作権保護期間は、著作者に利益が少なく、いわゆる孤児作品などの形で著作物
を死蔵させてしまう。 

また海賊版対策は必要にせよ、刑事罰の非親告罪化や法定賠償は、今までの日本の法制度や文化
慣習を大幅に変更し、徒に文化活動に不必要な法的リスクや冤罪を発生させ、萎縮を呼ぶ恐れが
ある。 

そのため、これらの導入に反対し、知的財産分野での交渉に慎重を期し、またＴＰＰ交渉の透明
化を要望する。 

２：次に昨年、違法ダウンロードが刑事罰化されるなど、文化面での締め付けが増す中、多くの
人が萎縮することなく文化活動を行えるよう、いわゆるフェアユース条項の強化やパロディ条項
の導入を希望する。 

３：また、著作隣接権を出版社へ付与するという案に対し、無意味に権利を複雑にし、創作物の
流通や創作活動そのものを阻害する恐れがあるため反対する。 

４：さらに、著作権のいわゆる間接侵害に関して、範囲規定の明確化が考えられているが、定義
次第ではインターネット上でサイトにリンクを張るなど一般的な行為や、パロディ作品の管理な
ども違反となってしまい、多くの人が知らずに侵害を犯してしまう恐れがあるため、慎重な議論
を求める。 

B:その他、一般的な創作物、表現規制に関して、知財などとは直接関係ないが、例えばクールジ
ャパン推進のための健全化を求めるなどの、牽強付会な主張をして関連付けられる恐れもあるた
め、あえて意見として送る。 

例えば、東京都の青少年健全育成条例、或いはいわゆる児童ポルノ法の単純所持規制や対象を創
作物に加える、自民党の青少年健全育成基本法案など、青少年や児童保護を名目に表現そして創
作物への規制強化の流れがあることに対し、青少年や児童を保護することは当然だが、それら表
現への規制が及ぼす文化面での萎縮や濫用の危険性、規制に対する客観的な効果や公正性への疑
問などの論点を無視し、安易な表現規制の強化が行われることには反対し、知的財産戦略、計画
においても軽率にこれら規制へ迎合することのないように求める。 

 

No. 意見 

55 

御意見：知的財産戦略や知的財産推進計画全般について 

TPP への交渉参加が決定したことから、著作権関連でグローバルスタンダードとして米国風のル

ールに準拠して法改正等をしなければならなくなるのではないか、またそれに伴い、我が国の著

作権法により担保されている我が国文化の発展が阻害されるのではないかと懸念しています。そ

こで、特に以下の 3 点について知的財産戦略本部へ要望させていただきたいと思います。 

 

①著作権侵害の非親告罪化、法定賠償金制度の導入をしないこと 

 非親告罪化、法廷賠償金制度の導入が行われた場合、パロディや二次創作など、著作権侵害か

どうかのいわば「グレーゾーン」にある文化について極めて大きな阻害要因となると考えられま

す。実際には侵害事例であっても、目くじらを立てるほどでもないということで大目に見られて

いるものが、多額の法定賠償金目当てのために訴訟、摘発の対象となり、我が国文化の衰退はも

ちろん、社会の混乱をも引き起こしかねません。 

②日本版フェアユース規定を創設すること 

 ①とも関連しますが、我が国文化のさらなる発展に資するためにも、調査研究やパロディ（著

作者の名誉を害さないもの）目的等の場合の自由な利用について包括的な規定を定め、安心して

知的創作活動、著作物の利用ができるようにしていただきたいと思います。 

 

③著作権の保護期間は延長しないこと 
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 保護期間終了後のパブリックドメインとなった著作物は、新たな著作物創造、文化発展のため

の種となります。保護期間が延長されると、その重要な種が延長された年数分だけ国民が享受で

きないことになり、これまた文化発展を阻害することとなります。９９％近い本は作家の死後 50

年が経過する以前に市場から姿を消し、死後 50 年以降に出版されるのは、全体のわずか 1.3％、

死後 60 年以降に至っては、実に 0.87％。しかもその作品は、ごく一部の人気作家に集中する傾

向が強いと言われています。現行以上に保護期間の延長を行っても、ほとんどの著作者の利益を

保護することにはならず、むしろ公益を害することになると考えられます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

No. 意見 

56 

意見： 

映画フィルムの孤児作品の活用ルールの整備を望みます。 

 

急激なデジタル化により映画フィルムを扱う企業、技術者がどんどん廃業しています。 

私もその 1人です。 

今まで自分が関わってきた作品ですら、きちんと保管されているか、個人では確かめようがあり

ません。 

ここ 10 年の映画の製作委員会方式の著作権処理が大変気になります。 

日本映画・テレビ編集協会

（http://www.mmjp.or.jp/jse1983/nihon_eiga_TV_henshu_kyokai/HOME.html）で理事を務めて

おりますが、近年のデジタル作品の保存状況も大変杜撰でしかも 

共通ルールがないので業界全体が苦慮しております。 

かつての作品の保存状態、孤児作品の権利処理問題も大変だとは思うのですが現在製作されてい

る作品に契約書を交わし、権利者の所在をハッキリさせる法律は出来ないものでしょうか？ 

また、気軽にアクセスできる環境にして頂きたいです。 

 

昨年度は映画保存協会（http://www.filmpres.org/archives/2831）で昔の文京区を撮影したフ

ィルムのデジタル化事業に関わらせて頂きましたが 

個人の方の 9.5mm や 8mm にも大変貴重な映像があります。 

活用・公開できたらいいなと思っておましたが、なかなかひとつの区だけでは限界がありました。

 

大きな箱は要りません。 

個人が情報を交換して、自由に情報を入手でき、データを変更できたり書き加えたりする（←検

討するボードを作る）システムがあればいいなと思います。 

NY 大教授のクレイ・シャーキー氏が掲げている「オープンソース」のようなものです。 

引退したフィルム技術者の貴重な意見を聞いて下さい。 

現像場を引退した素晴らしいフィルム技術者が生存されている間に孤児作品の保存について意

見を聞いて下さい。 

イマジカの金子鉄男氏や東映ラボテックの大元氏などです。 

何卒ご検討願います。 

貴重なフィルムが廃棄されない事を願ってやみません。 

（個人の意見です所属団体の意見ではありません。） 

 

No. 意見 

57 

御意見： 

●フェアユース 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

私はアメリカが行っている「フェアユース」を導入して欲しいと考えています。 

理由としまして、現在の日本の著作権は著作者が非常に強い権利を持っているため、もし「非親

告罪化」が適用された場合、日本人が得意とする二次創作、パロディといった表現が行えなくな
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ってしまいます。 

もし、そうなれば日本のコンテンツ産業は一気に衰退し、経済的損失は計り知れません。 

一刻も早く、フェアユースを導入してください。 

 

●著作権保護期間延長について 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

著作権保護期間延長に私は反対です。 

著作権保護期間は現在 50 年と定められています。その延長は単なる既得権益保護であり、新た

な創作を行う多くの方への阻害にしかなりません。少数の利益を守るだけの著作権保護期間延長

に反対します。 

 

●著作権侵害の非親告罪化 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

著作権侵害の非親告罪化に私は反対です。 

「フェアユース」などの「一定の要件を満たした公正な著作権利用ができる制度」がなければ、

第三者による「告発」が多くなり、その結果「冤罪」が出てしまう危険性があります。 

それによって、漫画、アニメなどのコンテンツ産業は衰退してしまいます。 

また、冤罪によって、せっかく育った新な創作の芽を、社会的抹殺という形で簡単に潰されてし

まう仕組みが出来上がってしまいます。 

 

●出版社に対する著作隣接権付与 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

私は出版社に対する著作隣接権付与に反対です。 

著作隣接権付与として著作権保有者をいたずらに増やすべきではありません。それによる権利を

いたずらに主張する輩が増えることになり、著作権問題が非常に難解となることで正常に機能し

なくなると考えます。 

 

以上、当方の意見として提出します。 

ご検討をお願いいたします。 

 

No. 意見 

58 

国以上のフェアユースの導入を早急に実現する様に要望します。 

著作権の保護期間延長。著作権侵害の非親告罪化。 

出版社に対する著作隣接権付与に反対。 

特にフェアユースは何が何でも導入させたい所です。 

コンテンツ文化と表現/言論の自由を守るためには必要不可欠です。 

 

No. 意見 

59 

●フェアユース 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

私はアメリカが行っている「フェアユース」を導入してください。 

理由としまして、現在の日本の著作権は著作者が非常に強い権利を持っているため、もし「非親

告罪化」が適用された場合、二次創作、パロディといった表現ができなかくなってしまいます。

もし、そうなれば日本のコンテンツ産業は一気に衰退し、経済的損失は計り知れません。 

一刻も早く、フェアユースの導入してください。 

 

●著作権保護期間延長について 
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「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

著作権保護期間延長に私は反対です。 

著作権保護期間は現在 50 年と定められています。それを延長したとしても、過去の著作物は創

作意欲を高めるとは思えません。 

 

●著作権侵害の非親告罪化 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

著作権侵害の非親告罪化に私は反対です。 

「フェアユース」などの「一定の要件を満たした公正な著作権利用ができる制度」がなければ、

第三者による「告発」が多くなり、その結果「冤罪」が出てしまう危険性があります。 

それによって、漫画、アニメなどのコンテンツ産業は衰退してしまいます。 

また、冤罪によって社会的抹殺を簡単にできるようになってしまいます。 

 

●出版社に対する著作隣接権付与 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」、知的財産戦略や知的財産推進計画全般に

関することです。 

私は出版社に対する著作隣接権付与に反対です。 

著作隣接権付与してしまった場合、著作権を保有者が増えてしまい、著作権問題が非常に難解に

なってしまいます。 

 

No. 意見 

60 

今後の知的財産政策に対し、2 点ほど提案を申し上げます。 

（１）2 次創作作品の発表に対する公認政策について 

現在、若者を中心に 2次創作の漫画を扱った同人文化が広く浸透しています。 

しかし、一方でこれは法律上厳密には違法な場合も多くあり、版元・原作者・出版社等による「黙

認」のみによって存続しているのが現状です。 

これは現行の著作権法が現在のような形での2次創作を想定していないことに起因する問題であ

ると考えられますから、法を現状に適合させる形で改定することが必要であると感じます。 

そこで、法的に 2次創作をするにあたっての手続きを定め、法人や組織を有しない個人創作者の

サークルなどでもより簡単にライセンスを得られる制度作りをすることが求められます。 

具体的には、インターネット上での非営利 2次創作作品に対する著作権緩和措置や、同人誌即売

会などにおいて使用できる 1日版権制度の導入などが必要であると感じています。 

2012 年の推進計画等を閲覧しますと、クールジャパンなどが積極的に掲げられておりますが、こ

ういった文化圏の土壌を形成している同人圏の存続を阻害する状況の改善は必要不可欠です。 

 

実際の各種政策を拝見しますと、海賊版対策などとして規制強化のみが押し進められ、その余波

を受けて 2次創作同人活動に悪影響を及ぼす状況ばかりが形成され、今後の文化発展に強い懸念

のみが持たれております。 

ですから、ここに至っては一定の方向転換を行い、若者の文化振興および若者層の文化形態に即

した法制を進めるべきであると考えています。 

 

(２) TPP による著作権法改正および ISDS 条項による 2次創作権への影響予防方針の策定 

昨今、TPP の問題がわが国を二分しておりますが、これは関税のみならず社会制度全体の変革を

要求するものですから、知的財産に関する分野においても無縁のことではありません。 

そして、昨年ごろより指摘されておりますとおり、TPP 参加および ISDS 条項に基づく米国企業か

らの訴訟等によって著作権法の非親告罪化が行われる懸念が高まっております。 

これが実施された場合には、先に述べたような著作権者の黙認に基づく形態の 2 次創作文化は壊

滅的打撃を受ける恐れがあります。 

そのような事態に至れば、昨年の計画で挙げられているわが国が備えている「文化を大切に継承
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し、自由な発想・表現ができる成熟社会を実現して、優れたコンテンツを育む豊かな土壌」が喪

失する懸念を感じざるを得ません。 

ですから、これをクールジャパンにとっての脅威、存続の危機と捕らえ、緊張感をもって先手を

打った対応策を講じる必要があります。 

具体的には、(1)で掲げた 2次創作保護法制による合法化に加え、本計画に TPP による著作権法

の改定および ISDS 条項に対する慎重姿勢を明記することを求めます。 

 

関税撤廃による輸出推進という目的のために、まったく関係のない創作文化が犠牲となることは

絶対に避けなければなりません。 

本計画が TPP によるデメリットへの防波堤として機能するよう、抜本的方向転換をお願いいたし

ます。 

 

わが国の同人文化に起因する創作の土壌は、様々な知的財産政策の弊害に加えて TPP、さらには

東京都青少年条例に代表される表現規制問題等の脅威により、日々喪失の機器に曝され続けてお

ります。 

このような状況を改善するには、まずそういった脅威を生じさせている行政側が従来の手法を改

め、我々同人創作者側の味方になっていただくことが大切です。 

今後とも、わが国の文化発展および技術力向上のため、どうか皆様ご尽力くださいますよう、改

めてお願い申し上げます。 

 

No. 意見 

61 

意見： 

1 つ目、TPP について、著作権侵害の非親告罪化が非常に危険だと思われます。TPP に加入し

た時に著作権侵害の非親告罪化、つまり警察などの団体が、各自の判断で自由に、著作権を侵害

したものを取り締まることができる、というものです。これは非常に危険です、警察などがどの

ような基準で行動するのかがまったくわかりません。さらに日本経済に貢献している 1次創作活

動、2 次創作活動、またコミックマーケットに甚大な悪影響を与えるのは目に見えています。つ

まり著作権侵害の非親告罪化は日本国民の個人の権利、及び日本経済に多大な悪影響を与えるこ

とになります。 

2 つ目、ACTA について、ATCA の批准国は現在日本だけと聞いています。正直意味がないので、

ATCA が国民に与えるリスクを考えるなら、日本は一刻も早く脱退するべきです。 

3 つ目、フェアユースについて、アメリカ以上のフェアユースを導入するべきだと思います。

ただし、フェアユースによって私的利用、私的複製の範囲が縮小されることはいけません。私が

フェアユースが必要だと感じる理由は、日本の過剰な刑事罰リスクから、フェアユースは必要と

感じました。 

後に、国民の意見について、私は、あなたたちが今一度、日本国民の意見を本当に聞く気が

あるのか問う。違法ダウンロード違法化・犯罪化の時には日本国民の意見を無視して、違法ダウ

ンロード違法化・犯罪化は成立された。非常に遺憾で、忌々しい気持ちで一杯である。そして、

知的財産で財を成している日本が、このまま現代の規制進行の風潮のまま、規制が進めばどうな

るのか。まず日本経済はほぼ確実に低迷する。100％の確率で低迷するという例や根拠は上げら

れないが、逆に規制を実施することで創作活動や知的財産の生産性が上がったという現実の事例

も、聞いたことがない。そして日本国民の権利は確実に侵害される。この権利侵害は日本国民も

日本政治家も関係ない。結論としては日本の創作活動による利益は、大きなものである。政治家

としては日本の創作活動、及びそれに対する意見を認めなければならない。もし日本がこのまま

規制を続けるのであれば、私は日本が自分で自分の首を喜々として締める、それは国際的にも極

めて愚かで滑稽で異常じみたものにしか見えないだろう。 

 

No. 意見 

62 

意見:                                        

権利者保護を目的とした規制強化、特に著作権法違反の非親告罪化が議論に上ることがあります

が、そのような議論の文脈において、無許諾の複製品であるところのいわゆる海賊版と、創作性
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を伴う二次創作等とを十把一絡げに扱うことは、国民の著作物利用の権利をいたずらに狭めるこ

とになりかねません。海賊版取り締まりの強化と同時に、二次創作やフェアユースなどといった

活動の明示的な許可を関連法に盛り込む必要性を強く感じます。 

以上 

 

No. 意見 

63 

御意見：知的財産戦略や知的財産推進計画全般に関する事項                

「音楽レコードの還流防止措置」については、導入時に主張されたアジアにおける日本の音楽の

シェア拡大等の達成の程度を検証し、同措置による効果が認められない場合には、廃止すべきで

ある。 

 

No. 意見 

64 

 「知的財産推進計画 2013」および「知的財産政策ビジョン」にて、著作権に対して意見があり

ます。現在の日本での著作権は、加害者・法の定める者の告訴が必要な親告罪ですが、それを加

害者・法の定める者の告訴無しで起訴できるようになる非親告罪化には、断固反対です。これが

現実になってしまうと、表現と言論の規制・全国民が犯罪者にされてしまう可能性がある・コン

テンツ文化の崩壊等、大変な事態が発生してしまいます。 

 同様に、出版社に対する著作隣接権の付与も、作者が作品を自由に発表できなくなり、著作権

の保護期間の延長も、2 次創作・新たな創作物への発展が止まってしまう恐れがあるため、反対

です。 

 国民・表現と言論の自由・コンテンツ文化を守るためにも、米国以上のフェアユースを早期に

導入することを希望します。 

 

No. 意見 

65 

《要旨》 

◆真に権利者とユーザーが win-win となる方策をコンテンツ分野で模索すべきである。 

昨今行われた著作権の締め付けは大抵が権利者の利益にすらならない感情論であり、文化庁がイ

ニシアチブを取って win-win のモデルを考える議論を起こすべきである。 

◆コンテンツ分野における知的財産利用の現状に関して研究し、阻害することのないよう施策を

進めていく必要がある 

著作権について議論する時は創作物の n次利用に影響があるかを考慮するべきである。 

◆いわゆる『オタク文化』への過度な干渉をするべきでない 

これまでの出来事からするに、政治や行政の手が加わると、大抵、現状を悪い意味で破壊する事

になる。 

 

《全文》 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」のどちらか片方とは限らず知財戦略全体に

関わることとして以下に私の考えを述べます。 

  

◆真に権利者とユーザーが win-win となる方策をコンテンツ分野で模索すべきである。 

 違法ダウンロード刑罰化法案の立法過程から見るに、立法府や業界の、現状認識や情報収集能

力があまりにもお粗末に過ぎる事を感じました。 

 「CD が売れなくなった」「違法ダウンロードが原因である」という認識は二重に間違っており、

まず世界的に CD 売り上げが減退していく中で日本は過去の水準を一定程度保っている。また違

法ダウンロードを減らした所で売り上げには繋がらない事はフランスなどの事例からも成立以

前から指摘されており、海外では CD 売り上げの減少を spotify のような新たなビジネスモデル

の確立によって補っている。時代に合わせた新たなビジネスモデルを確立しなければ利益に繋が

らないことは明白であったのに、権利者団体はユーザーを仮想敵と見なし、売り上げ減の責任を

押しつけ、将来的な知財の利用にいかなる悪影響が出るかも全く分からない悪法を、全く正当な

理屈を用意することもなく業界の政治力だけで成立させてしまった。 
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 決して海賊版そのものの取り締まりを否定するのではありませんが、例えば動画投稿サイトで

全編公開しながら商業作品として販売するような形態も出て来ている現状に照らせば、違法ダウ

ンロードを取り締まるというやり方が危険かつ無意味で感情的な議論だと感じざるを得ません。

そもそも取り締まりの手段としても、業界や警察のリソースは有限であり、元を絶つ事からも、

アップロードの取り締まりを厳格化、推進していくことが も効率的である、かつ無用の萎縮も

防ぐことが出来るのは明らかだと思います。 

 ユーザーを犯罪者扱いして満足している業界が勝手に沈没しようと自業自得ではありますが、

これは業界も得る物がなくユーザーにも将来的に足枷をはめられる、謂わば Lose-Lose の結果で

あり、どうしたら本当に現状へ対処できるのか世界の潮流も含めた研究・情報収集がなされ、共

有されていれば防げた事態だったのではないかとも考えます。 

 同様の事態は著作権法全体に見られます。何が本来ユーザーの利益・新しいビジネスの萌芽に

なるかという議論を置いておいて、旧来のやり方にしがみついた業界の感情的な判断に日本の知

財政策が一貫して流されています。まねき TV 事件などの例もあります。 

 私は音楽や映像作品、出版物などのコンテンツ分野における知的財産権の扱いについて、立法

や施策の結果だけを見れば保護ばかりが先行し、利用促進についてほぼ考えられていないと思っ

ています。 

 日本版フェアユースが骨抜きにされ、しかもその成立に違法ダウンロード刑罰化という世紀の

悪法まで抱き合わせにしなければならなかった現状を見るに、もはや日本には、抵抗を振り切っ

て腐敗した現状に大なたを振るう余力など残されていないと感じています。 

 それでも今こそ文化庁の側からイニシアチブを取って、知的財産利用の規制緩和に向けた、こ

れまでにない過激な議論を、業界や政治まで巻き込んで起こしていくべきではないでしょうか。

 

◆コンテンツ分野における知的財産利用の現状に関して研究し、阻害することのないよう施策を

進めていく必要がある 

 例えば現状の二次創作文化、アニメや漫画なら同人誌など、音楽や映像作品なら MAD ムービー

作品など、二次利用が巨大な文化として活発に動いているのに、知的財産権の厳格化・保護強化

に関する議論の中ではいかなる弊害が生じるか大抵において全く考慮されない状況がしばしば

発生します。 

 前述した部分にも掛かってくる事ですが、今何が起こっているのか。ユーザーや権利者はどの

ような理由でどう立ち回っているのか。知的財産の利用に関して議論する時は、「こうあるべき」

や「こうなるだろう」だけでなく、現実として何が起こっているかを認識した上で、悪影響を及

ぼさないよう慎重に考えていくべきだと思います。 

 差し迫った危機の一つとして、TPP により著作権法が非親告罪化され、その他の扱いも利用制

限へ向かっていく事が予想されます。そもそも法体系や著作権の範囲自体が異なる日本の法律に

非親告罪だけを上乗せする事は深刻な影響をもたらすと考えています。 

 著作権の議論がある時、本題・標的とは異なる部分でしばしば「これまで出来たこ 

とを問題なく続けるにはどうするか」と言う問題が発生します。一ユーザーの視点からの議論と

施策を期待します。 

 

◆いわゆる『オタク文化』への過度な干渉をするべきでない 

 クールジャパン政策について、漫画やアニメを好む一個人として正直な感想を言わせて頂きま

すと、お願いですから『オタク文化』にだけは近づかないでください、放っておいてくださいと

いう考えが一番大きいです。 

 日本の『オタク文化』の強みは、宗教的・文化的タブーなどに縛られない自由な発想と表現に

あります。だからこそ数々の名作が生まれ、今日の繁栄を築いたものと考えます。しかし、根拠

無く青少年に悪影響であると言い張って流通規制をかけ自主規制せざるをえない状況に持ち込

んだり、被害児童保護のために策定された「児童ポルノ法」を創作物にまで適用しようとするな

ど、いわゆる『オタク文化』に対する政治や行政の態度は差別に他ならない物です。 

 私が望むのは「海外に売れる文化」ではなく、「日本人が自由に楽しめる文化」です。もちろ

ん両立できるならそれに越したことはありませんが、政治や行政は基本的に上澄みだけを狙い、

エログロナンセンスと言ったニッチな、しかし上澄みを生む土壌としても不可欠の分野に関して
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は積極的に潰しに来ている、政治や行政が絡むと基本的にそういう方向になると言うのが私の認

識です。例え知財戦略を策定する方々にそのような悪意がなかったとしても、実現する過程にお

いてどこかで絶対に紛れ込んでくる物です。『オタク文化』を浄化しても得る物などありません。

 海外への売り込みそのものについても懐疑的です。海外で売れるか否か、海外で受け容れられ

るか否か、それが創作の現場に基準として取り入れられてしまえば『オタク文化』は陳腐化しま

す。特にそこで、前述した『オタク文化』の浄化と海外への売り込みが結びつくのではないかと

いう危惧がかなりあります。 

 だから本当に放っておいて欲しい、お上の手が加われば何もかも瓦解してしまうという強い警

戒感を私は持っています。 

 

 コンテンツ人材の育成という項目で「クリエイターの裾野の拡大」という項目がありますが、

むしろこれは国が関与する必要は全くなく、荒唐無稽なネット・流通規制を悉く撤廃すればそれ

だけで十分だと考えています。今の若者や子供達はネットの普及によって、クリエイターの作品

に自然に触れる環境下にあり、また自らがクリエイターとして作品を公開することも容易になっ

ています。勝手な偏見でそこに枷をはめる規制こそ問題なのであって、それ以外は既に理想的な

コンテンツ創造のサイクルが完成しつつあると私は思います。 

 

 唯一、国からの手が必要だと考えているのはクリエイターの待遇改善です。知られているよう

にアニメーターは薄給激務の状態が慣例化し、その事が脱落や海外への人材流出を招いていま

す。クリエイターへの利益還元を考えるなら、労基法などだけでなく、所謂『中抜き』問題のよ

うな業界構造の問題にまで斬り込んで施策を採ることが求められると感じます。 

 

No. 意見 

66 

【要旨】 

・著作権非親告罪化、法廷賠償金制度、違法 DL 罰則化を動画や音楽だけでなく全著作物に適用、

違法な接続３回でネットを遮断できるスリーストライク制の導入に反対する。 

・『これまでの専門調査会・ワーキンググループの議論をふまえた論点整理』02 の P6「クリエイ

ティブコモンズのソフトロー化」、P12「フェアユースの再検討」。これらに賛成する。また孤児

作品化を防ぐために、非営利目的での著作物の二次利用や二次創作の利用基準緩和や、商業的活

用を放棄されたコンテンツの二次使用基準緩和について検討してほしい。 

 

【意見本文】 

・TPP について 

去る 3月 15 日に安倍総理が TPP への参加を表明しました。現在 TPP 交渉の知財分野において次

の制度の導入が議論されていると聞きます。 

（1）著作権非親告罪化、（2）法廷賠償金制度、（3）違法 DL 罰則化を動画や音楽だけでなく全著

作物に適用、（4）違法な接続３回でネットを遮断できるスリーストライク制。 

 

現在の日本の著作権法には、米国式フェアユースが導入されておらず、条文上商業用著作物とそ

の利用、そして非商業用著作物とその利用に区別もついていない上に、さらに二次利用や二次創

作に対し、著作物の利用者（特に一般人）にとって非常に高いハードルが設けられています。 

著作物の利用者からすれば、世界的に見ても規制が厳しい日本の著作権法ですが、それでも多種

多様な表現活動ができるのは、著作者の善意や黙認が成立する親告罪であることや、法廷賠償金

制度が存在しないなど、利用者の委縮を招く制度がないためです。 

しかしもし TPP で（1）～（4）までの制度が導入された場合、非親告罪や法廷賠償金目当ての第

三者による告訴・通報の乱発を招き、利用者の表現活動は大いにしゆくするでしょう。それどこ

ろか著作物を特にネット上で利用すること自体に多大なリスクが生じ、それによりネット産業は

もちろんコンテンツ産業そのものが衰退していくのは避けられません。 

また（3）の全著作物のへの違法 DL 罰則化適用にしても、この様な事が現実化すれば政府や企業

の公文書を DL する事すら違法化されるわけでして、これでは一般的な著作権利用どころか、政

治や企業活動へも深刻なダメージを及ぼします。 
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したがって、（1）著作権非親告罪化、（2）法廷賠償金制度、（3）違法 DL 罰則化を動画や音楽だ

けでなく全著作物に適用、（4）違法な接続３回でネットを遮断できるスリーストライク制、これ

らの制度の著作権法への導入には強く反対致します。 

 

もし仮に、TPP で導入不可避となった場合には、著作権法で商業用著作物と非商業用著作物を定

義し分けたうえでさらに、商業用著作物を完全コピーしたものを商業用目的で販売した場合のみ

に上記制度を導入するなどの制限をつけるべきと考えます。 

 

・『これまでの専門調査会・ワーキンググループの議論をふまえた論点整理』について 

----- 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/contents_kyouka/seisakuvisi 

on/dai2/siryou02.pdf 

P6 「クラウドネットワーク、ソーシャルサービスといったメディアの進展等を踏まえ、ＵＧＣ

等の二次創作を含めたコンテンツの創造や活用の促進を図るために、クリエイティブコモンズの

ソフトロー化を検討すべきではないか 」 

----- 

上記意見に全面的に賛成します。またクリエイティブコモンズのソフトロー化だけでなく、非営

利目的での著作物の二次利用や二次創作の促進や基準の緩和についての検討。 

さらに商業的活用を放棄されたコンテンツ（例：廃盤になったドラマやアニメのサントラ CD な

ど）の二次利用についても、その活用と促進を検討するべきです。こうした「放棄されたコンテ

ンツ」はそのまま野に埋もれ、孤児作品となっていく例が後を絶ちませんので。 

----- 

P12 「今回の改正著作権法で導入された権利制限規定はまだまだ突破力に欠ける」「知財戦略本

部として、もう一度フェアユースの問題を含め、将来に対応できるような法制が何かを検討すべ

き。（専門調査会)」 

----- 

上記意見に全面的に賛成します。 

アメリカ型フェアユースの導入を日本でもするべきです。 

以上。 

 

No. 意見 

67 

意見： 

「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」両方に向けての意見です。 

 

まず、 初にお願いしたいと思うのは、規制の強化や著作権法などに基づいて、「なにが違法で

あるか」についてを前面に押し出すばかりではなく、「どのように利用すれば、著作権・知的財

産権の侵害とならずに、文化発展を目的とした利用カが出来るのか」を充分に啓発していただき

たいと思っております。 

特に文化面に関しては、著作物・表現物の二次利用が文化発展に非常に貢献している場合もあり

ます。 

大企業のような、大きなペイが出来ない個人でも、既存の著作物や表現物を安全に利用できる、

その方法を是非「啓発」していただければ、と考えております。 

過剰な権利保護政策としてではなく、文化発展のため、という意識の上で、慎重な議論を重ねて

いただければと思います。 

また、著作物・表現物に関しましては、ファン創作同人誌（二次創作同人誌）としての利用など

が日本では大変広まっていますが、こういった、「著作者が特に気に留めていない」、「権利を侵

害されたと強く考えていない」有償・非営利の利用について、是非とも安全性を担保するような

法整備を行っていただきたいと考えております。 

パロディ規定なども考えられているようですが、日本で独自に発展したアニメやマンガにおける

活発なファン活動を著しく阻害し萎縮させるような計画や政策は、文化発展に貢献しないばかり
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か、次の文化の担い手の目を摘みかねないのでは、と危惧しております。 

 

近では、アップロード刑罰化・ダウンロード刑罰化などの苛烈な制裁が問題となり、月々数千

円のお小遣いで嗜好品を購入している中高生の間では、個人で CD 曲を携帯プレイヤー等に落と

し、その情報を貸し借りすることすら恐怖の対象となり、敬遠されるようになっています。 

また、古書店で漫画本を買うことすら、「いけないこと」「著作者に失礼」「著作権の侵害なので

は」と萎縮し、さらには、とある作品に感銘を受けてオマージュ作品を創作することすら、「パ

クリ」「著作権侵害」であると攻撃されたり萎縮したりと、まっとうな創作活動すら出来なくな

ってしまっている、という状況がそこかしこで見受けられます。 

ここ数年の、権利者の強い制裁感情が、特に、多感な時期を過ごしている若者の、たくさんの著

作物・表現物に触れる権利を制限している、狭めてしまっていると感じられます。 

これは、資源もなく国土も狭いこの日本では、由々しき問題なのではないでしょうか。 

個性や能力を磨き、社会の人びとに役立つ人間になるには想像力が欠かせませんが、想像力は著

作物や表現物によって培われる部分も多くあると思います。 

また、刑罰等により知的財産物に「触れない」「触れさせない」ことによって、恐怖感ばかりが

先行し、消費も創作活動も不活発となることが危惧されます。 

知的財産物・著作物・表現物に「触れる機会」を多くの人が豊富持てるようにお心を砕いてくだ

されば、と願ってやみません。 

 

《要旨》 

・知的財産物や著作物についての「適正な利用方法」を啓発していただきたい。 

・日本で活発なファン創作同人誌における知的財産物の利用について、著作者が「特に気に留め

ていない」と考えている有償・非営利の利用に関して安全性を担保する法整備をお願いしたい。

・権利者の強い制裁意識により、知的財産権違反に対し苛烈な制裁を加える法律が立法されてい

ますが、過剰な制裁は消費を萎縮させ、創作力を奪うことを危惧します。 

 

No. 意見 

68 

意見： 

「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」並びに知的財産戦略と知的財産推進計

画全般に対する提言。 

昨今話題になっている TPP の著作権分野について、下記のような懸念事項が交渉の俎上に載せら

れているという情報がある。 これらの懸念事項について反対すると共に問題点を指摘する。 

 

1.著作権侵害の非親告罪化。 

警察や検察が著作権侵害の判断を独自に下せるようになれば、著作物の創作又は流通における

当局の権限が異常に肥大化し検閲等を招く恐れがある。止むを得ず導入する場合は米国型の著作

物の登録制度やフェアユース規定等も導入すべきである。 

 

2.法定損害賠償制度の導入。 

 この制度が導入されれば高額の賠償金目当てにクリエイターが自身の作品に少しでも類似して

いる後発の著作物の著者を訴えるような事例が多発する恐れがある。そのような事態は文化の発

展に逆行する。 

3.文章、画像を含む全著作物の恒久的又は一時的（電子的な一時記録も含む）記録に対して複製

権を設ける。（全著作物の違法ダウンロードの罰則化） 

このような規定が設けられれば個人の web ページの閲覧や印刷すらできなくなり、日本国民の

インターネットの利用が著しく制限されてしまう。情報化社会においてこれは著しい人権侵害で
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ある。 

 

これらの懸念事項を TPP で決めらてしまうと、日本独自に著作権法の制度設計を行う事が出来

なくなるという問題点もある。 

私は政府に対してこれらの懸念事項を交渉の場において承諾しない事を切望する。 

 

No. 意見 

69 

【意見】： 

近頃話題になってる TPP の流出事項も踏まえた内容で失礼致します。 

流出した条項文の内容ではありますが、TPP の知財条文には著作権保護期間の大幅延長、刑事罰

の非親告罪化・法定賠償金の導入など、重大な制度改変につながる規定が多数盛り込まれていま

す。 

どれも日本では異論が多いものだとききます。 

そのままの制度導入は我が国の国益になるどころか、あらゆるコンテンツ産業に大きな打撃を与

えるのではと危惧しています。 

ネットが普及した今、日本国内での影響は多く及ぶのではないでしょうか。 

もしこの条項のままの制度を導入するというのであれば、日本でも早急にフェアユースの導入す

る事を強く要望します。(例：アメリカ型フェアユース等) 

必要以上の著作権の強固な保護は時代に逆行するものと私は考えます。 

 

No. 意見 

70 

意見 

１．「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」の両方に関する事項。 

【要旨】 

なぜインターネットでテレビの生放送が観られないのかという素朴な疑問からスタートした、

2006 年の竹中放送改革の原点に立ち返って、テレビ番組ネット配信の著作権法上の扱いを再検討

すべきである。ヨーロッパや韓国では番組のネット配信の権利は放送と一括処理できる。こうし

た著作権法をバックにして、韓流ドラマなどのコンテンツ輸出を製品やサービスの輸出増につな

げた韓国に学ぶべきである。 

【全文】 

コンテンツを中心としたソフトパワーの強化に向けて海外展開、市場獲得を推進するために、

06 年の竹中放送改革の原点に立ち返って、テレビ番組ネット配信の著作権法上の扱いを再検討す

べきである。06 年 1 月、総務大臣だった竹中平蔵氏は私的懇談会「通信・放送の在り方に関する

懇談会」（座長松原聡東洋大学教授、以下、「竹中懇」）を発足させた。構想を発表した 05 年 12

月の記者会見で竹中氏は、「なぜ、インターネットでテレビの生放送が観れないのかと思ってい

る人も多いと思う」。そうした素朴な疑問に対して国民に納得してもらえるような議論をしたい

と述べた。 

光ファイバーを通じて契約加入者に番組を配信するＩＰ（インターネット・プロトコル）マル

チキャスト放送（以下、「ＩＰ放送」）は、放送の一種であるにもかかわらず、著作権法上、通信

と解釈され、ネット配信などの二次利用に著作権者や実演家の許諾があらためて必要になる。 

竹中懇の報告書などを受けて、文化庁が法改正を検討したが、放送事業者などの反対などで、

番組を同時配信する場合にかぎり、ＩＰ放送を放送扱いとし、放送同様、あらためて実演家やレ

コード会社から許諾を得る必要がないように著作権法を改正した。しかし、過去の番組（アーカ

イブ）のオンデマンド配信は今後の検討課題とした。 

２０１３年１月１７日の「知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会コンテンツ強化専門調

査会（第 2回）」で、新山委員（ＮＨＫ）は、「例えば海外で放送を売ろうとするとネット権はあ

るのかと聞かれます。ネット配信権がないと売れない状況です。ヨーロッパでは御承知のように

著作権法で、同時再送信は放送とみなしましょうということで、権利処理は一括で済む。見逃し

の１週間くらいまでも、徐々に権利処理が１つで済むような国もあると聞いておりますので、こ

のあたりの著作権の考え方を変えていくというのは非常に重要である」と指摘している。 
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韓国の著作権法も放送番組の製作者に権利を集中している。放送番組制作者は著作権者から映

像化の許諾を得れば、ネット配信などの二次利用に関して改めて許諾を取る必要はない。このよ

うに二次利用がしやすい著作権法を持つことも韓国のコンテンツ輸出の推進力となった。  

映画や韓流ドラマを安く輸出して、製品やサービスの輸出増につなげた韓国の例に見られるよ

うに映像メディアの波及効果は大きい。その韓国のコンテンツ関連予算は日本の 8倍（2011 年 6

月 22 日 経産省産業競争力部会資料）。日本政府が経産省にクールジャパン室を設置したのは

2010 年 6 月。韓国に 10 年以上遅れてクールジャパン戦略を展開するのに、予算や法制面での国

の支援にハンデがあっては、追いつき追い越すのは至難の業。財政赤字で予算面での支援に限界

があるとすれば、法制面での支援がなおさら必要となる。竹中放送改革の原点に立ち返って、番

組ネット配信の著作権法上の扱いを再検討すべきである。 

 

２．「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」の両方に関する事項。 

【要旨】日本版フェアユース規定の導入は 2012 年の著作権法改正で実現したが、従来の個別権

利制限規定の追加と大差ない内容に終わってしまった。このため、クラウドサービスなどの新し

い産業の創出環境を形成するためには、まねき TV・ロクラク II 両事件 高裁判決、文化庁にお

けるクラウドサービスや間接侵害についての検討、TPP 交渉参加など、その後の状況変化も踏ま

えた上でのフェアユース規定の再検討が必要である。 

【全文】クラウドサービスなどデジタル化・ネットワーク時代の新産業を促進するためフェアユ

ース規定の導入を再検討すべきである。日本版フェアユースとよばれた権利制限の一般規定の導

入は、2012 年の著作権法改正で実現したが、従来の個別権利制限規定の追加と大差ない内容に終

わってしまった。このため、クラウドサービスなどの新しい産業の創出環境を形成するためには、

以下のようなその後の状況変化も踏まえた上でのフェアユース規定の再検討が必要である。 

（１）まねき TV・ロクラク II 両事件 高裁判決 

テレビ番組を遠隔地から視聴可能にするサービスを提供したベンチャー企業をテレビ局が複

製権侵害で訴えたロクラク II 事件で、 高裁は番組複製の主体はユーザでなく、事業者である

として、侵害責任を認めた。同様のサービスを提供したベンチャー企業をテレビ局が公衆送信権

侵害で訴えたまねき TV 事件でも、 高裁は１対１の関係にあっても事業者側からみればユーザ

は不特定なので、公衆にあたり、公衆送信権を侵害するとした。 

(2) 文化庁クラウド調査報告書 

上記判決などで、クラウド・サービスに伴う著作権問題が不透明なことから、文化庁は「クラ

ウド・コンピューティングと著作権に関する調査研究」を実施。2012 年 1 月に報告書をまとめ、

「クラウド・サービス」に固有の問題はないとして、著作権法の改正は必要でないと結論づけた。

しかし、「関係者ヒアリングでは MYUTA 事件、まねきＴＶ事件、ロクラク II 事件判決がクラウド・

サービスへの影響を懸念する見解が多く示された」点も指摘している。 

(3) 文化庁における間接侵害の検討 

日本では間接侵害者に対して侵害行為の差し止めを請求できるかが明確でないため、カラオケ

法理以来、直接侵害者を広く捉えてきた。この問題について検討した司法救済ワーキングチーム

が、2012 年 1 月、間接侵害も差し止め請求の対象とすることを明記した上で、対象とすべき間接

行為者の類型を三つに限定する「『間接侵害』等に関する考え方の整理」を取りまとめた。これ

を踏まえて法制問題小委員会が 2012 年に関係者からヒヤリングを実施したところ、権利者の側

から立法に慎重な意見が出された。間接侵害を導入することで、間接侵害も差し止め請求の対象

とするかわりに差し止め請求の対象が狭められるより、立法せずに裁判所が直接侵害者を広く解

釈してくれる現状の方が好都合というわけである。裏返せば、サービス事業者にとっては侵害主

体とみなされるリスクが払拭されないことになる。 

 (4) ＴＰＰ交渉参加 

米国は世界で も広汎な権利制限の一般規定であるフェアユース規定を持つ国だが、それを他

国に導入しろという要求はしない。知財が重要な輸出品目である米国としては、他国には知的財

産権を強化してほしいからである。このため、加盟国は米国の要求にあわせて、国内法を改正す

ると、保護と利用をバランスさせるべき著作権法のバランスを権利保護よりに傾かせることにな

る。 

そこで、加盟国の中でも知財の重要性が高いと思われる先進国がＴＰＰ参加に際し、どのよう
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に対応したかを概観する。加盟先進国はシンガポール、ニュージーランド、オーストラリア、カ

ナダの 4 ヶ国で、きしくも旧英領諸国である。このため、もともと英国型のフェアディーリング

規定を持っていた。 

フェアディーリング規定は、米国のフェアユース規定が目的を限定せずに四つの要素にもとづ

いて、公正な利用かどうかを判定するのと異なり、権利を制限する目的が、英国の例でいえば、

①私的学習・非営利の研究 ②批評、評論 ③時事の報道 に限定されている。しかし、これら

を目的とする著作物の公正利用は、十分な出所明示を伴うことを条件として、著作権を侵害しな

いとされる。目的と出所表示の要件以外はフェアユース規定のように公正な利用であれば許諾な

しに使用できるので、権利制限の準一般規定ともいえる規定である。 

4 ヶ国ともＴＰＰ参加時には、米国型フェアユースには及ばないが、英国型フェアディーリン

グよりは広汎な一般規定を導入している。また、TPP に加盟はしていないが、韓国は米韓 FTA 締

結に伴い、米国型フェアユースに近い権利制限の一般規定を導入した。 

 

３．知的財産推進計画 2013」策定に向けた意見 

【全文】 

パロディの合法化については現在、文化庁の法制問題小委員会の「パロディワーキングチーム」

が検討中であるが、2012 年夏以降、世界的にヒットした 2人の外人歌手のヒットの決め手が動画

パロディであったことから、コンテンツを中心としたソフトパワーの強化に向けて海外展開、市

場獲得を推進するにはパロディの早急な合法化が必要である。 

1 人は、「コール・ミー・メイビー」を歌ったカナダの女性シンガー、カーリー・レイ・ジェプ

セン（26）で、10 代に絶大な人気を誇るジャスティン・ビーバーが恋人と一緒にこの曲を口パク

で歌うパロディ動画を作ってユーチューブに投稿。アメリカの五輪競泳チームなども同様の口パ

ク動画を発表。こうしたパロディ動画は 6 万以上も作られ、世界的なヒットに貢献した。 

もう 1 人は「江南（カンナム）スタイル」を歌った韓国人男性歌手 PSY（サイ）のである。12

年 7 月、PSY は曲を韓国でリリースすると同時に曲のプロモーションビデオをユーチューブで公

開した。34 歳の小太りの男性歌手が、美女に囲まれ、馬に乗っているかのようにダンスしながら

歌うビデオが米国を中心に世界中で大ヒット。プロモーションビデオは 12 年 11 月に YouTube で

歴代 多の再生回数を達成した。2013 年 2 月の朴大統領の就任式でも公演するなど今や国民的英

雄となった。 

江南スタイルも世界中の若者たちが続々とパロディ動画をユーチューブに投稿したことで人

気に火がついた。エコノミスト 12 年 11 月 6 日号によれば、「PSY は『江南スタイル』の大ヒッ

トで、100 億ウォン（約 7億円）を超える収益が見込まれている。K-POP 全体の影響を考えると、

1 兆ウォン（約 700 億円）を超える経済波及効果が見込めるという試算もある」（韓国の全国紙文

化部記者） 

このように新曲も動画パロディで売る時代に入ったので、パロディの早急な合法化が臨まれ

る。ちなみにカナダは 2012 年の著作権近代化法で、フェアディーリング規定を拡大し、パロ

ディも加えた。また、韓国は上記２のとおり、2011 年の米韓 FTA 締結に伴う著作権法改正で、フ

ェアユース規定を導入しているので、米国同様、パロディがフェアユースであると判定される可

能性は髙い。 

こうした動画パロディは、当然ユーザー・ジェネレイテッド・コンテンツでもあることから、

パロディの合法化はユーザー・ジェネレイテッド・コンテンツの拡大を踏まえて必要な制度整備

でもある。 

 

４．「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」の両方に関する事項 

【全文】 

ユーザー・ジェネレイテッド・コンテンツ（以下、“UGC”）の拡大を踏まえ、必要な制度整備

として、上記３のパロディの合法化の他にも以下の 2 点があげられる。 

(1) 非営利目的でのマッシュアップ 

2012 年のカナダの著作権近代化法は、原作品の市場を奪うなど原作品に悪影響を与えない、引

用元を明示する などの要件をみたすことを条件に非営利目的でUGCを創作するための著作物利

用を認めている。カナダにならって、非営利目的で UGC を創作するために既存の著作物を利用す
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ることを認めるべきである。 

(2) フェアユース 

 07 年 2 月、ステファニー・レンツは１歳半の息子が台所で歩行練習機を押しながら、ラジオか

ら流れてきたプリンスの音楽レッツ・ゴー・クレージィに合わせて踊り始めたので、ビデオカメ

ラに撮って、ユーチューブにアップした。雑音入りの 30 秒弱のビデオだったが、楽曲の著作権

を持つユニバーサルが削除を要請、ユーチューブは要請に応じて削除した。このため、レンツは

ユニバーサルを訴えた。08 年にカリフォルニア州連邦地裁は、「コンテンツ保有者はネット上の

コンテンツの削除要請を送付する前に、作品がフェアユースにあたるかどうかを考慮すべきであ

る」との判決を下した。 

このビデオはユーチューブで、”Let’s Go Crazy”#1 で検索すると、6 年間で 122 万回 再生

されている（13 年 3 月時点）。フェアユース規定がない日本では、こうした雑音入りの音楽を BGM

にしたビデオでも、著作権者が要請すれば削除されてしまい、投稿者はビデオを復活させる方法

もない。 

UGC が花開く時代、世界が評価する日本のコンテンツをクールジャパン戦略でグローバルに売

り込もうとしている時代に、コンテンツの芽を摘みとることのないようフェアユース規定の導入

が望まれる由縁である。 

 

５．「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」の両方に関する事項 

【全文】 

知のインフラ強化の観点から、我が国のコンテンツのデジタル・アーカイブ化とその利活用を

進めるために、NHK の番組ネット配信サービス NHK オンデマンドを受信料支払者には無料で提

供すべきである。 

２０１３年１月１７日の「知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会コンテンツ強化専門調

査会（第 2回）」で、新山委員（NHK）は NHK オンデマンドについて、「この１月に無料の PC の会

員が 100 万を超えました。売上のほうなのですが、現在 13 億の事業収入に対して、事業の支出

が大体 27 億で、その多くが権利処理にかかる経費なのです。権利処理の手間とコストは非常に

かかることは皆さん御承知ですけれども、これを何とかしなければいけないというのは我々の喫

緊の課題です」と述べた。 

英国の BBC は 07 年から、パソコンでテレビ番組を視聴できる iPlayer サービスを開始した。

番組同時配信サービスおよび見逃し需要対応（放送後 7日間番組をネットで提供）サービスを受

信料支払者には無料で提供。サービス開始早々から予想以上の人気を博し、今や英国の成人人口

の 20％にあたる 1千万人が週に一度は視聴している。これに対して、NHK オンデマンドはたまに

しか視聴しない視聴者も含めた登録者数が 100 万人と苦戦を強いられているわけである。 

苦しいのはネットビジネス成功の方程式であるフリーミアム、すなわち無料モデルである程

度、顧客ベースを確立した後、付加価値をつけた有料モデルを提供して、収益化するビジネスモ

デルと逆行しているからである。そもそも受信料をとられている上に、「見放題パック」の場合、

1000 円近くまで払ってまで視たいという視聴者がかぎられてくるのは当然である。 

権利処理に手間とコストをかけて、アーカイブした番組が宝の持ち腐れとならないよう、受信

料を支払っている視聴者には無料で提供し、海外を含め、受信料を支払っていない視聴者に有料

で提供すべきである。ちなみに英国の BBC は国内は無料だが、欧州 11 ヶ国に有料で番組をネッ

ト配信している。 

民業圧迫を理由とする民放の反対が当然予想されるが、若者のテレビ離れを防ぐという長い目

で見たメリットは民放にもあるので、受信料支払者に対しては番組を無料でネット配信すべきで

ある。 

６．知的財産推進計画 2013」策定に向けた意見 

【全文】 

山本一太 知的財産担当大臣は、1月 17 日の知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会（第

2 回）で、「韓国が経済危機に陥った 97 年、金大中大統領が文化大統領宣言したのにならって、

安倍総理に文化総理宣言というのをやってもらいたい」と述べた（議事録参照）。「日本の総理と

して初めて、コンテンツで食べていく、コンテンツをしっかり海外に売り込んでいくという政治

メッセージを発信していただきたいと思っている」と続けた。 
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クールジャパンは経産省の所管であるが、著作権は文化庁、放送は総務省の管轄である。こう

したタテ割り行政の弊害を乗り越えて、クールジャパンの推進に向けた政府の一体的な支援を推

進するには、安倍総理に文化総理宣言をしてもらうのも一案である。  

 

No. 意見 

71 

要旨 

＜主に「知的財産政策ビジョン」について、僭越ながら意見を述べさせていただきます。著作権

関係の強化の危険性と、フェアユース制度導入の賛成についてです。＞ 

 

A)外国版フェアユース導入の賛成 

導入に関しては異存がありませんが、範囲は米国以上の物にする必要があると判断します。 

何故なら、後述の「著作隣接権の付加への行動」に見られるように、我が国は外国と比べて基本

的に十分すぎるほどに著作物への整備が進められており、それが外国と状況が違うが故に「外国

版フェアユース」では対処しきれない事態を発生する事が予想されるからです。我が国の著作権

関係は外国と比べ厳しすぎる物があるので、その分「日本独自のフェアユース」かつ「外国の物

よりも範囲が広く、規制が緩いフェアユース」である必要があります。 

 

B）「我が国と外国における著作権関係の状況からくる問題点」と「コンテンツによる文化興隆と

対外戦略の確立」 

前述の論点整理にもある通り、我が国と外国における著作権を取り巻く状態は異なるものであり

ます。例えば、現在立法にむけて動いている「著作隣接権」はアメリカ合衆国では存在しません。

それに、アメリカ合衆国では著作権は登録して初めて成り立つ物ですが、日本の著作権は「物」

が著作された瞬間発生する物です。 

すなわち現状以上に著作権関係を強化するために「外国にない著作隣接権の付加」等を行う事は

前述の方向性に合致せず、逆に阻害する物であると判断します。さらに「著作物の現在の方式に

よる公正な二次利用におけるコンテンツの発達」と「それにおける対外戦略の確立や文化興隆」

も「著作権関係の不必要な強化」によっても阻害されると懸念します。 

何故なら著作権関係の強化は「著作物の利用範囲」を必然的に狭めてしまうからです。例えば、

現在コミックマーケットなどで漫画、アニメなどの二次創作が行われ、著作物への利益に繋がっ

ている二次創作物も多くありますが、現在は「著作権の親告罪化」などで著作者と二次創作者と

の間で程よい関係が築かれています。任天堂のポケモンに関する訴訟で「著作者が認められない

二次創作物」を訴えられる一方、「著作者が問題ないと判断した二次創作物」は放置しておく事

で二次創作の興隆がもたらされ、結果として著作者にも利益が得られる仕組みになっています。

我が国では「フェアユース制度」が無いので、二次創作物は著作者の了承を得ていない物は全て

「著作権違反」ということになります。これが「著作権の非親告罪化」によって尋常ならざる損

失を被るのは容易に察せられます。何故なら、著作権違反かどうかを考慮するのは警察であり、

現状では著作者の了承を得ていないすべての二次創作物は著作権違反だからです。その関係上に

おいても、フェアユース制度には賛成です。しかしそれは、無暗に著作権関係を強化することに

よる弊害を無視していいことにはなりません。 

さらに前述の論点整理には「我が国と外国との著作権を取り巻く状況をなるべく同じ物に近づ

け、企業の海外進出等の知財関係の摩擦を抑える」といった方向性が記されていますが、それな

らば「著作隣接権の付加」のように不用意に著作権関係を強化する行為を止め、適度に著作者が

恩恵を得られるようなシステムにしつつ、著作物の公正な二次利用によるコンテンツの発達も推

進していく方向性で行くのがベストな選択肢ではないでしょうか？ 

これらは違法 DL 刑罰化にも言える事です。御一考お願いします。 

 

No. 意見 

72 

要旨： 

論点整理で十分に言及されていない論点をいくつか挙げた。 

意見： 

「知的財産推進計画 2013」、「知的財産政策ビジョン」の両方に関して。 
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論点整理で言及されていなかった、あるいは触れられている程度だった観点をいくつか挙げる。

・海外で「映像コンテンツだけで収益を上げるのは困難」との意見が論点整理において紹介され

ていたが、これは映像コンテンツに限ったことではない。収益構造の構築は後回しにして、ま

ずは海外でのネット等での公開を無償での申込制等によってできるだけ許諾することを考え

るべき。 

・著作権制度がもともと「文化の発展に寄与することを目的」としていることを考えると、孤児

著作物の二次利用が妨げられているのはおかしい。供託金制度等によって著作者等の財産権は

保護するとして、明示的に拒否されていないかぎり、二次利用を可能にするしくみが必要。 

・デジタルプラットフォームの重要性を指摘する意見が論点整理において紹介されていたが、日

本でもはてなやニコニコ動画のような独創性のあるウェブプラットフォームが誕生していた

にもかかわらず、政府や民間からの充分なバックアップを受けていたとはいいがたい。これは

どちらかというと民間の側の問題だと考えるが、今後新たに日本初のプラットフォームが誕生

した際に国際競争力を持たせるよう、政府が果たすことのできる役割もあるはずである。 

・品質の面で高い国際競争力がある日本の農作物を考えると、地理的表示保護制度の国際的な枠

組み作りは急務。この部分では、日本の方向性はアメリカ合衆国と 180°異なっているはずで、

むしろ欧州連合との協力が必要である。 

・医薬品分野で、特許を保有する欧米先進国と、国民の保健を主張する開発途上国の間に衝突が

ある。どちらの主張にも正当性があるが、この分野での両者の妥協を図るため、日本がイニシ

アチブをとることを検討すべき。 

・インバウンド促進として、東京・京都以外の都市も海外での認知度を高めることが必要。 

 

No. 意見 

73 

御意見： 

フェアユースの考え方の推進について 

既に多くの有識者のご指摘にある通り、日本の著作権法では現在考えられていない「フェアユ

ース」の考え方について、広く議論を盛り上げコンテンツ文化産業に寄与する環境整備をお願い

したい。 

「二次創作」や「パロディ」と呼ばれる分野では現在も、多くの創造的な作品が生まれ 

更に新しい創作を生み出している。それらは決して「海賊版」と同じではない。 

そのような「二次利用による創造的試み」を支援する知的財産戦略を大いに支持したい。 

 

御意見： 

著作権侵害の「非親告罪化」への懸念 

現在「親告罪」である著作権侵害についての「非親告罪」化は、いたずらに冤罪を招き、警察

権の濫用、そして創作的活動の委縮につながるおそれがある。 

しかし「TPP への参加」により、著作権侵害も非親告罪化されるのではないか？という懸念が一

部で取りざたされている。 

TPP については情報が国民に広く開示されているとは言い難い状況なので憶測に過ぎないのかも

しれないが、著作権侵害の「非親告罪化」は避けて欲しい。 

 

No. 意見 

74 

意見：「知的財産推進計画 2013」の策定に向けた意見 

 

１：権利者に通知する前の段階で著作権法違反を取り締まること（いわゆる「非親告化」を含む）

を行わないでください。 

 

権利者に通知する前の段階で著作権法違反を取り締まることは、大きなトラブルの原因になり

ます。著作権法違反による逮捕を行っても、権利者が起訴を望まなければ無駄な取り締まりをし

たと言えますし、その状態で起訴を強行すれば著作権法の存在意義そのものが疑われることにな

ります。 
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万が一、権利者の同意なく著作権法違反者の逮捕・起訴を迅速に行う仕組みを構築する、といっ

た発想で著作権法等を改正するのであれば、「著作物にかかわる事は恐ろしい」と国民に思われ

てしまい、著作物に関わる市場が消えてしまうこともあると考えます。 

 

２：違法ダウンロード刑事罰化の撤廃を望みます。 

 

違法ダウンロード刑事罰化の立法趣旨は誰もが違法行為をする事が前提となっており、正しく

音楽を楽しんでいる消費者と純粋に音楽や作品を広めたいアーティストを蔑ろにするものにな

っています。 

そもそも Web ページを支えるシステム（HTTP，TCP/IP．UDP/IP）は、ダウンロード（保存）と閲

覧を区別することができません。さらに、違法コンテンツか合法コンテンツかを判別するために

は内容の検閲が必要になります。日本国内では通信の秘密により検閲は憲法違反であり、この条

文を問題なく運用することは不可能でしょう。 

 

３：著作権保護期間の延長を行わないでください。 

 

 現在の著作権法は個人の場合は著作権の死後 50 年、法人などの場合は公表後 70 年の間保護さ

れますが、これを死後 70 年や公表後 100 年に延長しようとする動きがあります。 

このような著作権保護期間を延長する動きは一見著作権物を保護しているように見えますが、実

際は今後公表される他の著作物や知的財産を犠牲にしています。 

上の意見は一見矛盾するように見えます。しかし、既存の著作物を利用する著作物や知的財産（ソ

フトウェア等）もありますし、新技術を開発した上でその成果物（新商品）を提供する際に既に

著作権の切れた著作物を同梱して提供する事もあります。 

例えば、いくつかの電子書籍リーダーにはあらかじめ「青空文庫」で提供されている電子書籍が

同梱されており、すぐに動作確認をしたり、既に著作権の切れた多くの作品を無料で読んだりす

る事ができます。 

著作権保護期間を 20 年延長する場合、どこかのタイミングで「新たな著作権の消滅」が 20 年先

送りされることになります。これは「青空文庫」などの既に著作権の切れた作品を配信する動き

が 20 年停滞する事を意味します。 

著作権保護期間の延長は、電子書籍リーダーや音楽プレイヤー等の新たな“技術”を提供する際

にはマイナスに働きます。そして言うまでもなく、電子書籍リーダーや音楽プレイヤーのソフト

ウェアも著作物です。 

 

No. 意見 

75 

意見（概要）： 

私の意見は以下の通りです。これらを行うことが国民を「著作権侵害という罪」から守る要にな

ると考えます。 

1.親告罪の維持 

2.法定損害賠償制度の不導入 

3.フェアユースの導入 

 

1.親告罪の維持 

 現在検討されている中で、 も危険なルールは「著作権の非親告罪化」と考えています。 

というのも「被害者も望まない逮捕」が多発する可能性が極めて高いからです。 

私は芸術家として活動してきました。また周りにはアニメーション作家やイラストレーター、デ

ザイナーなど多くのクリエイターがいます。彼らのキャリアの始まりは他人の著作物を見ること

から始まる人が少なくありません。 

 「良いもの」を見て、育った彼らは、今度は逆に作品を作りネット上に公開します。 

Youtube やその他のサイトなどで無許可で広められたことで話題となり、それが自信となり、あ

るいは話題となり、そして今に繋がるケースが少なくないのです。彼らは、時として自らの作る

ものを無許可でも良いから使ってほしいと考えます。若い人であれば、無償で外に出す機会と考
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えれば、 高の環境とも言えます。このような、顔も知らないクリエイター同志がお互いの作品

を見せ合い、評価し合う文化が日本には存在します。 

 「著作権の非親告罪」はそういう「お互いが望む著作権侵害」をも破壊する行為にほかなりま

せん。もちろん、著作者が望まない著作権侵害は罰すべきでしょう。しかしその一方で、著作者

が著作権侵害を不問にしている場合もあります。「著作権の親告罪」を守ることは、著作者を守

りつつ、現在のクリエイター文化を守ることに他ならないと思います。 

 

2.法定損害賠償制度の不導入 

 法定損害賠償制度を導入することは、多くの一般国民が多額の賠償責任を問われる可能性を持

っています。現在、twitter や facebook などで多くの日本人ユーザが他人の著作物を使っていま

す。若い学生によるものも多くいます。 

 この状態で、全ての国民が多額の民事訴訟を他国企業から訴えられたらどうなるでしょうか。

日本人は訴訟や争いごとを避ける傾向があり、訴訟で有利になる人が多いとは考えられません。

そのため多くの国民を社会的、経済的に抹殺してしまうことになりかねません。またこれもまた

多くの国民にとって大きくマイナスに働くと考えています。 

 

3.フェアユースの導入 

 上記の条項は TPP によって要求されている事項という話を聞きました。他の交渉との兼ね合い

もあると思いますが、もしかしたら守りきれない場合もあるかと思います。しかし、その場合で

も、著作物の公正な使い方を広く許可し、使用者を著作権侵害から守る「フェアユース」を導入

して欲しいと考えています。 

 現在、この制度はアメリカでは採用されています。もしアメリカの制度に合わせて上記の制度

が採用されることがある場合、フェアユース規定を設けることで国民が著作権侵害で訴えられる

ことから守られ枠組みを作るべきであると考えます。 

 

 


