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改正の概要 

著作権法の一部を改正する法律案の概要 

１．著作権等の制限規定の改正（著作物の利用の円滑化） 

  現行法上、著作権等の技術的保護手段の対象となっている保護技術（ＶＨＳなどに用いられて
いる「信号付加方式」の技術。）に加え、新たに、暗号型技術（ＤＶＤなどに用いられている技術）
についても技術的保護手段として位置づけ、その回避を規制するための規定を整備。 

２．著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備（著作権等の保護の強化） 

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・ﾈｯﾄﾜｰｸ化の進展に伴い、(1)著作物の利用形態の多様化等が進む一方、(2)著
作物の違法利用・違法流通が常態化している中、以下のとおり規定を整備。 
 

(1)の観点から、著作物等の利用を円滑化するため、いわゆる「写り込み」等に係る規定
等を整備。 
(2)の観点から、著作権等の実効性確保のため、技術的保護手段に係る規定を整備。  

改正の趣旨 

 施行期日：平成25年1月1日（技術的保護手段に係る規定等については平成24年10月1日） 

①いわゆる「写り込み」（付随対象著作物としての利用）等に係る規定の整備 

 下記の著作物の一定の利用行為につき、著作権等の侵害にならないとする規定を整備。 
 

○ 写真の撮影、録音又は録画の方法によって著作物を創作する場合に、写真の撮影等の対象として
写り込んだ著作物（付随対象著作物）を当該創作に伴って複製又は翻案すること。 

   当該複製又は翻案された付随対象著作物を、写真の撮影等により創作された著作物の利用に伴っ
て利用すること。 

 

○ 許諾を得て又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者が、利用に係る検討の過程において、必
要と認められる限度で、著作物を利用すること。 

 

 

○ 録音、録画その他の技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合に、必要と認められる 

 限度において当該著作物を利用すること。 
 

 

○ 情報通信技術を利用する方法により情報を提供する場合であって、当該提供を円滑かつ効率的に
行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときに、必要と認められる限度で、記録媒
体への記録又は翻案を行うこと。 

③公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備 

  国立公文書館の長等は、公文書等の管理に関する法律等の規定により、著作物等を公衆に提

供すること等を目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該著作物等を利用できる
こととする。 

  国立国会図書館は、絶版等資料について、図書館等に対して自動公衆送信を行うことができる

こととするとともに、図書館等は、利用者の求めに応じて、国立国会図書館から自動公衆送信され
た絶版等資料の一部複製を行うことができることとする。 

② 国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備 
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改正の背景等 

１．著作権等の制限規定の改正（著作物の利用の円滑化） 

 今国会において、「偽造品の取引の防止に関する協定（ACTA）の締結の承認を求める件」が提
出される予定であり、締結のための国内法整備として必要不可欠。 

２．著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備（著作権等の保護の強化） 

② 国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備 

  

①いわゆる「写り込み」（付随対象著作物としての利用）等に係る規定の整備 

知的財産推進計画２０１１（平成２３年６月３日 知的財産戦略本部決定） 

Ⅱ グローバル・ネットワーク時代の新たな挑戦を支える４つの知的財産戦略 

 ３．最先端デジタル・ネットワーク戦略 

  ①コンテンツの電子配信を促進するとともに、我が国の知的資産をデジタル・アーカイブ化し
て活用する。 

    ・知的資産のアーカイブ化とその活用促進 

    ○我が国の知的インフラ整備の観点から、国立国会図書館が有する過去の紙媒体の
出版物のデジタル・アーカイブの活用を推進する。具体的には、民間ビジネスへの圧迫
を避けつつ、公立図書館による館内閲覧や、インターネットを通じた外部への提供を進
めるため、関係者の合意によるルール設定といった取組を支援する。(短期) 

知的財産推進計画２０１０（平成２２年５月２１日知的財産戦略本部決定） 

Ⅳ．分野別戦略  

 戦略２ コンテンツ強化を核とした成長戦略の推進 

 ３．世界をリードするコンテンツのデジタル化・ネットワーク化を促進する。 

  （５）デジタル化・ネットワーク化時代に対応した著作権制度を整備する。 

   43 著作権制度上の課題の総合的な検討（短期） 

    42 の著作権制度の総合的な検討のうち、権利制限の一般規定について、これまでの
検討結果を踏まえ、2010 年度中に法制度整備のための具体的な案をまとめ、導入のた
めに必要な措置を早急に講ずる。 

２ 



 
付随対象著作物としての利用（第３０条の２関係）（例）いわゆる「写り込み」 

許諾を得るための検討等の過程に必要と認められる利用（第３０条の３関係） 
(例）許諾前の資料の作成 

社内会議 

技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用（第３０条の４関係） 
（例）録音・録画に関するデジタル技術の研究開発・検証のための複製等 

著作権者の許諾無く利用できる場合を
公益性の確保の観点等から目的ごとに
個別具体的に規定。 

現行法 改正案：いわゆる「写り込み」（付随対象著作物
としての利用）等に係る規定を追加 

・・・ 
・・・ 

・・・ ・・・ 
・・・ 

試験目的 障害者福祉目的 

報道目的 

教育目的 

著作権者の利益を不当に害しない範囲で、著
作権者の許諾無く著作物を利用できる場合を、
ある程度包括的に定めた規定を置く。 

デジタル化・ネットワーク化の進展などを背景に、著作物の利用行為が飛躍的に多様化 
⇒形式的には違法となる著作物の利用を権利制限することにより、利用の委縮を解消 

背景に有名キャ
ラクターが写り
込んでしまった
写真をブログに
掲載すると、著
作権侵害？ 

権利者に無許諾
で企画資料等に
キャラクターを
載せると著作権
侵害？ 

写真の撮影の対象として写り込んだ著作

物（付随対象著作物）を、その写真撮影

に伴って複製等することや、その付随対

象著作物を、その写真の著作物の利用に

伴って利用することを適法に 

著作権者の許諾を得て、又は裁定を受け

て著作物を利用しようとする場合に、こ

れらの利用について検討を行うための内

部資料としての利用を適法に 

写 真 

複製  

物理的に複
製が生じて
いるので著
作権侵害？ 

研 究 室 

 いわゆる「写り込み」（付随対象著作物としての利用）等に係る規定の整備 

著作物の録音・録画等の技術の開発又は

実用化のための試験の用に供する場合の

利用を適法に 

○ 付随対象著作物としての利用 

○ 許諾を得るための検討等の過程に必要と認められる利用 

○ 技術の開発又は実用化のための試験に用いるための利用 

○ 情報通信の技術を利用した情報提供を円滑かつ効率的に行う
ための準備に必要な情報処理を行う際の記録媒体への記録等 

情報通信の技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用（第４７条の９関係） 
（例）サーバ内で行われるインターネット上の各種複製 

情報提供を円滑かつ効率的に行うための

準備に必要な電子計算機による情報処理

の際の利用を適法に 

これらに加え 

複製  
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ＳＮＳ等様々なサー
ビスに係る情報提供
を円滑かつ効率的に
行うための複製は著
作権侵害？ 



利用者 

国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備 
（第３１条等関係） 

納本 

 

本格的なデジタル・ネットワーク社会の到来 

⇒知の拡大再生産の実現に向け、広く国民が出版物にアクセスできる環境を整備 

⇒国立国会図書館にある、知の集積ともいえるデジタル資料を積極的に活用 

送信 

著作者・出版者 国立国会図書館 
  公立図書館、 

  大学図書館 等 

 

 

 

 

 

著作権法第３１条第２項に基づ
き、納本された資料のデジタル
化を実施。 

絶版等資料 

閲
覧 

利用者 

：今回規定の対象とする行為 

 

 

以下の行為について、著作権者の許諾なく著作物の利用を可能とする規定を整備。 

 ①国立国会図書館による送信先図書館等に対するインターネット送信 

 ②送信先図書館等による利用者の求めに応じたインターネット送信された資料の 
一部複製 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な考え方 

著作権の制限 

このため、以下のとおり、一定の限定をかけることが必要。 

○送信先…公立図書館、大学図書館等 

○対象出版物の範囲…国立国会図書館においてデジタル化された市場における 

 入手が困難な出版物（「絶版等資料」） 

このため 

一方で、電子書籍市場の形成、発展の阻害とならないようにする必要 

4 



 
公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備  

（第１８条、第４２条の３等関係） 

① 利用請求に係る規定の整備  

② 永久保存のための規定の整備  

行政機関等 国立公文書館等の長 

利用請求 

写しの交付等 

移管等 

重要な公文書等 

行政機関等 国立公文書館等の長 

移管等 

◆国立公文書館等の長は、国民から重要な公文書等の利用請求があった場合、原則として、写
しの交付等によってこれを利用させなければならない。（公文書管理法第１６条） 

重要な公文書等 

永久保存 

（電子化） 

・保存のための電子化（複
製）について、著作権者の
許諾が必要。 

 

 

 

【改正案】 
永久保存のため、 
複製権を制限。 

・写しの交付（複製等）につい
て、著作権者の許諾が必要。 

 

・（未公表著作物の場合）公
表につき、著作者の同意が
必要。            等 

 

 

【改正案】 
写しの交付等について、
著作権者の公表権、 
複製権等を制限。 
※行政機関情報公開法等に基
づく開示につき、同様の権
利制限規定あり。 

◆国立公文書館等の長は、適切な記録媒体により重要な公文書等を永久に保存しなければな
らない。（公文書管理法第１５条） 

国民 
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 現行の技術的保護手段の規定が整備された平成１１年当時と比較し、デジタル
化・ネットワーク化が格段に進展し、多くの家庭にDVDの録画機器やハードディ
スク内蔵型のテレビが普及。 

 DVDのコピーガード機能を外してコピーすることを放置しておくと、著作権者等
の経済的利益を不当に害することに。 

   著作権法の規制対象（技術的保護手段の範囲）を拡大 

   ※ただし、規制の内容は変更せず 

著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備 
            （第２条、第３０条、第１２０条の２関係） 

 現行著作権法の技術的保護手段の対象となっている保護技術  

回避装置・プログラムの規制 

・公衆への譲渡・貸与 
・公衆譲渡等目的の製造等  を行った者には刑事罰が。 

回避行為の規制 

・回避により可能となった複製は違法（※ただし、刑事罰なし） 

・業として（反復して）公衆からの求めに応じて回避する行為
を行った者には刑事罰が。 

現行法と同様の規制 

 再生専用ＤＶＤの保護技術  

コンテンツ 

暗号化 

暗号化されたコンテンツ 

再生専用ＤＶＤ 

暗号化の解除により本来
できないはずのDVDの複
製ができるように。 

ＤＶＤ録画機 

複製後ＤＶＤ プログラムによる
暗号の解除 

コピー制御
信号 

再生専用ＶＨＳ 

ＶＨＳ録画機 

複製後ＶＨＳ 

コピー制御信号の除去等
により本来できないはずの
VHSの複製ができるように。 

回避装置による信号
の除去・改変 

 規制の内容  

コンテンツ 

現行法では、信号付加
方式を規定している。 

現行法では、暗号化の方式
が規定されていないため、
暗号化が含まれるよう、法
改正が必要。 
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１．経緯

２．本協定に規定されている主要事項
（１） 民事上の執行

知的財産権に関する民事上の執行について規定。具体的には，侵害行為に対する差止命令，損害賠償，侵害物品の廃棄，権利者のための情報収集手続，
暫定措置等について規定。
（２）国境措置

税関その他の権限のある当局による，国境における侵害の疑いのある物品の取締りについて規定。具体的には，権利者からの関連情報の提供，権利者の
申立て又は職権に基づく侵害の疑いのある物品の解放の停止，申立人による被申立人の保護等のための担保又は同等の保証の提供，侵害認定後の侵害
物品の廃棄，権利者に対する情報開示等について規定。
（３）刑事上の執行

故意による商業的規模の商標の不正使用並びに著作権及び関連する権利を侵害する複製について適用する刑事上の手続及び刑罰について規定。具体的
には，違法なラベル等の取引，上映中の映画の許諾のない複製，ほう助及び教唆の罪，法人の責任，侵害物品等の差押え，没収及び廃棄，職権による捜査
等について規定。
（４）デジタル環境における知的財産権に関する執行

デジタル技術が発展した社会における知的財産権侵害という新たな問題に対処するための法的枠組みについて規定。具体的には，デジタル環境における執
行の手続が表現の自由，公正な手続，私生活その他の基本原則が国内法令に従って維持されるような態様で実施されることを規定するとともに，オンライン・
サービス・プロバイダに対する侵害者情報の開示命令，効果的な技術的手段を回避する行為に対する規制，著作物，実演又はレコードに関する権利管理情
報の改変等に対する規制について規定。

その他，知的財産権に関する執行をより効果的に実施するために締約国がとるべき措置，締約国間の情報の共有を含む国際協力の促進，ACTA委員会の
設置等について規定。

2005年のＧ８グレンイーグルズ・サミットにおいて，我が国から，模倣品・海賊版防止のための法的枠組み策定の必要性を
提唱。その後，日米共同のイニシアティブとして議論をリードするとともに関係国に働きかけ。

知的財産権の侵害の手法の高度化、デジタル技術の発展等により，主に海賊版及び模倣品による知的財産権の侵害が増大
したため，知的財産権に関する執行のためのより効果的な法的枠組みの構築が必要であるとの認識が高まった。

2007年10月に日米欧等から関係国との協議開始を発表。2008年6月から条文案をベースとした交渉を開始し，同年7月，10
月，12月，（米国の政権交替を経て，）2009年7月，11月，2010年1月，4月，6月，8月に交渉会合を開催。同年10月2日，東京会
合において大筋合意。2011年5月1日に署名のために開放され，2011年10月1日の我が国における署名式で8箇国（日・豪・加・韓・

モロッコ・NZ・シンガポール・米）が署名。続いて，2012年1月26日には欧州連合（EU）及びその加盟22箇国が署名。
（交渉には，メキシコ，スイスも参加し，現在署名に向け準備中。）

偽造品の取引の防止に関する協定（Anti‐Counterfeiting Trade Agreement） について
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