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No. 法人・団体名 

1 日本オーディオブック制作社協会 

意見 

現在の著作権法は視覚障がい者向けには 37 条 3 項の規定により、文化庁長官の指定を受けた業者が録音

図書として、著作権を侵害することを許されて、視覚障がい者が本を読める仕組みが整っています。 

しかし、TPP やマラケシュ条約などによって、マラケシュ条約についていえば、視覚障がい者は 30 万人

と言われていますが、それに加えて身体障害者（腕の欠損している方。）や精神障がい者 80 万人や本を読む

ことが困難な人（人数は不明だが、65 歳以上を考えると数千万人規模）に対して、録音図書が無償で提供

されることにより、民間で行っているオーディオブックという書籍の朗読販売サービスが大きな損害を被る

ことに成り、文化庁著作権課と話をしましたが、折り合いが合わず、このままでは世界では普及しているオ

ーディオブックについては、日本では全く根付かずに市場が終わる危惧があります。 

 業界団体から言える事としては、現在 37 条 3 項では第一制作者が録音図書では独占して権利を有し、展

開出来るとなっていますが、急ぎのもので無い限りは、民間の製作を優先として、録音図書は出版物の販売

から半年程度、製作の様子が見られないような状態の場合に着手するなど、棲み分けをする必要があると思

います。 

 現時点の状態だと、出版社がオーディオブックを作ろうとした際、ボランティア団体が先に録音図書を作

ると、出版社が得られるはずだった利益をボランティアが奪う形となり、オーディオブックの市場を潰し、

出版社が前向きにオーディオブックを作ろうとしていても、作らなくなることで、コンテンツの拡充が難し

くなるのでは無いかと考えます。 

 ボランティア団体の録音図書についても、基本は売れている書籍を中心に作っているので、本当の権利者

である出版社及び筆者の権利も守られた形で、マラケシュ条約の内容を即した著作権法改正を強く望みま

す。 

 

以上 

 

No. 法人・団体名 

2 株式会社コーエーテクモホールディングス 

意見 

1. 知財紛争処理システムの活性化、迅速化、高品質化 

① 専門的人材の活用 

デジタルコンテンツのような技術的にもビジネス的にも進歩の速い分野については、残念ながら裁判官等の

司法関係者側で最新の動向を把握することには限界が生じていると感じる。米国訴訟における「Special 

Master」（高度な技術判定において、原告・被告と利害のない専門家（Special Master）の意見書を裁判官

が参照する制度。意見書の作成にあたっては、専門家は原告・被告の意見も参照する）の導入のように、当

業者視点でジャッジできる専門人材を裁判に導入する等、納得性の高い知財紛争処理を、より迅速に実施す

る仕組みの構築を検討すべきと考える。 

 

② 知財侵害に対するペナルティの強化 

現状において国内の知財紛争は「司法の場で争うメリットが極めて少ない」ため訴訟件数自体が少なく、多

くの権利者が泣き寝入りせざるを得ない状態にある。このような状況は権利侵害行為を助長し、社会全体の

モラルの荒廃にもつながる悪循環を生みだす可能性を否定できない。これを改善するには、司法の場におけ

る賠償額の認定を引き上げ、侵害行為に対するペナルティを強化する方向が望ましいと考える。 

 

2. 国際的な知的財産の保護及び協力の推進 

海外における模倣品･海賊版問題は一企業レベルで対応するには限界があり、政府間協議や官民一体となっ

た相手国政府への働きかけが必須である。現状では侵害多発国側で改善がなされたとは言い難い状況が続い

ている。FTA、EPA 等の二国間・多国間協定を通して、相手国の知財制度の整備と実効的な法制度の確保が

実現できるよう活動を一層強化することを希望する。 

 

3. 知財人材の戦略的な育成・活用 

① コンテンツ開発および人材確保のための企業支援 

コンテンツ開発には人件費を中心に多額の先行投資が発生する。特にゲームソフト開発は非常にハイリスク
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である。高度なグラフィックスや AI（人工知能）を備えたコンテンツを制作しようとするほど、多くの人

材と期間を必要とする。一方で多数の雇用が発生することは、この産業を誘致・育成する自治体・政府にと

って大きな魅力でもある。諸外国では特に開発人件費を中心に手厚い支援策が実施されている。わが国にお

いてもコンテンツ制作にかかる人件費の一定割合を助成する制度の導入が望ましい。 

 

② 教育機関における実戦的教育の充実 

ゲーム業界ではコンピュータグラフィックス（CG）に対して多くの人材を投入しており、日本のみならず海

外、特に中国、ベトナム、シンガポール等アジア諸国からも新卒人材を採用している。これら海外人材と比

較すると、日本の美術大学における CG 教育については、教える側の人材・設備も不足していることから非

常に遅れている。また、プログラミング教育についても同様に、日本の大学においては実際にアプリケーシ

ョンを制作する機会は少ない。技術的な進歩の著しいこれらの分野において、日本はアジア諸国に対しても

遅れており、コンテンツ制作者として十分に実戦的な教育が施されていないのが実情である。 

優秀なコンテンツ制作者となるためには、世界中の文学や歴史、芸術など幅広い一般教養を学んだ上で、コ

ンテンツ制作のための専門教育を受けさせる必要があり、そのためには 4年制の大学レベルでの実戦的な教

育が求められる。クールジャパンとしての（日本独特の）コンテンツをつくるという点での文化的アドバン

テージはあるものの、技術的な面が追いついていない。知財人材の育成に関しては、諸外国と比較してわが

国の知財人材育成がいかにあるべきかという視点を導入し、国際的に通用する能力をもったコンテンツ制作

者を育成するよう検討すべきである。 

 

以上

 

No. 法人・団体名 

3 一般社団法人日本雑誌協会 

意見 

1.   TPP 協定に関連した著作権法改正について 

(1) 著作物等の保護期間の延長問題について 

保護期間の延長に際しては、戦時加算及び権利者不明の著作物の増加に関する対策が講じられなければなら

ないと考えます。日本国内においては多くの著作物に対して戦時加算が課されているために、現状において

も、事実上 70 年と同等の保護期間が適用されている実態があります。戦時加算は、サンフランシスコ平和

条約の締結国との二国間で解決すべき問題ではありますが、政府においては、この問題について積極的に取

り組んでいただき、文字通りの 70 年の保護期間が適用されることを強く望みます。一方、保護期間が延長

された場合、権利者不明の著作物が著しく増えることが予想されます。その結果、円滑な権利処理に支障を

来たし、著作物の利活用における大きな阻害要因となってしまいます。このような問題の解決策としては、

集中管理機構の活用などが有効な解決手段の一つとして考えられます。著作権は権利の束と言われます。特

に、出版物には数多くの著作権者が関わっており、これらの権利者情報を把握することは当該出版物を制作

し流通する出版者（社）のみが可能です。政府がこのような問題解決のための基盤整備に取り組む場合、当

協会としては積極的に関与して参りたいと考えております。 

 

(2)  著作権等侵害罪の一部非親告罪化問題について 

著作権侵害の非親告罪化は、海賊版や著作物の無断利用などの違法行為を抑制する一定の効果が期待できま

すが、その適用範囲を厳密に限定すべきであると考えます。その際には、可罰的違法性、二次的著作物にあ

たるかどうか、原著作権者の意図、取材活動を含めた言論表現の自由、出版の自由など諸般の状況を十分に

考慮した上で、さらには別件逮捕や悪意を持った第三者による虚偽通報などに対する対策が講じられなけれ

ばなりません。 

 

 

2.  著作物の利活用に係る権利制限について 

(1) 教育情報化に関する問題 

現行の著作権法の第 35 条は諸外国の法制度に比べて著しく広く適用されていると認識しております。教育

目的の制限規定が適切に運用されるためには様々なステークホルダーの合意によるガイドラインの策定が

必要であると考えます。教育利用であっても、著作権法第 35 条の範囲を超えた利活用についてはライセン

シングシステムの適用が大原則であるべきです。教育利用という名目で、著作権者の経済的・精神的利益が

無視されることは、創作インセンティブを阻害し、多様な著作物を生み出す機会を滅びさせることにつなが
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り、ひいては多様な教育を受けるチャンスをも失わせるという本末転倒を招くものであり、強く反対します。

この問題が危惧される実例として、カナダのフェア・ディーリング制度があります。この問題については、

2015 年 11 月の IFRRO 総会及び同 12 月の WIPO の会議にも報告されました。2012 年 6 月に成立したカナダの

改正著作権法第 29 条には、「研究、私的学習、教育、パロディまたは風刺の目的のためのフェア・ディーリ

ングは著作権の侵害に当たらない」と規定されました。カナダの著作権管理団体である Access Copyright

に支払っていた著作権使用料を支払わなくなり、教育専門の中小出版社（SME）のライセンシング収入が約

25 億円減少し（SME 利益の 16％、クリエータの収入の 20％に該当）、教育出版市場が 16％縮小しました。

また、50%の SME 出版社が教育関連コンテンツの生産を縮小し、10％の教育専門出版社がカナダにおける出

版活動を取りやめるかカナダ市場から撤退し、1/3 のクリエータが教育関連分野における創作意欲を失って

いるとされております。次の URL から閲覧できます。 

http://www.accesscopyright.ca/media/94983/access_copyright_report.pdf 

 

(2) 柔軟な権利制限規定の問題について 

当協会としては、現行著作権法の制限規定は既に多くの分野において条件が満たされており、制限規定を超

えた利用については既に市場システムが構築され、新規ビジネス産業として定着しつつあることから、新た

な権利制限規定の必要性を感じません。2014 年 10 月の Financial Times に、YouTube は 2007 年から約 1000

億円以上の著作権使用料を権利者に支払っていると報道されました。また、アメリカの IT 企業の中には、

フェア・ユースをめぐって巨額の裁判案件を抱えている事例が散見されます。その拙速な導入が無用な解釈

と混乱を招くことは火を見るより明らかです。 

創作者、利用者、権利者などを含めた多方面のステークホルダーが一堂に集まって検討することにより、そ

れぞれが Win-Win のモデルになるものを構築すべきです。以上 

 

No. 法人・団体名 

4 リシュモンジャパン株式会社 

意見 

権利者が直面しているオンライン上での侵害行為、特に知的財産侵害物品の広告活動に対する明確なガイ

ドラインと救済方法の策定を進めて頂きたいと考えます。 

現在、日本で採用される知的財産問題に対する手続は、権利者側の負担が大きく、世界的にプラットフォ

ーマー（電子市場、ソーシャルメディアプラットフォーム）が採用するノーティスアンドテイクダウン方式

とは大きく異なります。 

権利者が、知的財産権の侵害を発見した場合に、直接プラットフォーマーに対し通知できるようにするべ

きであると考えます。 

プラットフォーマーは、ノーティスアンドテイクダウンを遵守することにより、告訴から免責されるべき

であり、この免責により、知的財産侵害物品や知的財産権の侵害に関わっているユーザーの行為に対するセ

ーフハーバーの役割を果たすことになります。 

知的財産に対するノーティスアンドテイクダウンプログラムとしては eBay が有用な Verified Rights 

Owner (VeRO) プログラムを設けています。知的財産権（著作権、商標権、特許権）を保有している者は誰

でも eBay で販売されている、知的財産侵害物品につき通報し、VeRO プログラムに参加することができます。

プラットフォーマーに対する明確なガイドラインの策定を促すことにより、日本政府はコスト、スピード

面において効率的にインターネット上でのあらゆる弊害への取り組みを推進することができるようになる

と考えます。 

以上

 

No. 法人・団体名 

5 一般社団法人日本新聞協会 

意見(要旨) 

「知財計画２０１５」に盛り込まれた「柔軟性の高い権利制限規定」の拙速な導入に反対する。同規定は

抽象的な条文にならざるを得ず、拙速に導入すると「居直り侵害者」や「思い込み侵害者」が増大する恐れ

があり、利用者、権利者のコスト増大につながる。「知財計画２０１６」は、デジタル・ネットワークの発

達に対応した法制度等の整備について、契約システムの充実と個別権利制限規定の迅速な導入を基本方針と

すべきである。 
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意見（全文） 
１ 「柔軟性の高い権利制限規定」の拙速な導入に反対 

「知的財産推進計画（知財計画）２０１５」は「第２部 重要８施策 ５．デジタル・ネットワークの発

達に対応した法制度等の基盤整備」の「（１）現状と課題」「（２）今後取り組むべき施策」で、「柔軟性の高

い権利制限規定がますます必要になっている」「柔軟性の高い権利制限規定や円滑なライセンシング体制な

ど新しい時代に対応した制度等の在り方について検討する」としている。デジタル化が進んでインターネッ

トが広がり、著作物を利用する多くのサービスが登場しており、著作物の利用の円滑化を図ることは確かに

重要である。しかし、その方策が「柔軟性の高い権利制限規定」といえるのかは大いに疑問である。 

 同規定は具体的な内容がいまだ明らかになっていないが、「高い」柔軟性をもたせる以上、条文は抽象的

にならざるを得ない。同規定を拙速に導入すると、著作権を侵害しても意図的に抗弁する「居直り侵害者」

や知識・理解不足による「思い込み侵害者」が増大する恐れがある。デジタル・ネットワークの発達に伴い、

ネット上で著作物の無断使用が蔓延し、権利者側が削除要請など対応に追われている中で、侵害行為の増大

は、裁判による賠償の決定を含め、利用者、権利者双方のコストを増大させることにつながる。 

 例えば、「知財計画２０１６」に向けた検討を行っている知的財産戦略本部の次世代知財システム検討委

員会第２回（２０１５年１２月１日）の討議用資料では、「権利制限規定の柔軟性の選択肢」の一つとして

「米国型フェアユース」を挙げている。しかし、同資料も指摘しているように、要件に該当するかは司法に

よる事後判断になるため、権利者側からはライセンスや報酬の支払いが必要な事業であっても「無許諾で進

められてしまい損害が大きいという指摘」、「事業者の中でも予見可能性を確保したい傾向の者からは、事後

的に訴訟提起される可能性がぬぐえないため、これを根拠に新規ビジネスには取り組みにくい、といった懸

念」がある。 

また、著作権法には刑事罰規定がある。あいまいな要件のまま「柔軟性の高い権利制限規定」が導入され

ると、罪刑法定主義に反する恐れもある。 

さらに、新聞各社は刑事事件を報道した新聞記事について、ケースに応じ、時間の経過を踏まえて、続報

での匿名化やデータベースからの削除など、プライバシーや人権に関する報道上の配慮を行っている。また、

過去の記事の二次利用を許諾する際も慎重かつ十分に配慮した上で、諾否を判断している。しかし、同規定

を導入すれば、こうした配慮が反映されない危険がある。 

以上より、「柔軟性の高い権利制限規定」を拙速に導入すべきではないことは明らかである。同規定の導

入を促進するかのような「知財計画２０１５」の表現は修正すべきである。 

 

２ 契約と個別権利制限規定で対応すべき 

 １で述べたように多くの新しいサービスが生まれているとしても、著作権に財産権の側面がある以上、権

利制限をまず考えるのではなく、契約システムの充実で著作物の利用の円滑化を図るべきである。また、権

利制限規定が必要な立法事実がある場合は、個別権利制限規定を迅速に導入することで対応すべきである。

   

 以上より、「知財計画２０１６」はデジタル・ネットワークの発達に対応した法制度等の基盤整備につい

て、契約システムの充実と個別権利制限規定の迅速な導入を基本方針として策定すべきである。 

 

以 上

 

No. 法人・団体名 

6 日本行政書士会連合会 

意見 

●第１部 重点３本柱 

第１．地方における知財活用の推進 

①中小企業の知財戦略の強化 

 知的資産経営の考え方が示されて 10 年を迎えますが、いまだこの考え方が浸透しているとは受け止めに

くいです。知的資産経営報告書の自主的な作成を促すための取り組みの推進ではなく、むしろ、知的資産経

営報告書作成に至る労力と、報告書作成以後の当該企業の経営状況等に関する調査ないしフォローアップ

等、より積極的な対応が必要と考えます。 

 

●第２部 重要８施策 

５．デジタル・ネットワークの発達に対応した法制度等の基盤整備 

 次世代の研究者が同様の研究を繰り返さず、成果の利用・再利用ができるよう我が国学協会の著作権ポリ
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シーの在り方も含め、早急な検討をお願いします。公的助成を受けた成果に関し、国立国会図書館、日本学

術振興会、科学技術振興機構、国立情報学研究所等と政府との連携による検討に期待します。 

 

６．アーカイブの利活用促進に向けた整備の加速化 

 図書館司書養成課程において、図書館情報資源及び情報資源に係る科目が追加され、将来のデジタルアー

カイブの実務に資することが期待されます。ただ、デジタルアーカイブ実務は、著作権法に関しても深い知

識が必要となると考えるため、各養成課程においても著作権に関する科目が充実するように希望します。 

 

８．知財人材の戦略的育成・活用 

 初等中等教育諸学校における知的財産に関する教育の推進には、土曜学習応援団事業の拡充や著作権相談

員を養成している日本行政書士会連合会の活用などもぜひ検討をお願いします。 

 

以上

 

No. 法人・団体名 

7 日本ユニシス株式会社 

意見（要旨） 

・知財活用に関する保護は増やさずに、オプトアウトなどの考え方を導入するべきである。 
・事業創出に向けて地域や大学、自治体なども参加した知財活用の取り組みが必要だと考える。 
・知財紛争の早期解決策の一つとして、ＡＤＲの活用を推進すべきと考える。 
 ＡＤＲのメリットが周知されているとは言えず、その利用促進体制を国・財界協働で作り上げることで紛

争に係る企業の負荷軽減が実現され、ビジネスの活性化に繋がることを期待する。 
意見（全文） 

1.新規ビジネス創出と知財制度 

（１）自動集積されるデータベースの保護のあり方 

 ・第二回検討委員会での議事概要にもありましたが、自動的に集積されるデータベースに対し、更なる保

護は必要ないと思います。 

  既存の制度の範囲で、源データは可能な範囲でオープン化されることが、データの流通・活用には寄

与すると考えます。源データをどう解釈し、価値を抽出するかという部分で、適切な競争を行うこと

が、事業創出・人材創出につながると考えます。 

 

（２）大量の情報集積・活用型ビジネスと著作権制度  

 ・疫学研究での情報の利用許諾に似た面があると思いました。（一定の制約は定めた上で）包括的に利用

を容認する「包括同意」と、提供者側の判断で利用の差し止めを請求できる「オプトアウト」の考え方

を導入することで、新規事業創出の妨げにならないようにできると考えます。 

  但し、悪意をもった利用に関し、「包括同意」と「オプトアウト」で著作権を有する側の不利益を防御

できるかは、検証が必要とは思います。 

 ・医療データ活用の先進国であるイギリスやスウェーデンでは「オプトアウト」の考え方で医療情報の活

用を推進しています、このやり方は日本でも参考になると思います。 

 

（３）上記（１）、（２）を踏まえて 

 ・IoTで発生するビッグデータは可能であれば共有した方が、日本の国際競争力向上につながる場面が多々

出てくるものと考えています。 

  「複数のデータを組み合わせることで新たな価値（ビジネス面や、国際競争力）を生み出す可能性があ

り、さらにそれがオープン・データとなっていれば、自分たちも予想していなかったようなイノベーシ

ョンが生まれる可能性がある」と考えて、プラットフォームを提供するのが、現在のアメリカのソフト

ウェア産業、すなわちGoogle, GEなどのあり方だと考えています。 

 ・このような観点で言えば、私企業が収集したデータであっても、公共性の高いデータは共有した方が、

国レベルでメリットが高くなることがあります。 

  医療関連のカルテや投薬などはもちろんのこと、自動車会社やカーナビ会社が持つ自動車の走行軌跡デ

ータ(T-Connect, InterNavi, Carrozzeria SmartLoop)などなど。 

 ・このようなデータを国内で共有するための「調整機構」を中央官庁で持つことが望ましいと考えます。

（当然、無償ということではなく、金銭の授受があって良い。） 
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  さらに言えば、IoTが発生するビッグデータは、非常にニッチな需要しかないデータに対して、Amazon

同様のロングテールな価値を生む可能性があり、国境を越えた、サイバー空間における国際的な競争の

原点となりえます。 

 

2.「知的財産推進計画２０１５」各施策に関する関係府省の主な取組状況 

◆地方における知財活用の推進 

◆産学官連携機能の強化 

 ・地方における知財活用において、MPを配置して大学等が持つシーズと地域企業ニーズを結びつける考え

方は、「まち・ひと・しごと」を創成する方策として有効であると感じました。自治体や首都圏企業も

参加し、持続的な仕組みとして実現させることが、今後必要であると認識します。 

 ・上記のような活用を行う場合、地域の持つ知財、地域（地域の企業や自治体）のもつ課題、それらを活

用する企業（中小企業やスタートアップ）がお互いを知ることが必要だと考えます。自治体等が中心と

なって地域が連携できるような仕組みが必要だと思います。 

 ・産学連携について、「共同・受託研究、特許出願・活用などの実績は、順調に増加してきたが、最近は

やや頭打ち」（資料「産学連携機能評価を活用した産学連携活動の改善」の 3枚目）という現状分析が

ありましたが、10 年前位に（特に情報通信分野において）「高等教育機関における実践的教育の必要性」

の議論など、大学における「研究と教育」のバランスにおいて、「（企業活動に直接結びつくような）実

践教育」に傾きすぎていたことからの影響（研究活動の縮小）があるのではないかと懸念します。 

  教育を軽視するということではなく、直近ではなく将来を見据え、「高等教育機関における教育と研究

のバランス」を評価・調整していくことが、持続的な知財の創出と、その知財を使った事業の創出につ

ながると考えます。 

 

3.「知的財産推進計画２０１５」に関して 

◆知財紛争処理システムの活性化 

 ・本推進計画の重点 3本柱のひとつに、知財紛争処理システムの活性化を挙げています。 

  知財紛争が発生した場合、相当の年月、労力が費やされ、特に知財紛争の場合は証拠の偏在化問題や高

度な専門性ゆえの立証の困難さを伴うため、裁判が複雑化、高度化することが多く、このため企業の経

済活動を阻害することも考えられます。 

  権利防衛・保護の手段として訴訟は有用な手段であり、紛争は避けられないところであります。しかし、

紛争がいたずらに長引くことは企業の体力を削ぐことにもなりかねないため、可能な限り回避すべきと

考えます。 

 ・表記計画 18 頁において、「（2）今後取り組むべき施策として」「知財紛争処理システムの機能強化」を

掲げており、「権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性を向上させる方策について検討

する。」とあります。 

 ・ここで提言申し上げたいのは、紛争の早期解決を図る方策のひとつとして、裁判外の紛争解決手続き（Ａ

ＤＲ：Alternative Dispute Resolution）の活用を推進すべきということです。現在、知的財産権に係

る主なＡＤＲに係る機関として、日本知的財産権仲裁センター、ソフトウェア情報センター紛争解決セ

ンター等が存在しますが、これらに限らず、ＡＤＲが企業にとってより身近な存在になるよう、国・財

界協働で体制を作り上げ、広く周知し、利用の向上を促進するような運用を実施することが重要である

と考えます。 

 ・ＡＤＲの活用は、専門家による的確な審理、迅速な処理が期待され、訴訟経済上も有効であることは既

に言われているところでありますが、これを広く・深く浸透させることにより、紛争に係る企業の負荷

軽減が実現され、ひいては、ビジネスの活性化にもつながることを期待しています。 

 

◆デジタル・ネットワークの発達に対応した法制度等の基盤整備 

 －技術革新により新たに生じる情報の取扱い 

 －ＡＩによって生み出される創作物等の知財制度上の取扱い 

 －３Ｄデータの知財制度上の取扱いなど（３Ｄデータによるオープンなものづくりと、知財保護のバラン

ス等） 

 ・「デジタルネットワーク時代における知財システムに関する検討について」（『「知的財産推進計画 2016」

に向けた検討体制について』3枚目）に記述されている 3つのテーマ（「１．新規ビジネス創出と知財

制度」、「２．技術革新により新たに生じる情報の取扱い」、「３．国境を越えるインターネット上の知財

侵害への対応」）について、主な論点として記述されている内容は、今後の知財創出活動に影響のある

重要なもので、早急に基準を提示することが必要と考えます。 
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No. 法人・団体名 

8 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 

意見（要旨） 

●著作権侵害を防止するために施された技術を保護する制度の強化 

著作権法、不正競争防止法のいずれにおいても、効果的な技術的手段については、認証技術など現状に合

わせたものを含められるよう継続的な検討並びに制度改正を行うこと、また、検討にあたっては、技術的側

面のみを判断基準とするのではなく、当該技術的手段を施すことにより期待される効果、当該技術的手段が

回避により生じる被害実態等を勘案することを要望。 

 

  

●著作物の利用にあたり、権利者から提示・提供されるデータを保護する制度の整備 

ビジネスソフトやゲームソフトなどのソフトウェアメーカーが、プログラムの著作物を利用するために必

要なものとして、ユーザーに提示・提供するデータについて保護する制度の検討を要望。 

 

（新しい産業の創出環境の形成に向けた制度等の検討） 

新たな権利制限規定の検討にあたっては、立法事実が存在する、必要な範囲での法改正のための検討を進

めることを要望。 

 

（国内における侵害対策と啓発活動の着実な実施） 

いわゆる「マジコン」や「カスタムファームウェア」などの技術的保護／制限手段を回避する機器・プロ

グラムについて、税関における効果的な水際取締りを一層強化することを希望。 

 

（大学等における知財教育の推進） 

先進的な知財教育の実践に取り組む大学や、知財教育に関するノウハウを他大学に展開するなど知財教育

の推進に大きく資する活動に対する継続的な支援を希望。 

 

（知財教育の推進） 

著作権教育について具体的な指導内容を学習指導要領に明記するとともに、著作権教育を実施できる教員

の育成強化を要望。 

意見（全文） 

知的財産戦略本部ならびに同事務局におかれましては、日々並々ならぬご厚誼を賜り、御礼を申し上げま

す。以下に、「知的財産推進計画 2016」の策定について、弊協会の意見を申し上げますので、ご検討いただ

きたくよろしくお願い申し上げます。 

 

５．デジタル・ネットワークの発達に対応した法制度等の基盤整備 

（２）今後取り組むべき施策 

●著作権侵害を防止するために施された技術を保護する制度の強化 

ネットワーク・クラウド環境下で著作物を取り扱うことが一般的となっている現在、著作権者は支分権該

当行為（特に複製行為）ではなく、著作物へのアクセスを管理することが主流となっています。その方法と

して、装置、認証技術を含むプログラム等様々なものが実装されており、著作権者の利益を適切に保護する

ためには、これら技術的手段を回避する装置、プログラム等の排除は急務です。 

多くのビジネスソフトウェアメーカーは、ユーザーの試用のために「体験版」等として、使用期間や使用

可能な機能等が制限されたプログラムの著作物を頒布しています。これら「体験版」等は、ユーザーが当該

製品を正規に購入することにより、機能制限、利用期間制限が解除され、「正規版」として全ての機能を利

用できるようになります。それら制限の解除を認証するための新たな技術が開発・導入されていますが、こ

れら技術的手段を回避するツールがインターネットオークション等で流通する事例が後を絶たず、権利者は

対応に苦慮しています。現状、これら認証技術については、技術的保護／制限手段の定義に該当するかにつ

いて、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」において非該当とされています。しかし

ながら、2014 年には、アプリケーション・ソフトウェアのライセンス認証システムを回避し、利用期間、

機能等に制限のある体験版を通常の製品版として使用可能とするツールの提供について、不正競争防止法違

反での有罪判決の事例が出ています。また、環太平洋パートナーシップ協定（TPP 協定）による知的財産章・

著作権関係の合意事項として、著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段（アクセスコントロール）に
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関する制度整備が検討されることとなっております。今般の法整備によって、現行不正競争防止法に定める

ものと同等の技術的手段について、著作権法でも保護されると想定されますが、著作権法、不正競争防止法

のいずれにおいても、効果的な技術的手段については、認証技術など現状に合わせたものを含められるよう

継続的な検討並びに制度改正を要望いたします。また、各法で保護されるべき技術的手段であるかどうかに

ついて検討するにあたっては、技術が日々進展していることをからも技術的側面のみを判断基準とするので

はなく、当該技術的手段を著作権者らが施すことにより期待される効果、当該技術的手段が回避される結果

著作権者らにもたらされる被害等の実態などを勘案して制度整備をしていただけるよう重ねて要望いたし

ます。なお、先述した TPP 協定による合意事項には、技術的手段の回避行為についても制度整備することが

含まれていることから、利用者側からの懸念事項として、技術的手段の回避行為が違法とされた場合技術開

発や研究などの阻害となるとの意見が出されることが想定されますが、権利者の利益を不当に害さないもの

については適切な例外規定が定められるものと考えます。 

 

●著作物の利用にあたり、権利者から提示・提供されるデータを保護する制度の整備 

 ビジネスソフトウェアメーカーやゲームソフトメーカーは、プログラムの著作物の複製物の頒布に併せ、

当該著作物を利用するために必要な様々なデータについても、ユーザーに提供しています。これらのデータ

自体が著作物に該当しないことは理解していますが、著作権者らの想定する著作物の利用に欠かせないもの

です。一例としては、ビジネスソフトウェアメーカーが配布するシリアルナンバーやアクセスキーは著作物

の適正な利用を促進するため（不正な利用を抑止するため）に提供されているものですし、ゲームソフトの

パラメータデータなどは、メーカーによって、ユーザーが当該ゲームを最も楽しむことができる範囲内で設

定され、著作物を利用させる為に提供されているものです。昨今、これらのデータをそのまま、あるいは改

変してインターネットオークション等で不正に頒布する行為が横行しソフトウェアビジネスを阻害する要

因となっておりますが、現状、これらデータを直接保護する制度が存在しないため、権利者は対応に非常に

苦慮しております。 

 一般的にプログラムの著作物とデータが一体となって一つの「ソフトウェア」を構成していることに鑑み、

ビジネスソフトやゲームソフトなどのソフトウェアメーカーが、プログラムの著作物を利用するために必要

なものとして、ユーザーに提示・提供するデータについて保護する制度を検討いただけるよう要望いたしま

す。 

 

（新しい産業の創出環境の形成に向けた制度等の検討） 

知的財産推進計画 2015 において、インターネット時代の新規ビジネスの創出、技術的・社会的変化やニ

ーズを踏まえ、柔軟性の高い権利制限規定について検討するとされたことを受け、今年度文化審議会著作権

分科会法制・基本問題小委員会下に新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキング

チームが設置され、権利制限規定の在り方について検討されています。当該ワーキングチームにて検討の対

象となっている、文化庁が行ったニーズ募集（平成 27 年 7 月実施）にて要望された内容を見る限り、平成

23 年度著作権分科会において検討された権利制限の一般規定への要望と何ら変わりはなく、いわゆる「日

本版フェアユース」を「柔軟性の高い権利制限規定」と言い換えたものとしか思われません。権利制限の一

般規定については、平成 24 年の著作権法改正の際、明確性の原則、立法事実の有無等により、最終的には

法制化には至らなかったものです。立法事実の状況に変化がない限り、同じことの繰り返しとならざるを得

ず、そのために審議会等の貴重な検討の時間を費やすのではなく、新たな権利制限が必要であるならば、立

法事実が存在する、必要な範囲での法改正のための検討を進めていただけるよう要望いたします。 

 

７．国際的な知的財産の保護及び協力の推進 

（２）今後取り組むべき施策 

≪模倣品・海賊版対策の強化≫ 

（国内における侵害対策と啓発活動の着実な実施） 

ゲームソフトには、プログラムの著作物の無許諾複製を実質的に無効化するための技術が施されており、

これを回避する機器・プログラムの流通に関しては、技術的保護手段として著作権法で、また技術的制限手

段として不正競争防止法によってそれぞれ規制されています。しかしながら、現在もいわゆる「マジコン」

や「カスタムファームウェア」などの技術的保護／制限手段を回避する機器・プログラムは国内で流通して

おり、ユーザーはこれら機器・プログラムを介して、ネットワーク上で流通する無許諾複製されたゲームソ

フトを複製して利用し、その結果ゲームソフトメーカーは本来売れるべきゲームソフトの販売機会を逸する

被害を受けています。これら技術的保護／制限手段を回避する機器・プログラムは、その多くが国外で生産、

輸入されるため、国内の流通を防ぐためには、税関における水際取締りが最も有効な手段となります。税関

における水際取締りの強化と、また効果的な取締りのために権利者等団体との連携を一層強化されることを
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要望します。 

  

８．知財人財の戦略的な育成・活用 

（２）今後取り組むべき施策 

≪知財教育・知財啓発の推進≫ 

（大学等における知財教育の推進） 

 国立大学法人山口大学では、全学部の 1年生全員を対象に知財科目を必修化するとともに、学士課程から

大学院まで知財教育カリキュラムの体系化を整備するなど先進的な取組を実施しています。同大学知的財産

センターは文部科学省平成 27 年度教育関係共同利用拠点として認定され、今後知的財産教育の導入や必修

化などを検討している大学に対して、同大学の教材・ノウハウ等が提供されることにより、大学等における

知財教育が推進されると考えますが、山口大学の取組をはじめ、知財教育の推進に大きく資する活動に対し

ては、継続的な支援が行われることを希望いたします。 

 

（知財教育の推進） 

知的財産推進計画 2015 では、知財人財の裾野拡大のためには小学校から大学までの各教育段階における

取組も重要であるとされています。著作権については、平成 23 年以降の学習指導要領に、小学校、中学校、

高等学校における著作権に関する指導内容が記述されていますが、単位ごとに内容が詳細に記載されている

他教科が多く、実際に授業内で著作権を取りあげることができる時間は非常に限られていること、また著作

権について指導できる教員が少ないということを聞き及んでおります。現在文部科学省において、次期学習

指導要領の改訂のための検討が進められており、その中で知的財産の意義（保護・活用）の重要性に関する

理解を育むための教科等の内容が含まれておりますが、著作権教育について具体的な指導内容を学習指導要

領に明記していただくとともに、著作権教育を実施できる教員の育成を強化していただくように要望いたし

ます。 

 

No. 法人・団体名 

9 一般社団法人インターネットユーザー協会 

意見（要旨） 

TPP 協定にかかる知的財産制度の改正に関して 

 

国内法改正の議論の上では、TPP 協定交渉にかかる交渉経緯が重要。著作権保護期間の延長は TPP 協定の発

効と同時とすること。著作権登録制度を導入し、登録作品のみ延長の対象とすること。非親告罪化は複製権

侵害に止め、海賊版対策に限定した制度設計とすること。アクセスコントロール回避規制には情報社会に重

要な影響があるため、例外規定を十分に検討すること。批准にかかる法改正と同時にフェアユース規定の導

入は必須。 

 

クリエイターへの適切な対価還元に関する議論について  

 

ユーザーの私的複製の自由とクリエイターへの対価の還元は密接に関係するため、常にユーザー側のコピー

制限（DRM やダビング 10 など）との関係で論じる必要がある。4K 放送の録画禁止の検討は視聴者の利便性を

全く考慮しない議論だ。クリエイターへの適切な対価の還元の議論にはコンテンツ産業、録画機器メーカー、

消費者・ユーザーすべてにとってのより良い未来の環境整備となる新たなルール設定を決断する以外にない。

 

その他知的財産制度全般に関して 

 

本項については下記を求める。 

 

著作権の切れた出版物のインターネット上での速やかな公開 

アーカイブされた放送番組の権利処理にオプトアウトの考え方を導入 

政見放送や国会審議などの公的なコンテンツの公開 

災害時の放送のインターネットサイマルを可能とする法整備 

クラウドコンピューティングに対応した著作権制度の整備 

補償金に頼らない音楽産業と製造・サービス業の協力関係の構築 

インターネットサーバを公衆用設置自動複製機器とする著作権法第三十条第一項第一号の改正 
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また ACTA の推進は時代錯誤であり、違法ダウンロード刑事罰化、リーチサイト規制、電磁的な一時的複製の

規制には反対。 

意見（全文） 

TPP 協定にかかる知的財産制度の改正に関して 

 

2015 年 10 月に妥結したとされる TPP 協定交渉は、我が国の知的財産制度、特に消費者・インターネットユ

ーザーの立場からみた著作権制度に大きな不都合を与える内容となっている。一連の交渉が最後まで秘密裏

に実施されたことは大変遺憾であり、今後の条約交渉において同じ轍を踏まないよう求める。また交渉が妥

結したにも関わらず、条文の公開は遅れ、日本語の抄訳も 2015 年 12 月末にようやく公開された。しかし未

だ交渉の経緯などは全く公開されていない。文化審議会での議論においても、その交渉経緯は非常に重要な

資料となる。TPP 交渉には交渉各国との間に NDA が結ばれているとあるが、まずはその NDA がどのようなも

のなのかを公開することが重要である。 

 

下記に TPP 協定の知的財産章の著作権制度に関わる分野のうち、懸念される点を述べる。 

 

著作権保護期間延長 

 

孤児作品（Orphan Works）の保存と活用に関してはすでにさまざまな審議会や報告書で問題提起されており、

その解決が議論されているところである。しかし TPP 協定に盛り込まれている著作権保護期間の延長は、こ

の孤児作品を増やす最も大きな要因だ。 

 

下記の理由から、そもそもわが国は著作権保護期間の延長をすべきでない。しかしどうしても延長が不可避

であるとされる場合は、著作権の保護期間を延長するのであれば、その際の弊害として指摘される孤児著作

物の問題等も解決できるように、制度を構築するべきである。例えば米国では登録制度をあわせて運用し、

登録を訴訟要件とすることによって、孤児著作物の増加を防ぐことにつなげている。この制度を参考として、

現行の著作権保護期間以降も保護を必要とするときは、登録を要件とすることで延長が必要な著作物が保護

されつつ、孤児著作物が増加し ないようにすることができる。なお、登録や更新を忘れるような場合は、「権

利の上に眠るものは保護に値せず」という法格言に則った対応で良いものと考える。 

 

また著作権保護期間の延長の開始は、TPP 協定の発効と同時に行われるべきだ。もし発効に至るまでの法改

正が必須ということであれば、法文の中で、保護期間が 70 年となる施行日を TPP 協定発効の日とすべきであ

る。 

 

また戦時加算解消については、現在存在するとされる各国との交換公文が単に「政府が民間に加算分返上を

働きかける」という程度の内容だとすれば、実効性は極めて不十分である。各国に戦時加算を本気で解消さ

せるためにも、保護期間延長の導入は戦時加算解消の確約後とすべきである。 

 

【参考：著作権保護期間延長に反対する理由】 

 

著作権の保護期間が早く終われば、その著作物を用いて二次的著作物を制作したり、その作品を上演したり

する際の許諾や著作権使用料が不要となるため、二次的著作物の制作や作品の上演が大きく加速される。結

果として近代や現代の作品を演奏・上演する楽団や劇団などが増加し、著作物の漫画化やノベライズ、パロ

ディといった新たな創作物の出現が活性化される。 

 

現代の著作物においては非常の多くの人がその制作に関わっており、制作に関わった関係者にも著作隣接権

が付与される。その著作物を保存・活用しようとした場合、著作隣接権者を含めたすべての著作者に許諾を

取る必要があるが、数年前に制作された著作物であっても著作者が不明という理由で許諾を取ることが不可

能なケースも発生している。より高い創作性をもった環境を維持するためには、むしろ著作権保護期間は短

縮すべきであり、さらには著作権を放棄し、パブリックドメイン化する仕組みも必要である。 

 

さらに著作権が切れた著作物を利用することで、新たなビジネスが生まれている。例えば著作権が切れた書

籍のデジタル化を進めている「青空文庫」のデータは数多くの電子書籍端末などに収録されており、日本に
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おける電子書籍の普及に役立っている。しかし著作権保護期間の延長によって、このような創造のサイクル

が大きな打撃を受け、新たなビジネスチャンスを失うことになる。 

 

著作権侵害の一部非親告罪化 

 

下記の理由から、そもそもわが国は著作権侵害を非親告罪とすべきではない。しかしどうしても変更が不可

避であるとされる場合は、悪質な海賊版の取り締まりに限定した効力になるような制度設計とすべきである。

具体的には出版権同様に「原作のまま」複製する行為のみ、つまり複製権侵害に限定し、さらに原作の市場

収益を重大に害する、大規模かつ商業目的の海賊版取り締まりにのみ効力を認めるものとすべきだ。その際、

著作物の登録制度を活用することによって、この対象を明確にすることも可能だ。また著作権侵害を当局が

取り締まる際は、その原作の著作者にその作品が原作のまま複製されているかどうかを必ず確認する手続き

を制度に盛り込むべきだ。 

 

【参考：著作権侵害の非親告罪化に反対する理由】 

 

わが国には二次的著作物やパロディに関する法制度が存在せず、司法では二次的著作物やパロディは著作権

侵害と判断される。しかし現実には二次的著作物やパロディによる作品が数多く存在しており、今やそれら

は日本の文化の一翼を担っている。そしてこのわが国独自の個性豊かな文化は世界に向け発信され、世界か

ら共感を得ている。これは知的財産戦略本部が策定した「知的財産戦略 2013」の中にも盛り込まれている「ク

ール・ジャパン」の源泉となっている。このような文化が熟成されたのは二次的著作物やパロディについて、

その制作者と原著作者との間に信頼関係があり、著作者が黙認していたことに由来する。著作権侵害が非親

告罪となれば、このような信頼関係に関わらずあらゆる二次的著作物やパロディが刑事告訴の対象となり、

パロディ法制などのないわが国においては「クール・ジャパン」の源泉となる文化が崩壊する結果となり、

国益を害する。 

 

また著作権侵害が非親告罪となることで相対的に捜査機関の権力が増大し、これまで社会的に容認されてい

たような軽微な著作権侵害においても、著作権侵害を理由に捜査機関が逮捕することができるようになる。

そもそもインターネットでダウンロードされたファイルが違法なものかどうかは、技術的・外形的に判断で

きないという根本的な問題もあり、これは別件逮捕などの違法な捜査を助長するおそれがある。 

 

アクセスコントロール回避規制 

 

わが国では 2012 年 10 月の著作権法の改正によって、DVD などにかかっているアクセスコントロール技術を

回避しての複製行為が違法となった。これに対して TPP 協定にはアクセスコントロールを回避する行為自体

を規制する条文が導入されている。しかし無条件のアクセスコントロール回避規制は、ユーザーによるコン

テンツのアーカイブを不可能とし、国民の正当なコンテンツ利活用を妨げる。またアクセスコントロール回

避規制はわが国の ICT 技術の発展を不当に妨げ、ひいては日本の家電製品の競争力をも損なっており、それ

に対する手当は一切なされていない。その具体例を下記に挙げる。 

 

 

1. 引用や批評を可能とするため 

 

引用や批評を正しく行える環境は、言論の自由を担保する上で非常に重要だ。またリミックスやパロデ

ィについても同様で、各国の著作権法制ではそのような利用を可能とする権利制限規定が導入されてい

る。しかし現状では、アクセスコントロールがかかったテレビ番組や DVD/Blu-ray などを使い、そのよ

うな行為を行うことができない。テレビで放送された内容を引用し、評論する行為がおこなわれなけれ

ば、放送内容の正当性などについて、広い知見で検証することは不可能だ。 

 

書籍や新聞、論文といった文字情報については、引用の有用性は広く理解され、これによる論考の深ま

りは、国民の重要な利益となる。現在インターネット上に流通する多くの情報が、文字から映像へとシ

フトしつつある現状を踏まえると、映像情報についても、引用の有用性を拡張すべき時期に来たと考え

る。 
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2. 機器やソフトウェアの安全性のチェックのため 

 

DRM やセキュリティの確保を理由に、利用者にとって不利益となる悪質なソフトウェアが事業者より提

供されるケースが散見される。 

 

DRM についてはソニーBMG 製の CD に rootkit と呼ばれる、ユーザーに知られることなくコンピュータに

侵入できるマルウェアが意図的に組み込まれたことがある。 

 

例）ソニーが音楽 CD に組み込んだ“Rootkit”とは何者か？ － ＠IT 

【URL 掲載省略】 

 

またスマートフォンのファームウェアやプレインストールアプリケーションにバックドアやスパイウ

ェアが仕込まれている事件も近年繰り返し話題になっている。 

 

例) 人気の Samsung デバイスにバックドアが？ ー Kaspersky Lab Daily 

【URL 掲載省略】 

 

例) 中国製スマホにスパイウェアがプリインストールされていることが発見される - Gigazine 

【URL 掲載省略】 

 

例) 公式 Android ファームウェアに潜む危険なトロイの木馬 - 株式会社 Doctor Web Pacific 

【URL 掲載省略】 

 

また、広く用いられているアプリケーション開発キット（SDK）を通じて多数の複数の開発元のアプリ

ケーションにバックドアが仕込まれた事件も最近大きく話題となっている。 

 

例）トレンドマイクロ、Baidu の SDK「Moplus」の脆弱性について注意喚起 - MdN Design Interactive 

- デザインとグラフィックの総合情報サイト 

【URL 掲載省略】 

 

また機械の動作を偽って、性能以上のものに見せかける企業の実態も明らかとなった。 

 

例）フォルクスワーゲンのエンジニア、二酸化炭素排出量に関する不正行為を認める | Autoblog 日本

版 

【URL 掲載省略】 

 

例）サムスン Galaxy S4、特定ベンチマークだけ最高性能を出す「最適化」が発覚 - Engadget Japanese

【URL 掲載省略】 

 

このような事例の多くは、情報セキュリティ企業だけでなく、市井のエンジニアたちが検証し、インタ

ーネット上でその事実を報告したことで明るみに出るケースがほとんどである。このような検証には、

ソフトウェアにかけられた暗号や難読化を解析して、実際にどのような動作が行われているかを細かく

チェックすることが必要となる。 

 

ユーザーが正当に手に入れた機器で、どのようなプログラムがどのように動いているかを把握すること

は、ユーザーの権利である。 

 

コピーコントロールやアクセスコントロールを解くこと自体が違法となった場合、このような検証を行

うことができなくなり、ユーザーが自身で安全を保つことができない。米国諜報機関による大規模な通

信傍受が明るみに出た今、このような回避行為は公正であり、法的にも十分認められるべきものだ。 

 

3. ユーザーが自分の機器で自由なソフトウェアを動作させるため 
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スマートフォンを例として考えると、現在市販されているスマートフォンのほとんどは、Apple の iOS

か Google の Android がインストール済の状態で販売されている。ただしこのような OS は幾つかの理由

から、一部のソフトウェアを動作させないように管理者権限（root）をユーザーに開放していない。そ

こで世界中のエンジニアたちがそのような制限を外すためにソフトウェアを分析し、Jailbreak（脱獄）

など、管理者権限を取得するソフトウェアを開発し、配布している。また iOS や Android 以外の Firefox 

OS や Ubuntu touch などの OS を機器にインストールするためにも、そのような管理者権限の取得が必要

となる。 

 

ユーザーが正当な手段で手に入れた機器で、自身の動かしたいソフトウェアを動かすことはユーザーの

権利だ。またスマート OS を開発する技術を学ぶうえでも、実機で動作チェックをすることは重要だ。 

 

現状ではこのような管理者権限の取得行為は違法ではないが、今後このような技術にアクセスコントロ

ールがかかった場合、それが違法行為となる。スマートフォンに限らず、あらゆる電子機器（自動車な

ども含む）の上で、知識のあるユーザーが自己の責任において自由にソフトウェアを動かすことを妨げ

ないように、アクセスコントロール回避行為は認められるべきだ。またソフトウェア開発を萎縮させな

いように、法改正にあたっては管理者権限の入手行為（Jailbreak や root 化）が違法ではないことを確

認し、発表すべきである。 

 

4. 技術の解説や批評、教育に資するため 

 

技術はエンジニアだけのものではなく、それをユーザーに使ってもらうことに意味がある。そのために

は、技術的動作を記録し、公表できることが重要だ。またその動作をコンピュータ上で拡大してみたり、

止めてみたりして検証する必要がある。 

 

しかし現状、特に映像機器において、映像コンテンツに課せられたアクセスコントロールが理由で、動

作画面をコンピュータ上に記録することができない。これによって映像機器や映像作品の画質の比較

や、ユーザーへの取り扱い情報の提供、ユーザーインターフェースの批評活動が実質不可能になってい

る現状がある。 

 

技術の進歩には、正しい技術批評や教育が必要である。そのような行為を目的として行われるアクセス

コントロール回避は、規制に当たらないような権利制限が必要だ。 

 

5. 技術の互換性や相互運用性を保つため 

 

米国において、プリンタの互換インク等に関し、著作権法のアクセスコントロール回避規制に基づく訴

訟が提起された事例がある（Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc., 387 

F. 3d 522 (2004)）。アクセスコントロール回避規制は、このように技術の互換性や相互運用性を損な

うかたちで利用される可能性が否めず、たとえば、今後 3D プリンタのフィードストック（樹脂インク）

でも同様の問題が発生する可能性が考えられる。よって、技術の互換性や相互運用性が確保されること

を何らかの形で明確にする必要がある。 

 

6. すでに解除技術が提供されなくなったコンテンツやソフトウェアを利用するため 

 

コピーコントロール CD（CCCD）を例に考えると、現在はその技術を用いた新たなコンテンツの配信は実

施されておらず、またその解除を可能とするソフトウェアが公式に提供されているわけではない。つま

り正当に手に入れたコンテンツを、合法に利用する手段がないことになる。またハードウェアドングル

を必要とするソフトウェアで、そのドングルが最新の環境に対応していない場合、正当に入手したソフ

トウェアであっても実行が不可能である。 

 

このような事情にもかかわらず、アクセスコントロールを回避することが違法とされることは、正規に

コンテンツを入手した消費者の正当な権利を害している。すでにサポートが終了したアクセスコントロ

ールについては、その解除もしくは除去が正当なものであると認めるべきだ。 
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7. 視聴目的の複製のため 

 

DVD や Blu-ray の専用プレーヤーが家庭内において必須ではなくなった現状では、DVD/Blu-ray に収録

されているコンテンツをディスクのまま視聴する環境は、非常に限られている。特にスマートフォンや

タブレット端末については、その機器の特性上、視聴のための機器の他にディスクドライブを用意して

視聴することは、その利便性を大きく害する。仮に DLNA などを用いてコンテンツをネットワーク経由

で視聴するには、そのコンテンツが汎用データとしてネットワーク上に存在することが必要だ。 

 

くわえて現状 Linux では、合法的に DVD/Blu-ray を視聴する環境がない。これはアクセスコントロール

が理由でフリーなソフトウェアの開発が不可能なこと、さらに利用者が少ないために、有償のソフトウ

ェアであっても開発コストが回収できる見込みが少ないためだ。Linux のような自由かつ無償の OS の上

で DVD の視聴を可能とすることは、情報デバイドを解消する上で非常に重要な施策である。 

 

正当に入手したコンテンツを視聴することは、その手段を問わず、権利者の権利を害するものではない。

また技術的に可能な視聴を著作権を理由に縛ることは、消費者の権利を不当に制限している。合法に入

手したコンテンツをその視聴のために複製することは、フォーマット変換を含めて権利制限とすべき

だ。 

 

8. 不正告発を可能とするため  

 

TPP は加盟国に TRIPS 協定および知的財産権に関する新たな規制を求め、企業の貿易秘密の漏洩阻止を

図っている。今回加えられた条項 （TPP 協定 暫定仮訳 知的財産章 第 18・78 条 2-(a)および(c))は、

コンピュータシステムにおける権限の与えられていない、かつ意図的な貿易秘密へのアクセスおよび開

示に対する懲罰を可能にしており、しかもこれら情報へのアクセスや開示を保護する条文は存在しな

い。この条文は貿易秘密保護という目的を濫用する可能性があり、公的な利益のために働く不正告発者

やジャーナリストを萎縮させてしまう。 

 

健全な民主政治の運営には不正告発を可能にするエコシステムが必要不可欠であり、必要以上の制限は

政治腐敗を引き起こす。アクセスコントロールを回避する目的のひとつには政治の不正告発や情報開示

といったものがある。そのうえで、TPP には「知財保護」を銘打ちながら、こうした不正告発に懲罰を

与えることが可能な条文があることに留意し、不正告発者やジャーナリストが萎縮しないような仕組み

づくりをする必要がある。 

 

 

近年の技術進歩は急速であり、今後自動車や家電など、従来はそう見なされていなかった機器でもコンピュ

ータ化、ネットワーク化、ブラックボックス化が進む可能性がある。また技術革新に伴って、コンテンツの

新たな用途や利用形態が開拓されることもある。これらに伴い、アクセスコントロール回避の新たな形態が

求められるようになる可能性は非常に高いと考えられる。 

 

特にコンテンツの視聴のためであっても、オープンソースソフトウェアの利用を制限する現状の制度は、コ

ンテンツ利用促進の観点からも負の影響が大きく、早急に手当が必要だ。またコンテンツの批評や引用など、

著作権法で認められた用途においても著作物を利用することができない状況を解決する必要がある。ユーザ

ーが購入したコンテンツを長く、そしてオープンソースソフトウェアによっても利用できるように規制のあ

り方を再度検討すべきであり、よって、柔軟かつ定期的に適用除外規定を追加できるような仕組みを考慮す

べきである。 

 

さらにアクセスコントロール回避行為自体を違法とすることは、上記で述べてきた行為を現状行っている人

全てを違法状態に置くこととなり、実効性がない。TPP による著作権法の改正は、違法な商業目的の海賊版

の取り締まりに限定したものであるべきだ。 

 

権利制限の一般規定（フェアユース）の導入を 

 

知的財産計画 2009 においては、権利制限の一般規定（日本版フェアユース規定）を導入するとの方針が決定
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された。その議論の結果、2013 年 1 月の著作権法の改正によって新たな権利制限規定が導入された。しかし

これは文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の報告書にまとめられた、いわゆる「3類型」をも網羅で

きないようなものとなってしまった。これは権利制限の一般規定と呼べるようなものではなく、いくつかの

個別規定を増やしただけのものにすぎない。 

 

また TPP における知的財産制度の改正は、権利者を一方的に保護するものであり、消費者やインターネット

ユーザーの表現の自由や情報機器の利便性を一方的に損ねるものである。著作権の保護と利用のバランスを

取る上では、TPP 著作権条項の国内立法までに、公正で市場で原著作物に与える影響の少ない利用に関する

権利制限の一般規定（フェアユース）を導入すべきだ。その際、フェアユース規定は単なる産業振興策では

なく、言論の自由を担保し、教育やエンタテインメント、ユーザーによる技術検証・改善に資するものであ

るべきだ。 

 

また、米国では 2015 年 10 月 27 日に著作権法が改正され、前項で述べた正当なアクセスコントロール回避行

為について、権利制限が制定された。TPP による著作権法改正を考える上で、TPP がルールを共通化するもの

であるならば、加盟国の法改正を注視することが重要である。 

 

Federal Register | Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for 

Access Control Technologies 

https://www.federalregister.gov/articles/2015/10/28/2015-27212/exemption-to-prohibition-on-circu

mvention-of-copyright-protection-systems-for-access-control 

 

クリエイターへの適切な対価還元に関する議論について  

 

クリエイターへの対価の還元については、常にユーザー側のコピー制限との関係で論じる必要がある。ユー

ザーの私的複製の自由と対価の還元は密接に関係する、いわば車の両輪だからだ。現在文化審議会で行われ

ているクリエイターへの適切な対価の還元の議論は、ユーザーの自由を制限する DRM とのバランスという視

点を盛り込んで行われることを、昨年に引き続き要望する。そのことにより、保護と利用のバランスのとれ

た新しい制度設計につながると考える。 

 

私的録画に関しては、ダビング 10 との関係という視点を避けて通ることはできない。また、一般社団法人次

世代放送推進フォーラム（NexTV-F）が 2015 年 12 月 25 日に公開した「高度広帯域衛星デジタル放送運用規

定」によれば、4K 放送について、その放送の録画を禁止する技術仕様の盛り込みが検討されていることが読

み取れる内容となっている。これは視聴者の利便性を全く考慮しない議論がなされていることを示している。

 

クリエイターへの適切な対価の還元の議論には放送を管轄する総務省はじめ、関係省庁の審議会との合同会

議の設定が必要であると考える。大きな課題となっている、私的録画についての対価の還元議論を解決する

道は、多くの関係者の参加によって、より合理的で、豊かなサービスの可能性を縛らず、コンテンツ産業、

録画機器メーカー、消費者・ユーザーすべてにとってのより良い未来の環境整備となる新たなルール設定を

決断する以外にないと考えるからだ。 

 

その他知的財産制度全般に関して 

 

以上に加え、「知的財産計画 2015」にかかる意見募集で提出した意見について、以下を引き続き求める。 

 

著作権について 

 

わが国では、著作権の許諾権としての性格が強く意識されすぎている。著作権者に強力な許諾権があること

は、企業がコンテンツを活かした新規事業に乗り出す上で不透明な「著作権リスク」をもたらし、企業活動

を萎縮させる一方、ユーザーのコンテンツ利活用における利便性も損ねている。かつ、学界では、強力な許

諾権があるからといって必ずしも著作権者に代価がもたらされるわけではないとする研究が有力である。こ

のように、現状の許諾権としての著作権は、ユーザーの利便性と産業の発展を無意味に阻害していると言わ

ざるを得ない。そこで、より高度なコンテンツ活用を目指すべく、著作権を報酬請求権として扱うようにシ

フトしていくべきであろう。 
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近年は ICT 技術やインターネットの普及に伴い、ユーザー=クリエイターという関係が強く見られるようにな

った。ユーザーのコンテンツ利活用における利便性を高めることは、新たに多様なコンテンツを生み出すこ

ととなり、結果的にコンテンツホルダーにとっても利益になる。ひいては経済活動の活性化をもたらし、日

本経済にも貢献することになる。なお、ハーバード大学では著作権の報酬請求権化についての研究が進んで

おり、参考になる。日本でも、例えば著作権法上のレベルでは許諾権のままでも、産業界の自主的な取り組

みとして、合理的な範囲で報酬請求権として運用することが可能である。産業界にイノベーションをもたら

し、経済を拡大するために、政府は報酬請求権としての可能性の啓発に取り組むべきである。 

 

「プロライツ」から「プロイノベーション」へ 

 

今後の経済政策としてふさわしいのは、権利を囲い込み、墨守するだけの「プロライツ」ではない。権利を

活かしてリターンを最大化する「プロイノベーション」の形を目指すべきである。安直なプロライツ（プロ

パテント・プロコピーライト）は結果としてイノベーションや競争を阻害し、ひいてはユーザーの利便性が

向上する機会を損なう。ゆえに、コンテンツ産業戦略全般において、プロイノベーションという方針を明記

し、それに従った具体策を策定すべきである。これからの時代のコンテンツの利用や創作は、それを鑑賞す

るための技術イノベーションと不可分である。ユーザーの利便性を高めてコンテンツを活用していくために

は、技術のイノベーションを阻害しないことに最大限留意すべきである。 

 

政策立案プロセスへのユーザー代表の参加 

 

知財戦略としての政策目的を促進するためには、公的な議論にユーザー代表が参加する必要がある。業界内

やコンテンツホルダーとの間の短期的な利害対立に対する政府の調整能力は、既に限界にきている。一方、

ICT 産業やコンテンツ産業の一部においては、ユーザーの利便性への要求が産業を成長させてきた。特に近

年では、ユーザー生成メディアが莫大な利益を生み、あらゆるコンシューマビジネスがこれを取り入れつつ

あることは周知のとおりである。このようにユーザーの利便性を高めることが産業界のイノベーションを産

み、コンテンツの利用の拡大をもたらすことに鑑みれば、技術やコンテンツの利用態様に明るいユーザーの

代表が知財政策で強く発言していくべきである。 

 

著作権の切れた出版物のインターネット上での速やかな公開を 

 

アメリカ議会図書館や欧州委員会の Europeana は、パブリックドメインとなった書籍・映画・音楽等のアー

カイブ・オンラインでのデータ配信に熱心である。著作権が切れパブリックドメインとなった著作物は、速

やかに全国民が利用しやすい形態で提供し、我が国の文化の向上に資するのが、文化を担う行政機関の責務

である。 

 

我が国には著作権が消尽し、文化的意義が大きいにも関わらず、鑑賞・閲覧の困難な戦前の作品が多数存在

する。市場性が薄くなり著作権も切れた作品については国が主導して保存・公開する必要性が高いにも関わ

らず、こうした点についての現状認識・問題意識が乏しいのは大変遺憾である。 

 

また我が国では著作権の切れた書籍について、権利を持たない者の申し出によって国立国会図書館ウェブサ

イト上での提供が一時凍結されたことがある。今後このような不必要な配慮を行わないよう知的財産推進計

画に明記することを求める。 

 

アーカイブされた放送番組の権利処理にオプトアウトの考え方を 

 

放送番組のアーカイブ化およびその一般利用は、2003 年の NHK アーカイブス設立をきっかけに本格的にスタ

ートした。当時から実践されてきた権利処理のモデルは非常に厳格なものであるが、これが後々他の事業者

の権利処理のモデルとなった。だが NHK 基準の厳格な権利処理にかかるコストでは民間事業は成り立たず、

事実上の参入障壁となっている。 

 

権利処理のうち、膨大な人件費がかかっているのは肖像権の処理であり、特にタレントなど契約によって出

演契約が行なわれた者ではない、映像に収められた一般市民の権利許諾が大きな負担となっている。 
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我が国においては、肖像権は明文化された権利ではなく、判例によって一部パブリシティ権などが認められ

た例があるに過ぎないが、一般市民の間では過剰に権利を拡大して解釈する傾向が強まっているのも事実で

ある。 

 

このようなバランスを考慮し、収蔵された放送番組の利活用においては、研究および教育利用に限定した上

で、オプトアウトで始めたらどうか。その課程で人物の特定および権利処理の手がかりが掴める可能性もあ

り、事業者の権利処理の負担が軽減できる。アーカイブは、蓄積しても利用されなければただの死蔵であり、

利用開始が長引けばそれだけ資産価値を減少させ続ける結果となる。放送番組のアーカイブ利活用について

は、最終的には国民の直接視聴に繋がることを睨みつつも、資料としての価値を優先する形で、現実的な手

段を検討すべきである。 

 

政見放送や国会審議などの公的なコンテンツの公開を 

 

インターネットを利用した選挙活動が解禁された今、有権者がインターネットを用いて選挙に関する情報を

集められるよう、政見放送をインターネットで見られるような取り組みを進めるべきである。また政見放送

や国会審議などの公的なコンテンツ及び災害に関する報道などの公共性・緊急性の高い番組については、通

常放送に掛けられている CAS を外して放送することを義務化し、国民が利用しやすい環境の整備を進めるべ

きである。 

 

テレビのインターネットサイマル放送について 

 

東日本大震災の際に、各テレビ局がニコニコ生放送や Ustream などの既存のプラットフォームを用いてテレ

ビ放送をインターネットでもサイマル放送した。この取り組みによって在外邦人や海外メディア、そして被

災地にもいち早く情報を届けることができた。しかしこのサイマル放送はテレビ局の自発的な取り組みでは

なく、ユーザーが緊急的に独自に行なった行動をテレビ各局が追認して進められたものである。このような

事例を活かすためにも、テレビ局が自発的にインターネットでサイマル放送を行えるような法整備が求めら

れる。特に災害時などの緊急事態には、インターネットサイマル放送を義務化するなど、知財戦略としても

災害対策を進めるべきである。 

 

ACTA（模倣品海賊版拡散防止条約）について 

 

知財戦略としての「模倣品・海賊版の拡散防止」という方向性には賛同する。しかし ACTA はその目的から大

きく逸脱したものであり、国内外から批難を浴びた。特に「HELLO DEMOCRACY GOODBYE ACTA」のスローガン

のもとに、ACTA が欧州議会において大差で否決されたことを政府は厳しく認識すべきである。ユーザーの知

へのアクセスを阻害し、また不透明なプロセスで批准が進められた ACTA の発効の推進は、日本から見ても、

そして交渉参加国から見ても知的財産戦略としては誤りで、知財計画に掲載すべきものではない。 

 

クラウドサービスに対応した著作権制度の整備 

 

クラウド・コンピューティングを用いた各種サービスが世界的に飛躍的に広がっている中、日本では「カラ

オケ法理」等によって直接侵害の範囲が過度に拡張され、先進的なサービスが生まれにくい状況にある。制

度の見直しにあたっては直接侵害の範囲を縮小・整理し、メディア変換やフォーマット変換などの公正な利

用をセーフハーバーとして著作権侵害としないような制度の設計が必要である。その際に「間接侵害」を創

設するということであれば、間接侵害の範囲を過度に広げないようにし、間接侵害の要件を明確かつ具体的

に規定することが求められる。 

 

補償金に頼らない音楽産業と製造・サービス業の協力関係の構築を 

 

そもそも私的録音録画補償金制度は、あくまでも複製による損失の補償を目的とした制度であり、そもそも

クリエイターに対する環境の整備という役割は小さい。強力な DRM やダビング 10 によってデータの複製が制

限されている以上、複製による損失はなく、デジタルチューナーのみを持つレコーダーに対する私的録画補

償金については、その根拠がないことが司法によって示された。よって現状のコピーコントロール・アクセ

スコントロールが続けられる以上、クリエイターに対する環境整備と称して私的録音録画補償金の対象機器

を広げることで、制度の拡張を進めることは誤りである。 
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私的録音録画補償金をクリエイターに向けた環境整備の一環として位置づけるのであれば、現状のコピーコ

ントロール・アクセスコントロールの撤廃や改善、フェアユースの導入など、ユーザーがコンテンツを利用

しやすい制度構築も同時に行うべきである。また文化予算の増額や、コンテンツの鑑賞に国が一定額の補助

を出す「芸術保険制度」の導入、コンテンツに関わる人や団体に寄付をすることで控除を受けることができ

るような寄付税制の推進など、ユーザーとクリエイターの両方が利益を得られるような制度の構築も考える

べきである。 

 

また 2014 年 7 月に設置された著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会での議論は、新しい産業

と文化の発展を続けるための議論であったはずが、実際の議論はロッカー型クラウドサービスという限定的

なサービス類型に関する議論にかなり時間がかかってしまい、ロッカー型クラウドサービス以外のものにつ

いては現時点での明確な立法事実があるかどうかが議論されたのみであった。つまりクラウドサービス等と

著作権についての議論が十分に行われたとは言えない状況にあると考える。以上の認識から主婦連合会と共

同で 2015 年 3 月 27 日に文化庁に対して意見書を提出した（http://miau.jp/1427440922.phtml）。本意見書

の内容を知的財産推進計画 2016 にも同様に盛り込むよう求める。 

 

著作権法第三十条第一項第一号について 

 

本条文が、制定された趣旨とは異なる形で解釈されることで、用途に関わらずインターネットサーバーが本

条文の該当機器となるおそれがあることから、情報通信サービスの萎縮を生むことになっている。事業者だ

けでなく消費者やユーザーもサーバーをレンタル、あるいは自ら運用するような技術革新があるなかで、サ

ーバーが本条文の該当機器から除外されることを明確にするなど、現実に即した形で本条文の概念が見直さ

れることを要望する。 

 

違法ダウンロード刑事罰化について 

 

2012 年 10 月の著作権法の改正によって、インターネット上に違法にアップロードされた音楽や映像を、そ

のファイルが違法であると知りながらダウンロードする行為について刑事罰が科せられる（いわゆる違法ダ

ウンロード刑事罰化）こととなった。本改正の付則として定められた事業者による教育・啓発活動の義務規

定や違法ダウンロード防止への努力規定による取り組みが進められているとはいうものの、これは「インタ

ーネットでダウンロードされたファイルが違法なものかどうかは技術的・外形的に判断できない」という根

本的な問題をクリアできるものではない。 

 

また本法改正は文化審議会での議論を経たものではなく、音楽事業者や映像事業者を中心としたロビイング

によって進められた。国会による議論もほぼなく、一方的に議員立法によって進められたこの改正のプロセ

スは大きな問題を抱えている。このように政府による知財計画や文化審議会での議論を無視し、業界団体の

ロビイングに唯々諾々と賛同し進めてしまったことは今後の知財戦略を考える上で大きな負の遺産を残し

た。 

 

違法ダウンロード刑事罰化が本質的に抱える問題、そして政府や審議会の決定を無視したプロセスで利害関

係者の一方的な要望が通ってしまった問題から、違法ダウンロードの刑事罰化については白紙撤回し、知財

戦略本部や文化審議会における議論を行うべきである。 

 

リーチサイト規制について 

 

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で議論されているリーチサイト規制については、全面的に反対で

ある。リーチサイトと言っても、その有り様は多種多様であり、リーチサイトへのリンク行為はどうなるの

か、リーチサイトの URL が SNS を通じて転送され続けた場合はどうなるのか、また適法な内容を示すサイト

を掲載したはずが、後日同じ URL のままで違法なファイルの掲載などがされた場合はどうなるのか、といっ

た予見できない状況が数多く発生する。 

 

情報と情報を関連付けるハイパーリンクは情報通信の基幹技術であり、インターネットの利便性はハイパー

リンクによってもたらされている。またハイパーリンクはいまやウェブサイトにとどまるものではなく、現

在普及過程にある電子書籍にもハイパーリンクは用いられている。リンク行為を規制することは、今後の情
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報通信技術の発展全体に影響を及ぼすだけでなく、社会に大きな混乱をもたらす。いたずらにリンク行為へ

の規制を拡張するのではなく、違法アップローダーや違法アップロードされたコンテンツへの対処でカバー

すべきである。 

 

電磁的な一時的複製の規制 

 

著作物を一時的に電磁的なかたちで記憶装置に複製する行為についても複製権の対象とし、許諾なく電磁的

な一時的複製を行った場合も著作権侵害とするような枠組みの策定が議論されている。しかしわが国は電磁

的な一時的複製を著作権侵害とする要求を受けいれるべきではない。また国際的な経済連携協定に電磁的な

一時的複製を規制する条項が入ること自体に強硬に反対すべきである。 

 

現代のコンピュータはプログラムとそのプログラムが処理するファイルの一時的な複製をメモリーに自動的

に作り続けることで動作する。またインターネットの利用においては、ネットワークから受け取ったデータ

を先読みしてメモリーにバッファしておくことで大容量のストリーミングコンテンツを快適に利用すること

ができる。また一度見たウェブサイトのデータをハードディスクに一時的に保存しておくことで、高速なウ

ェブサイトのブラウズが可能となり、またトラフィックの軽減につながるため、ネットワーク資源を有効に

活用することができる。このように電磁的な一時的複製はコンピューティングを支える基幹の技術であり、

電磁的な一時的複製を規制することは IT 技術の実際と大きくかけ離れており、全く現実的ではない。 

 

 

以上

 

No. 法人・団体名 

10 一般社団法人知的財産教育協会 

意見（要旨） 

当協会は、「育成・確保すべき知財人財像および具体的施策」、「中小・ベンチャー企業等に対する知財

活用支援策」、「知財人財の裾野の拡充」の３つの観点から、当協会が 2015 年に実施した知的財産管理技

能士等を対象としたアンケート結果を踏まえつつ、知財マネジメント人財及びグローバル知財人財の育成、

中小・ベンチャー企業等に対する知財活用支援における資格試験の活用、生徒・学生への知財教育の推進の

ための環境整備等について提言いたします。 

意見（全文） 

１．育成・確保すべき知財人財像および具体的施策の提言 
（１）「知財マネジメント人財」の育成について 
①知的財産情報をより「積極的」に活用できる人財 

知的財産情報、特にいわゆる特許情報（実用新案、意匠、商標の情報も含む）は、特許や意匠等の出願が

実際の事業活動に先行して行われており、その件数や分野には経営資源の投資配分も反映されていることか

ら、企業の中長期の「経営戦略」が発現している重要な情報であるが、これまで知的財産部門や R&D 部門

中心の活用にとどまり、必ずしも事業戦略やマーケティング戦略の立案に活用されていなかった。 
そこで、知的財産情報を事業戦略に沿って「積極的」に活用できる人財が求められている。具体的には、

知的財産情報及び公開情報（IR 情報、ニュースリリース、論文等）から他社の様々な戦略（特許戦略に留

まらず、事業戦略、マーケティング戦略、研究開発戦略、アライアンス戦略、人事戦略（ヘッドハンティン

グ）等）を推測・予測・把握し、そのような情報にもとづき、自社が比較優位に立つための新たな研究開発

戦略、事業戦略、マーケティング戦略さらには企業戦略のオプション（例えば、M&A の候補先選定、カー

ブアウト事業の選定等）を「積極的」に提案することができる人財や、人財ネットワークを生かした本格的

な産学連携を実行できる人財の育成に向けた取組を官民挙げて推進するべきである。 
 
（２）「グローバル知財マネジメント人財」の育成について 
①国家資格の取得を利用した人財の育成 

グローバル競争時代における事業活動に資する「知的財産戦略」、「標準化戦略」、「諸外国における権利化

手続き」、「諸外国の関係法規」等に精通した知財マネジメント人財を育成・確保し、日本企業の国際競争力

を強化するために、日本の知財関連法規以外の知財マネジメントスキルも判定可能な国家資格（「一級知的

財産管理技能士」等）の取得やグローバルな人財交流を促進する取組を推進するべきである。 
 
 



「知的財産推進計画 2016」の策定に向けた意見募集 

【法人・団体からの意見】 

20 
 

２．中小・ベンチャー企業等に対する知財活用支援策の提言 
（１）中小・ベンチャー企業等における知財マネジメント人財の育成について 
①中小・ベンチャー企業、大学等に対する環境の整備 

中小・ベンチャー企業に事業戦略の視点で知財マネジメントの重要性を浸透させるため、或いは将来の知

財活動の担い手を育成するために、知的財産に関する国家資格保有者（弁護士、弁理士、知的財産管理技能

士等）による実践的な研修や、各大学、地方自治体、金融機関等への「出前型」講座を実施する環境を整備

しつつ、知財専門職大学院を活用して、知財マネジメント人財の育成を促進するべきである。 
また、知的財産教育協会が 2015年に実施した知的財産管理技能士等を対象としたアンケート結果からは、

中小・ベンチャー企業における知財マネジメントの牽引役は、事業の中心的役割を担う事業マネジメント人

財が担っている傾向が読み取れるため、事業マネジメント人財が知財マネジメントを体得できる環境を整備

すべきである。 
 
②事業戦略の視点でコンサルティングを行う知財人財の客観的評価指標の導入 
地域中小・ベンチャー企業に対する強力な支援体制の構築の前提として、「事業戦略の視点でコンサルテ

ィングを行える知財人財」の客観的評価指標を設けることが必要である。例えば、特定の国家資格（弁護士、

弁理士、知的財産管理技能士等）の取得といった具体的な基準を明確にすることにより、全国の知財人財の

質的な面での均一化を図り、地域間格差を是正するよう努めるべきである。 
 
③中小・ベンチャー企業における「一社一人運動」の推進 
全ての中小・ベンチャー企業で知的財産を理解できる人財を少なくとも一人は育成・確保する「一社一人

運動」1を推進するべきである。 
具体的には、中小企業に必要とされる知財人財の具体的な指標や客観的な到達度が明確となるよう、中

小・ベンチャー企業の知財マネジメント人財の育成にも留意した国家資格（「知的財産管理技能検定」等）

の取得を推奨し、「一社一人運動」に取り組む中小・ベンチャー企業への支援策の優先適用等のインセンテ

ィブ制度を導入するべきである。  
 
（２）知財総合支援窓口機能の強化 
①知財総合支援窓口における支援担当者の客観的指標の導入 

各企業の個々の状況に応じてきめ細かい支援を行うため、支援担当者や知財アドバイザーには、知財マネ

ジメントの専門知識はもとより企業における事業戦略と連携した知財マネジメントの豊富な実務経験が求

められるところであるが、その配置において客観的指標が明確に設けられていないのが現状である。 
そこで、支援担当者等の技能の程度の客観的指標として国家資格（弁護士、弁理士、知的財産管理技能士

等）を活用するべきである。 
 

（３）中小企業に対する知財支援策の活用の促進 
①中小企業の成長ステージに対応した知的財産支援の強化 

知的財産教育協会が 2015 年に実施した知的財産管理技能士等を対象としたアンケートにおいては、創業

年数に応じて、必要とされる支援の内容が変遷する傾向が見られた（例えば、創業期にあっては助成を主と

する支援が必要とされ、10 年を越えて事業が一定の成果を上げる時期にあっては自ら経営戦略を組み立て、

実行するための情報が必要とされる等）。 
よって、企業の成長ステージに応じた多様な知財支援策が利用可能となるような取組みを促進すべきであ

る。 
 
３．知財人財の裾野の拡充についての提言 
（１）生徒・学生への知財教育の推進及び知財教育のための環境整備 
①高等学校、高等専門学校、大学等における知財科目の必修化の検討 

生徒・学生が将来産業人財やクリエーターとして活躍するために必要な実践的な能力を身につけられるよ

う、高等学校、高等専門学校、大学等において知的財産に関する科目の必修化の検討を促すべきである。 
 
②高等学校、高等専門学校、大学等の知財教育に対する支援 
高等学校、高等専門学校、大学等における知財教育の拡充を促すため、弁護士、弁理士、知的財産管理技

能士等の知財人財を対象とした講師育成、およびこれらの講師招聘を対象とした講師料および教材費に対す

                                                  
1 「知的財産人材育成総合戦略」P.30 を参照。 
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る補助を教育機関等に対して行うべきである。 
 

以上

 

No. 法人・団体名 

11 一般財団法人日本データ通信協会 

意見 

日本において、タイムスタンプ（日時証明）は先使用権や共同研究開発における知的財産権の主張の為に

証拠として活用されています。また、「知的財産推進計画２０１５」に書かれた営業秘密保護の強化の一環

として「企業等において秘匿管理される技術ノウハウ等の電子文書に付されたタイムスタンプ情報を長期保

管するシステムの開発」が既に推進され、2017 年にはそのサービスが開始される予定となっています。 
以前より、国境を超えた共同研究開発や製造委託において起きる知的財産権のトラブルが相手国の裁判に

発展した場合、日本のタイムスタンプがその国の裁判所や法曹界で認知されていないことにより、証拠とし

て採用されない恐れが指摘されておりましたが、タイムスタンプ情報を長期保管するシステムの運用開始に

より、この危惧を解消できるものと考えます。 
韓国2や中国3は、日本国内におけるセミナーで、タイムスタンプおよび保管システム等の存在をアピール

しています。日本においても、現在検討推進中の「タイムスタンプ情報を長期保管するシステム（サービス）」

を、日本国内だけでなく中国、韓国をはじめとした外国においても広く認知してもらう為の広報活動を計画、

実施頂きたくお願いします。 
 

以上

 

No. 法人・団体名 

12 株式会社 IP Bridge 

意見 

【推進計画全般について】 

「知的財産推進計画２０１５」においても示されているとおり、知的財産は活用されてこそ、その価値が

初めて実現されるものであり、知財戦略は事業戦略と一体のものでなければなりません。また、我が国の

産業競争力を強化していくためには、知的財産を創造し、活用していくサイクルが構築され、知財創造に

直接かかわるエンジニアやクリエイター等の経済的な状況が向上して、はじめて知財立国となり得ると考

えます。 

知的財産の創造及び活用のサイクルを円滑にまわしていくためには、知的財産の創造／活用に対する適切

な投資ならびに知財活用による妥当な利益分配が不可欠です。したがって、「知的財産推進計画２０１６」

では、この知的財産に基づく投資ならびに利益分配がより適切に実行されるような施策を推進することが

望まれます。 

 

【地方、中小企業、大学における知財活用の推進】 

「知的財産推進計画２０１５」における各種施策のもと、相談・支援窓口等の拠点の強化や、橋渡し・事

業化支援の人材配置が進められています。このような施策は知財をベースとした地方の中小企業の成長促

進にとり本当に必要なものであると弊社の活動を通じて感じております。そして、この施策推進にあたっ

ては、拠点の役割や配置される人材の資質について、知財活用・事業化の視点を更に重要視して頂ければ

と思います。言い換えれば、実際に知財活用（ライセンス等）や知財をベースとした事業化について十分

な経験と資質を持った人材を各種拠点等に配置すべきと考えます。そういった人材は、大学の知財活用を

促進するために、大学知的財産組織にも十分に配置されることが強く望まれます。現状において、人材不

足により、多数の拠点への人材派遣が困難である場合には、人材育成が優先的な施策になると考えます。

対象人材が、知財活用を事業としている組織で十分に実務経験を積んだうえで派遣されるようにするなど、

中長期的に実効力のある人材育成の施策を検討すべきではないでしょうか。 

                                                  
2 韓国では国家情報院産業機密保護センターに登録された営業秘密情報にタイムスタンプが付された状態で保管されています

が、その存在と法的効力をセミナー等で日本に広報されています。2014/6/11 開催、韓国営業秘密保護対策セミナー（特許庁委

託事業）／JETRO 主催、他 
3 国家時刻標準機関の国立授時センターと北京連合トラストサービス社が共同運営しているタイムスタンプ局のサービスが営

業秘密情報の保護に活用されていますが、こちらも日本国内の知財関連のセミナー等で広報されています。2014/3/7：中国タイ

ムスタンプの判例と活用方法（セミナー）／メキキ・クリエイツ（株）主催、他 
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資金力が弱い地方企業、中小企業、大学等（以下、中小企業等とする）における知財の創造／活用を推進し

ていくためには、金額や時期的な面で適切な投資が実行される必要があります。近年、投資ファンドの増

加により、中小企業等に対しても一定の投資がなされているものの、それらが米国と比較して我が国では

円滑かつ十分に実行されているとは言い難い状況です。特許庁を中心として、投資可否を判断するために

利用される知財評価の試みとして、金融機関による融資促進を目的に「知財ビジネス評価書」や「知的資

産経営報告書」の作成が推進されており、それらはとても良い取り組みですが、その内容の更なるブラッ

シュアップや、利用者への更なる浸透を図るような施策が必要だと考えます。 

また、知財に対する投資を促進するためには、投資家が期待する利益分配を実現することが可能な制度の

構築・運用が必要です。英国の知財専門雑誌である IAM November/December 2015 P55-62（別紙）によれば、

67%の投資家が、Start-up 企業にとって特許が企業成長にとって極めて重要であるとのアンケート結果が示

されています。我が国においても、中小企業等への投資を促進するためには、投資価値のある特許の存在

が極めて重要であると推測できます。言い換えれば、現状の知財への投資が不十分な状況は、我が国にお

ける特許の価値が不十分であることを示していると考えられます。したがって、本計画では、投資の促進

がなされるように特許の価値を高めるための施策が重要となります。例えば、次項でも述べますが、資金

面／人材面で大企業より劣っている中小企業等が、適切に知財紛争処理システムを活用し、自身の知財の

価値を顕在化できなければ、中小企業等が保有する知財への適切な投資を促進することは困難であると考

えます。したがって、中小企業等が利用しやすい知財紛争処理システムの構築が重要です。 

 

産学連携事業や国家予算による事業の成果物としての知財は、その性質から広く活用・実施されることが

期待されています。一方で、大企業が関与する共同研究の成果物である特許が、大企業の都合で実施が促

進されておらず、また、大学によるライセンス活動も推進されていないといった問題の指摘がしばしばな

されています。そこで、税金が直接的あるいは間接的に投入されるようなこの種の事業の成果物としての

知財に関しては、他の一般的な知財以上に活用・実施が促進されるような施策や法整備が必要であると考

えます。例えば、特許法第 83 条（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）や同第 93 条（公共の利益の

ための通常実施権の設定の裁定）などの強制実施権の制度の活用による知財活用・実施の促進を検討して

も良いと思われます。 

 

【知財紛争処理システムの活性化】 

「知的財産推進計画２０１５」における施策のもと、「知財紛争処理システム検討委員会」において、証拠

収集の容易化、権利の安定化、損害賠償額の適正化について議論が進められています。十分な議論を経て

早急に問題点が改善されることを強く望みます。知財紛争処理システムの設計にあたっては、様々な視点

でのバランスが重要であることは論を待ちませんが、我が国の産業競争力を強化していくための知財への

投資が阻害されるようなものであってはなりません。前項でも述べましたが、知財への投資を促進するた

めには、投資に見合った知財の価値、特に特許の価値が顕在化される必要があるところ、知財紛争処理シ

ステムにおいては、損害賠償額の適正化が極めて重要な要素となります。 

主要外国との比較において我が国の知財訴訟件数が少ないことの原因として、権利者が現行の知財紛争処

理システムを活用したとしても知財の価値を十分に顕在化できない、知財紛争処理システムの活用の投資

に対して仮に紛争に勝訴したとしても投資に見合った十分な利益が得られない、との見通しを持っている

ことが挙げられます。そのような状況では、知財に対する投資を促進することはできず、結果として、我

が国全体の産業競争力を強化するための適切な知財の創造／活用は実現できません。是非、「知財紛争処理

システム検討委員会」においては、知財への投資、創造ならびに活用を考えているあらゆる組織にとって、

公平かつ十分な利益配分が期待できるような制度設計、法制化の検討をして頂きたいと思います。 

特許売買のマーケットにおいて、日本特許の価値は、主要外国、例えば、米国や欧州などの特許と比較して

極めて低く評価されている実態があります。その原因の一つとして、日本の知財紛争処理システムにおける

不十分な損害賠償額がしばしば指摘されています。一方、多くの中小企業等は、日本特許しか保有しておら

ず、結果として、主要外国の中小企業等と比較して、仮に同程度の研究開発を実施し、同程度の自国特許を

保有していたとしても、その特許資産価値や企業価値は著しく小さく評価されてしまう懸念があります。そ

のため、我が国の中小企業等への国内はもちろん海外からの投資は促進されず（一方で、主要外国の中小企

業等への投資はその高い特許資産価値がゆえに促進されます）、相対的な技術革新の遅延、競争力の低下と

いった懸念があります。そういった状況を改善するためにも、損害賠償額の適正化の検討にあたっては、日

本特許の価値と主要外国の特許の価値とのバランスを十分に意識すべきだと考えます。また、現在のグロー

バルな事業環境においては、日本特許の損害賠償額の検討であったとしても、主要外国の特許裁判における

損害賠償額とのバランス等、グローバルな視点を無視してはならないと考えます。 

損害賠償額の検討は、善意のライセンシーと悪意のあるフリーライダー（侵害者）とのバランスの適正化
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を意識することも重要です。仮に、フリーライダーが裁判で敗訴した結果として支払う損害賠償額と、善

意のライセンシーが実施許諾料として支払う対価とが同水準であった場合、そのことはフリーライダーを

大きく利することにつながります。フリーライダーの増加は、特許活用による適正な投資回収を阻害し、

技術革新そのものを停滞させることになります。したがって、フリーライダーを根絶し、善意のライセン

シーを増加させるような施策、例えば、懲罰的な損害賠償額の認定が可能となるような法整備を検討すべ

きと考えます。 

我が国の特許裁判における権利の不安定さも、日本特許の価値を低下させる原因と考えられます。逆に言う

と、裁判プロセスにおける権利の安定化をはかることは、日本特許の価値向上につながり、結果として、知

財に対する投資促進、技術革新の加速をもたらします。したがって、特許庁において高度な経験と知識を有

する審査官の審査を経て有効と判断された特許を、裁判所において無効と判断するに際しては、特許庁での

判断基準を超えたより明白な無効理由を根拠としなければならないようにするなど、権利の安定化に向けた

施策、法整備の検討が望まれます。 

 

【海外からの特許ロイヤリティー送金への課税】 

日本企業・大学がその所有する特許のロイヤリティーを海外から受領する場合、ロイヤリティーを支払うラ

イセンシーの居住国に源泉税を払わずに全額受領できるのが当該企業・大学のみならず日本国の税収にとっ

ても望ましいといえます。従いまして、源泉税引き後のロイヤリティー受領とならないように各国との租税

条約等も日本の知財戦略策定の視野の中に入れておくべきものと考えます。 

 

知的財産推進計画策定に関わる知的財産戦略推進事務局の方々の益々のご活躍を期待しております。 

 

以上 

 

別紙：英国知財専門雑誌 IAM November/December 2015 P55-62（写し）【添付省略】 

 

No. 法人・団体名 

13 日本弁護士連合会 

意見 

本年１月４日付けで知的財産戦略本部によりなされた「『知的財産推進計画２０１６』の策定

に向けた意見募集」に関し，当連合会は，従前の公表意見等に基づき，「知的財産推進計画２０

１５」の「第１部 第２．知財紛争処理システムの活性化」に関連する事項に焦点を絞って，以

下のとおり意見を述べる。 

 

意見の趣旨 

 特許権者側による訴え提起前を含む証拠収集手段を改善・強化する方策を，被疑侵害者の営業

秘密の保護の要請との両立を図りつつ，かつ濫用防止の方策と併せて，引き続き具体的に検討す

べきである。 

 

意見の理由 

１ 特許権侵害訴訟の特殊性 

特許権侵害訴訟4は，一般の民事訴訟に比して以下のような特殊性を有する。 

① 侵害証拠の入手の困難性 

特許権の侵害においては，製法特許等の侵害行為が侵害者の工場内で行われ外部に表れ

にくい場合等，証拠が侵害者側に偏っており5，特許権者が侵害の証拠を入手しにくい場合

が一般の民事訴訟に比べて多いといえる。 

このような，特許権侵害訴訟の特殊性に鑑みて，特許法は，民事訴訟法の特則として，

具体的態様の明示義務（特許法１０４条の２），文書提出命令（１０５条），インカメラ

                                                  
4 本意見書では，特許侵害を中心に取り上げるが，実用新案権，意匠権侵害訴訟，プログラム著作物等にかかる著作権侵害訴訟，

さらには不正競争防止法上の営業秘密不正取得等訴訟についてもおおむね当てはまる。 
5 その他市場での入手困難なものとして，非常に高価な機械装置や限られた事業者間のみで取引される製品等があげられる。ま

た，コンピュータソフトウェアも侵害者が保有するソースコードを入手できないと解析が困難であるといわれている。 
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審理における書面の開示（１０５条３項），秘密保持命令（１０５条の４）等の規定を設

けた6。しかし，実際の運用においては，全ての手続が意図したとおりに十分機能している

とは言い難い状況にある。また，これらは全て訴え提起後の証拠収集等に関する手続であ

る。 

そして，特許権者は自己の権利が侵害されているのではないか，という疑いを抱きなが

らも，具体的な証拠を入手することができないため，訴訟提起にまで至らず，いわゆる泣

き寝入りとなる場合も多い。 

また，諸外国との比較においても，ディスカバリー制度を有する米国，ＥＵエンフォー

スメント指令に基づくそれぞれの証拠収集制度を有するドイツ，イギリス，フランスに比

べて，我が国は証拠収集手続が弱く，フェアーでないとの批判もある。 

我が国の特許権・実用新案権・意匠権侵害訴訟の第一審の件数は，知的財産高等裁判所

が発足した２００５年に２３７件であったのに対し，２０１２年は１８７件で，増加して

いない7。これに比べ，米国の特許権・実用新案権・意匠権侵害訴訟の第一審の件数は２０

０５年に２，７２０件であったが，２０１２年は５，１８９件8となり，中国のそれは２０

０５年に２，９４７件であったが，２０１２年は９，６８０件となった9。また，ドイツで

は２０１１年に１，２５０件の特許権侵害訴訟が提訴されたと報告されている10。 

もとより，知財紛争の処理方法として，特に我が国においては，訴え提起に至らない当

事者間の任意交渉による解決等も多数存すると思われるため，一概に知財訴訟の件数のみ

をもって知財紛争処理が活性化していないとは断定できないし，知財訴訟の件数が増加し

ていない理由も証拠収集が困難であるからだけではないと思われる。しかし，知的財産権

関係訴訟の紛争処理機能の強化を目指した知財高裁発足時から１０年を経た現在まで特

許権侵害訴訟の件数が増加せず，かつ，米国，中国，ドイツに比べて我が国における特許

権侵害訴訟の件数が著しく少ないのは，証拠収集の困難性にも一因があると推測される。

したがって，現時点においては，グローバルな観点からも，訴え提起前のものを含め証

拠収集制度について制度的な改善を検討する必要があると考える11 12。 

② 営業秘密の保護の必要性 

他方，被疑侵害者の事業所・工場内には被疑侵害者の営業秘密が多数存在している可能

性がある。 

この場合，証拠収集という名のもとに，営業秘密が第三者に開示される結果となること

は避けなければならない。当事者が相手方の事業所・工場に立ち入ると，そこにある機器

を見るだけで営業秘密がわかってしまう場合もあるといわれており，この点は慎重に対処

する必要がある。特に，我が国に事業所・工場を保有する被疑侵害者が当該不利益を受け

るおそれがある一方，外国に事業所・工場を保有する被疑侵害者は当該不利益を受けるお

それがない，という不均衡が生じ，結果として，我が国の事業者の競争力に悪影響を与え

かねないことにも注意が必要である。 

 

２ 証拠収集手続の改善方法 

(1) 現行の証拠収集手続について 

① 提訴予告通知及び提訴前の照会，証拠収集処分制度 

平成１５年の民事訴訟法改正により，訴え提起前の証拠収集手続として，提訴予告通知

に伴い，提訴前の照会，証拠収集処分制度が導入された（民事訴訟法１３２条の２以下）。

                                                  
6 実用新案法，意匠法，著作権法，不正競争防止法にも特許法に倣った規定が置かれている。 
7 この傾向は現在も続いていると考えられる。 
8 米国で特許権等の訴訟件数が増加したのは，自ら特許製品を製造しないいわゆるパテントトロールも一因であり，２０１２年

には訴訟件数の６１％がパテントトロールであったという報告もある（特許庁「特許行政年次報告書 2013 年版」２９４頁）。 
9 平成 25 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する

調査研究報告書」（一般財団法人知的財産研究所，平成２６年２月）４７頁 
10 Thomas Kühnen/Rolf Classen, Die Durchsetzung von Patenten in der EU – Standortbestimmung vor Einführung des 

europäischen Patentgerichts, GRUR 592 (2013). 
11 知的財産訴訟における証拠収集手続の機能強化については，２００２年（平成１４年）の知的財産戦略大綱に基づき２００３

年（平成１５年）にも検討されたが，結局，継続して議論するとされた。 
12 民事訴訟全般における証拠・情報収集手段の拡充について，当連合会は２０１２年２月１６日付け「文書提出命令及び当事者

照会制度の改正に関する民事訴訟法改正要綱試案」を公表している。同要綱試案においては，狭い意味での証拠のみならず，争

点整理のために必要な情報の収集手段の拡充も求めており，その趣旨は本意見書でも同様である。 
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この制度については，制裁を伴う強制力を有するものではないため，実効性が担保されて

おらず，結局，あまり使われていない。 

② 証拠保全 

民事訴訟法２３４条の証拠保全手続は，本来の証拠調べの時期まで待っていたのでは証

拠調べが不能または困難となるおそれがある場合に，あらかじめ証拠調べをして，その結

果を保全しておくために行われる訴訟手続である。証拠保全手続自体は，訴え提起前でも

後でも可能であるが，特許権侵害訴訟等知財訴訟においては，同制度を利用して訴え提起

前の証拠保全を行い，実質上，証拠開示を求めることも可能である。 

しかしながら，証拠保全は，被疑侵害者に拒絶されると事実上実施できない，あるいは

得られる証拠が限定されることがある。 

(2) 新しい証拠収集制度の導入の検討について  

以上のとおり，提訴予告通知に伴う提訴前の照会，証拠収集処分制度，及び証拠保全につ

いては，知財訴訟ないしその準備段階において，必ずしも実効的に利用されているとはいえ

ないという問題がある。 

よって，これらを改善するため，提訴予告通知及び提訴前の照会等，及び証拠保全の制度

を改正し，制裁を伴う強制力を付加する，という方向性も考えられるが，単純に，現在の提

訴前の照会制度や証拠保全制度に強制力を付与すると，被疑侵害者の手元にある営業秘密が

保護されない可能性がある13。 

そこで，証拠収集手続と営業秘密の保護のバランスを取るためには，証拠収集時に権利者

側がストレートに被疑侵害者側の営業秘密に接することができないような制度設計を行う

とともに，証拠収集手続の濫用の防止を検討することが必要である。 

権利者側がストレートに営業秘密に接することができないようにするためには，権利者へ

の開示を認めず，社外の訴訟代理人だけに開示する制度14 ，あるいはドイツ型査察制度のよ

うに，裁判所が選任した中立的な第三者が査察を行い，侵害の心証を得た場合に限って権利

者（場合によっては社外の訴訟代理人だけ）に開示するような制度を我が国の実情に合うよ

うに検討すること等も考えられる15。また，証拠収集手続の濫用を防止する制度としては，

仮処分のように，証拠収集手続時に担保を立てさせる制度も一つの方策であると思われる。

                                 以上

 

No. 法人・団体名 

14 キヤノン株式会社 

意見 

（１）はじめに 

本来の特許制度の目的は、多大な研究開発投資と時間を費やして産み出したイノベーションを伴う技術

（発明）を特許権として保護し、産業の発展を振興することにある。従って、そのようなイノベーションを

伴う技術（発明）の無断使用に対しては、特許権の権利行使は差止請求権も含め権利者が強い権利行使がで

きるようにしなければならないことは言を俟たない。しかしながら、一方では、ネットワークの高速化、そ

れに伴う機器間通信の必要性により、ICT 関連技術は社会インフラを形成するに至り、これら特定の分野に

関しては、特許１件当たりに費やす研究開発投資は低下し、１つの製品に対して使用される特許数が飛躍的

に増加した。 

このように本来の特許制度の目的と現実のビジネス環境の間に、一部不整合が生じていると言うことがで

きる。このことをまず理解しなければならない。 

 

（２）総論 

飛躍的に増大した特許数に鑑みれば、ICT 関連技術を利用する産業界では、コストがかさみリスクや予見

性のない他国の訴訟ではなく交渉により特許の活用を図るのが自然である。一方、訴訟の統計的な側面のみ

に着目し、現状や課題をそれに依拠した推論をベースに、現実とは乖離した意見が散見される。推進計画は、

実際に産業界の最新の権利活用の実体を、より緻密に確認して定めるべきであるし、産業界もできる限りの

                                                  
13 また，これらは元々民事訴訟法の制度であるため，特許権侵害訴訟の特殊性はあるものの，特許権侵害訴訟のみに強制力を付

与する改正が現実的かという点も問題になろう。 
14 米国 outside counsel only 制度。 
15 なお，米国のディスカバリー制度の導入は被疑侵害者の負担が大きく反対論が強いため，現時点で我が国の特許制度に導入す

ることは現実的ではないと思われる。 
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正しい情報を開示するべきである。 

一方では、交渉そのものは訴訟等の事例に依拠してなされるため、その観点では訴訟による紛争処理のあ

りかたは重要である。つまり、過去の訴訟結果に鑑みて権利活用を論じるのではなく、我が国の産業の発展

を考慮し、最新の権利活用の実態に鑑みて訴訟制度のあるべき方向性を論じるべきである。 

 

（３）「権利の安定性」について 

我が国の高い技術や高い進歩性を有する特許権を守るために、特許権の侵害に対しては差止請求権も含め

権利者が強い権利行使ができるようにすべきであるが、一方では、新興国の大量出願、PAE や半 PAE 化した

企業の権利活用等の背景や、多国籍化した無数の文献を特許庁で調査することの限界に鑑みれば、特許法１

０４条の３に規定される無効抗弁は必要であり、我が国の産業を上述した他国からの攻撃から守るためには

必要である。「明らか」要件の変更についても、司法実務に影響が出ないとも考えられ、また、影響が出る

とすれば無用な議論や予見性の低下を招くため、我が国の産業を濫用的な攻撃にさらすことになるため、賛

成できない。 

一方では、悪意の使用者による権利の不正利用、際限のない「無効抗弁」による侵害行為の意図的な継続

への対応を図るため、このような行為を許さないための法改正、例えば、１０４条の３の第二項を執行しや

すいようにするため議論には賛成できる。 

 

（４）「損害賠償額」について 

イノベーションを伴う技術（発明）を保護し、我が国産業を守るための正しい権利活用の強化を図るため

に、「損害賠償額」を増額する方向で検討することは賛成である。例えば、１０２条１項でいう逸失利益は

実施能力に依拠するが、交渉下においてはビジネスが当初から成功して利益をあげていれば生産能力は高く

なっていたという主張は合理的である。また、自社の生産能力を越えてビジネスを行っていた場合にも、特

許を侵害してビジネスを行っている以上自社の能力を超えた分の実施料を求めるのも交渉上は当然である

と言える。従って、実施能力による制限については見直しを検討すべきである。 

しかしながら、懲罰的賠償等の原告訴訟のインセンティブを高めるための法改正は、産業界が行う権利活

用の実態とはかけ離れており、むしろ、PAE や半 PAE 化した企業の権利活用の際の脅迫材料に用いられる虞

が高いため、賛成できない。 

 

（５）「証拠収集手続」について 

日本の産業界は、営業秘密をブラックスボックスとして秘匿し、秘匿することができない技術を特許とし

て権利化する、所謂オープン／クローズ戦略をとることによって、新興国等の技術へのただ乗りからビジネ

スを守らなければならない。従って、その戦略を壊すような発明に直接関係しない営業秘密であっても開示

しなければならないディスカバリ制度のような制度は、日本企業にとっては営業秘密を取得する目的で原告

訴訟を起こすことはないためインセンティブになりにくく、日本企業を被告とする技術盗用目的の訴訟を誘

発する訴訟開始前の証拠収集を強化することは、日本産業の知財戦略を壊すことになり賛成できない。 

一方では、特許法１０５条１項に基づく証拠開示に関しては、当事者の申し立てによる証拠開示の拒否等の

基準等を見直し、証拠収集手続きの強化を検討することには賛成できる。 

 

（６）「差止請求権の制限」について 

機器間通信の必要性により、ICT 関連技術に係る標準必須特許（SEP）は現在では社会インフラの一部と

して機能しており、このインフラが停止することがあると公共の利益を損ねる状況になっていると言える。

また、社会インフラを支配する標準必須特許は数万件にも達し、それらは PAE や半 PAE 化した企業にも数多

く所有されており、特許ライセンス収入はそのような企業のビジネスの大きな部分を占めるに至っている。

SEP による差止請求の制限は、個別の事情によるため司法判断に任せるという議論もあるが、現在では予見

性がまだ低く、差止請求権が原則認められることが、PAE や半 PAE 化した企業がパテントプールや他国の判

例等で提示されている損害賠償額よりはるかに高額のライセンス料を要求するための脅迫材料になってい

る。 

従って、SEP の権利活用に関しては差止請求権が原則は制限される、もしくは、制限されることがあるこ

とを明確にする等、引続き予見性を高めるための検討をするべきである。公正取引委員会のガイドライン関

しても、その方向性については上記観点から歓迎できるものである。但し、諸事情から察してライセンスを

受ける意思がない使用者には上述の差止請求権の制限は解除するべきであり、同様に、SEP の権利者に対し

てSEPもしくはそのSEPに係る標準技術を利用することが前提でなされた発明に係る特許を用いて差止請求

を求める特許侵害訴訟を提起していた場合等についても上述の差止請求の制限を解除するべきであると考

える。 
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尚、上述のような産業の発展に逆行する動きをする半 PAE 化した企業は、故意に FRAND 宣言をしないこと

も多く、真摯に FRAND 宣言をした企業が故意に FRAND 宣言をしない企業に対して不利になることは合理的で

はなく、また、SEP の在り方そのものに鑑みても差止請求制限の対象は FRAND 宣言をした必須特許だけに限

定すべきではなく、SEP を用いていれば侵害していると主張する特許権全てに適用されるべきであろう。ま

た、ここでいう SEP は Dejure の標準なのか De-fact の標準に係る特許なのかどうかに係らず、権利濫用の

招くよう支配性を伴っているかどうか、もしくは、当該技術が公共の益に係るものかどうか等の実体に合わ

せて考えられるべきである。 

また、研究開発投資により自らの事業活動としてビジネスを創出し産業の振興を図る企業ではなく、専ら

流通特許等を用いた権利行使によりライセンス料収入を得ている企業による差止請求権の行使は産業の発

展を妨げるため、外国の判例に鑑みても、我が国においてもそのような企業の差止請求制限について、検討

すべきであると考える。 

以上

 

No. 法人・団体名 

15 日本弁理士会 

意見（要旨） 

１．知的財産の創造について 

知的財産推進計画の策定にあたっては、知を創出する他の政策との連携強化が求められる。さらに、各教

育段階における知財教育の充実を図るとともに、知的財産制度の一翼を担う、知的財産に関する専門家であ

る弁理士の育成を図るべきである。 

 

 

２．知的財産の保護について 

特許制度等、国内の産業財産権制度の更なる充実を図るとともに、グローバル化を意識した、新たな知的

財産の保護の在り方を模索すべきである。特に、著作権制度に関しては、文化の発展に寄与することを念頭

に、制度構築を進めるべきである。 

 

 

３．知的財産の活用について 

弁理士知財キャラバンと各支援機関のネットワーク強化等、中小企業支援に資する制度構築を進めるべき

である。また、模倣品対策の強化・拡充をはじめとし、国際的により権利を活用しやすい仕組み作りを進め

るべきである。 

 

 

４．知財紛争処理について 

差止請求については、一律に制限すべきではない。権利の安定性については、無効の抗弁を制限すべきで

はない。また、権利の安定性を高めるために、補正・訂正の要件緩和等いくつかの方策を検討すべきである。

証拠収集手続については、当事者の負担を考慮しつつ、他国制度を調査し検討を重ねる必要がある。損害賠

償については、日本経済全体における健全なイノベーションの促進という観点から十分な水準に設定すべ

く、検討を行う必要がある。また、中小企業が権利行使を十分に図れるようにすべく、環境を整えるべきで

ある。 

意見（全文） 

１．知的財産の創造について 

 

平成２７年６月１９日の知的財産戦略本部会合において、安倍総理大臣は「高度な技術、豊かな文化コン

テンツなど、我が国の知的財産を活用し、国際競争力を高め、成長を確かなものとするよう、政府一丸とな

って知財戦略を進めていく」とのご発言をされており、知的財産戦略においては、府省の垣根を超え、様々

な政策を連携することが求められている。 

また、知的財産推進計画２０１５においても述べられているとおり、知的財産制度を支えるのは人財であ

る。知的財産の創造を活性化するにあたり、知財人財の戦略的な育成については論を待たない。知的財産戦

略本部においても、知財教育に関する検討体が設置されることとなり、益々教育段階における知財教育の重

要性が高まっている。他方、知的財産の創造を底支えすべく、知的財産に関する専門家である弁理士の育成

も求められるところである。 
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ついては、知的財産の創造に関し、主として人財育成の観点から意見を述べる。 

 

（１）総論 

 

（意見１） 

科学技術イノベーション総合戦略などの知を創出する政策との連携を強くすべきである。 

 

（理 由） 

平成２７年６月１９日に閣議決定された科学技術イノベーション総合戦略２０１５では、第２部 科学技

術イノベーションの創出に向けた２つの政策分野、第１章 イノベーションの連鎖を生み出す環境の整備、

２．重点的に取り組むべき課題の中で、『産業競争力の源泉として知的財産戦略の重要性はより一層高まっ

ていることを踏まえ、知的財産を活用した事業化促進のため、「知的財産推進計画２０１５」（知的財産戦略

本部）に基づく取組と連動しつつ、研究開発に着手する当初から、将来的な知的財産の権利化・標準化・秘

匿化といった取扱いを見据えて戦略的に取り組むことが重要である。』と示されている。 

「研究開発に着手する当初から、将来的な知的財産の権利化・標準化・秘匿化といった取扱いを見据えて

戦略的に取り組むこと」は、知的財産戦略にも重要なことである。また、知が創出されなければ知的財産戦

略も意味をなさない。そこで、知が創出された後の戦略だけでなく、知が創出される前からの戦略（人材の

育成、支援体制など）との連携に一層力を入れるべきと考える。 

 

 

（意見２） 

知的財産推進計画２０１５の重要８施策、「８．知財人財の戦略的な育成・活用」に記載された「人財の

効果的な育成には、人財全体の裾野拡大が重要（Ｐ５７）」であることをより明確にすべきと考える。 

 

（理 由） 

まずは、各分野で必要とされる人財がどのようなものであるかを特定し、その上で、人選基準、育成方針、

人財を活かせる仕組みや環境構築が必要と考える。 

 

（２）学校教育 

 

（意見３） 

小中高の児童・学生に対する知財教育をさらに充実すべきである。 

 

（理 由） 

知的財産に対する理解と興味を、初等・中等教育において、涵養することは、将来に亘って日本の知財力

を高めるために、極めて有益であることは、たびたび知的財産推進計画に盛り込まれている。 

これに呼応して、日本弁理士会では、会員を各学校に派遣し、知財教育を実践している。また、全ての児

童・学生が知財教育を受け得るようにと、教員向け知財教育コンテンツを作成し、教員に開放している。 

今後とも、文科省、特許庁、日本弁理士会等の関連組織が、互いに連携し、有効な知財教育を充実させ、

推進していくべきものと考える。 

 

 

（意見４） 

特に理系大学生（および理系高校生）に対する知財教育のカリキュラム強化を望む。強化をお願いしたい

のは、事業現場での具体的な知財活用や知財戦略など、知財の事業貢献に関する項目である。 

 

（理 由） 

日本市場におけるアジア企業の急速な台頭等の中、日本の産業界を発展させるためには、事業現場での知

財に対する意識を向上させ発明の質の底上げを図ることが必要不可欠である。すでに、大学では知財基礎（例

えば、産業財産権法の基礎）のプログラムは多くあるが、これだけでは、事業における知財の位置付けを体

系的に理解することが難しく、依然として事業現場や開発現場では知財意識が低いところが少なくない。 

既存の知財基礎のプログラムを事業に結びつけるために、事業や開発と連携した現場での具体的な知財活

動を彼らに予め知ってもらい、将来、彼らが企業の事業現場や開発現場に身を置いたときに知財戦略を意識

した開発、発明、権利取得をすることで、発明の質が向上し、結果として日本の産業界全体の発展に寄与す
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ると考える。 

 

 

（３）弁理士の育成 

 

（意見５） 

「知的財産推進計画２０１５」の重点３本柱「１．地方における知財活用の推進」及び「８．知財人財の

戦略的な育成・活用」の両項目で（２）今後取り組むべき施策として明記された「（戦略的な知財活用を支

援できる弁理士の育成）（Ｐ１０及びＰ５７）」について、は「弁理士向けの研修の一層の充実を促す」との

記述が工程表の項目番号１７に明記されている。これを受け、２０１５年度施策によって育成された弁理士

が、２０１６年度の知的財産推進計画において積極的に関与する（関与できる）ことを明示すべきと考える。

 

（理 由） 

「戦略的な知財活用を支援できる弁理士の育成」が掲げられたが、このように育成された弁理士を、例え

ば工程表の項目番号１５における中小・ベンチャー企業への支援や、項目番号２０の中小企業支援関係者と

して関与させることを明記あるいは例示することで、研修受講の意義が高まるとともに、各項目の連関が強

化され、効果的な計画の推進に役立つものと考えるので。 

また、「知的財産推進計画２０１５」の成果を示すことにもなる。 

 

 

（意見６） 

秘匿による知的財産の保護のために必要となる具体的な施策立案を支援できる専門家（弁理士）を育成す

ることが必要である。 

 

（理 由） 

知財マッチングは、メリットもあるが、特許権などで保護されていない知的財産の流出の危険性もあり、

知的財産の管理の徹底が必要である。しかし、技術情報（営業秘密）の管理に関する知識が不十分なことが

多い中小企業は、マッチングにより差別化のための独自技術ノウハウなどを流出させてしまうリスクも高

い。そこで、知財マッチングにあたって、各中小企業の状況に合わせて、秘匿による知的財産の保護のため

に必要となる具体的な施策立案を支援できる専門家の育成が必要であると考える。 

 

 

 

 

２．知的財産の保護について 

 

知的財産推進計画２０１５においても述べられているとおり、世界最速・最高品質の審査体制の実現には、

不断の審査品質の向上を目指すべく、引き続き特許審査体制の整備・強化を行う必要がある。 

意匠制度については、昨今の出願数の推移を鑑みれば、制度の更なる活性化が求められることは明らかで

あり、具体的な方策を打ち出していくべきである。 

また、商標制度についても同様に、整備・強化により我が国ユーザによる更なる利用促進が求められると

ころである。 

他方、ＴＰＰ協定の大筋合意により、知的財産の分野においても、今後より一層のグローバル化が進展す

るものと考えられる。特に、知的財産戦略本部の「次世代知財システム検討委員会」でも活発な議論がなさ

れているとおり、著作権制度は大きな変革期を迎えていると考えられる。 

ついては、知的財産の保護に関し、充実と変革の観点から意見を述べる。 

 

（１）国内制度の充実 

 

（意見７） 

創出され、権利化を目指すとして出願された発明等に対し、納得性の高い審査を行い、創出された発明を

適切に権利化させるべく、審査制度を不断に見直すべきである。 

 

（理 由） 
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特許庁による審査期間の大幅な改善がされたことにより、創出された発明の早期権利化が達成されてい

る。 

その一方で、当該発明に拒絶理由が存在する場合、原則１回の拒絶理由通知（最後の拒絶理由通知がなさ

れた場合には２回）で、査定（特許査定、拒絶査定）がなされる。 

拒絶査定となっても、さらに権利化を目指す場合には、制限された補正範囲内での審判請求を行う必要が

あり、権利化を断念する場合も多く、発明創出側（出願人側）の納得性が高いとは言えない場合がある。拒

絶査定後にも分割出願可能であるが、新たな出願という点で敷居が高いためか、利用頻度は高いとは言えず、

出願明細書中には、未だ他に権利化できる発明部分が有っても、権利化を諦めることも多い。 

即ち、折角創出された発明群のうち、最初に権利化を目指した一部の発明群が拒絶されたことにより、潜

在的に残っている発明群まで権利化を断念してしまう場合が少なからず存在する。 

審査コストとの関係を考慮しつつも、発明創出側（出願人側）の納得性向上、権利化可能な発明は権利化

させるという視点から、審査制度の見直しを行うべきである。例えば、米国におけるＲＣＥやＥＰＯにおけ

る auxiliary request のように、審査段階で、多数回のチャレンジ、あるいは多数のクレームセットによる

チャレンジができるような制度の導入について検討すべきである。 

 

 

（意見８） 

弁理士を活用して、最新の日本の特許出願実務情報及び訴訟情報を海外ユーザに浸透させる活動を行い、

海外から日本への特許出願を促進すべきである。 

 

（理 由） 

海外からの特許出願はその国の技術力の発展を刺激するものであり、特許出願の件数はその国における技

術力水準の指標となる。 

また、海外から日本への特許等の出願は、金銭的には輸出に該当、すなわち、特許権を輸出するものであ

り、輸出立国という観点からも海外から日本への特許出願の増加は好ましい。 

しかし、特許行政年次報告書２０１５によれば、海外から国内への特許出願の件数は、過去数年はほぼ横

ばいである。これは、特許出願から特許活用までの日本の最新の実務情報が、海外ユーザに十分に浸透して

いないことが理由の一つとして考えられる。 

したがって、日本の実務情報に詳しい弁理士を活用して、日本の最新の特許出願実務情報を海外ユーザに

浸透させる活動を行うことで海外から日本への特許出願を促進し、日本の技術力を更に活性化させるととも

に、輸出立国を実現すべきである。 

 

 

（意見９） 

デザイン（意匠）の創作を活性化させるべきである。例えば、現行の分割要件の緩和等といった制度につ

いても検討すべきである。 

 

（理 由） 

意匠実務においては、出願段階で全体意匠や部分意匠の取捨選択を行う必要があり、出願後に出願

内容の変更についての自由度が特許に比べて圧倒的に低く、出願時に全体意匠と複数の部分意匠を出

願しなければならず、費用や手間が嵩むというユーザの声も少なくない。 

そこで、意匠法において、出願当初に開示された範囲内において、一出願に複数の創作部分を含

む意匠については、創作部分ごとに分割が認められるような制度を設けることを検討すべきである。

 

 

（意見１０） 
意匠審査基準の改正が行われ、画像意匠の保護拡充が図られているところではあるが、さらなる画像意匠

の保護対象の拡充のため、今後も積極的な議論が進められるべきである。 

 

（理 由） 

現行意匠法および施行が予定されている改正意匠審査基準の枠内では「クラウド等、ネットワークコンピ

ューティングにおいて利用される画像」の保護が困難であることが明確になったものと思われる。しかしな
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がら、昨今の急速に発展且つ高度化する情報ネットワーク社会の下においては、クラウド等を通じて利用さ

れる画像と、パソコンその他の電子機器にソフトウェアがインストールされることによって利用されること

となる画像とを敢えて差別的に取り扱うことについて合理的理由はない。画像に加えて、物品のデザインに

ついての３Ｄデータも今後は情報ネットワークを通じた流通が一層活性化すると見込まれる今日において

は、デザインの開発の現場及び流通の現場においていわば革命が生じているとの認識の下、画像やデータは

容易に国境を超えて世界に拡散することなどの点も踏まえつつ、わが国の重要な知的財産であるこれら新た

なデザインの有り様に対する法的保護の枠組みについて、今後もより積極的に議論を進められることを期待

したい。 

 

 

（意見１１） 

商標制度・運用の見直しの検討をすべきである。 

具体的には、保護対象となる商標とは何かがわかるような定義の規定、不使用商標整理のための取消審判

の利用の促進、普通名称化した商標の整理、利用しやすい異議申立制度を検討すべきである。 

 

（理 由） 

我が国ユーザによる商標制度の一層の利用促進を図り、使いやすく「強く・役に立つ商標権」を付与でき

るような商標制度とするよう検討すべきである。 

① 現行法において商標の定義規定には、海外の多くの国で規定されている「識別力」が規定されていな

い。商標保護の本質である「識別力」を規定することで、どのような商標が保護の対象となるのか条

文から明らかにすることができ、自社ブランドの選定の参考・出願の可否の判断の一助とすることが

できると考える。 

② 現在不使用の登録商標が多く存在している。これを整理して商標の使用を欲する者に商標選択の幅を

広げるため、不使用取消審判の利用を促進するような見直しが望まれる。 

③ 普通名称化した商標が登録商標として存在していることにより、第三者がこれらの名称を使用するこ

とに躊躇せざるを得ない。このような普通名称化した商標の登録を取消す制度をその必要性を含め議

論すべきである。 

④ 現行の異議申立制度は、権利付与後に申し立てることとなっており、例えば、未登録周知商標の存在

を理由に登録された商標に異議を申し立てる場合は、その使用実績を証拠として提出しなければなら

ず、異議が認められない場合は侵害の証拠を権利者に提示してしまう結果を招く。このため異議申立

制度の活用が不十分となるおそれがあり、強く役に立つ権利を付与するためには、権利付与前の異議

申立制度又は情報提供制度の充実を議論すべきである。 

 

 

（意見１２） 

周知著名商品等表示の希釈化に対する保護の強化・推進を図るべきである。 

 

（理 由） 

不正競争防止法第２条第１項第２号の下での周知著名商品等表示の保護は、実務においては、なかなか認

められていないのが現状である。 

周知著名商品等表示の希釈化等により企業が受けている不利益の実態を調査しつつ、周知著名商品等表示

に対するより有効な保護を図る手立てについて検討することが有益と思われる。 

 

 

（意見１３） 

不正なシリアルナンバー及びアクセスキー等の流通を抑止するための法制度の拡充を要望する。 

 

（理 由） 

ソフトウェアの不正コピーや不正利用に関しては、著作権法における「技術的保護手段」及び不正競争防

止法における「技術的制限手段」が定められ、水際取締りの対象ともなっており、これまでに一定の効果を

上げている。 

しかし、多くのソフトウェア開発企業がソフトウェアの不正コピーや不正利用を防ぐための手段として頼

るシリアルナンバー及びアクセスキー等に関しては、現行法制ではこれらの不正な流通を効果的に対処する

ことが難しい。 



「知的財産推進計画 2016」の策定に向けた意見募集 

【法人・団体からの意見】 

32 
 

このような現状に鑑みて、これらの不正な流通を効果的に抑止することが出来る法制度の拡充を要望す

る。 

 

 

（２）国際的な知的財産の保護 

 

（意見１４） 

海外から国境を超えてサービスが提供されるネットワーク発明の保護手段を確保すべきである。 

 

（理 由） 

ネットワーク関連発明において、海外に置かれたサーバによって国内ユーザ向けにサービスが提供され

る場合、そのサービスのシステムについて我が国の特許権を有していたとしても、現行の直接侵害及び間接

侵害の規定では権利行使できない可能性が高い。 

外国における特許権を確保しなければ我が国ユーザへの特許発明の実施を差し止めすらできないという

事態は、我が国の特許権の効力及び地位を低下させるものである。一方で、ネットワークについて先進的で

ある米欧では、侵害と認定される範囲が我が国よりも広い傾向にある。米国では、発明を構成するサーバが

自国外にあったり、発明の全構成要素を実施していなくても、発明の管理や利益享受者が自国内であれば、

一部の実施であっても侵害を認定するといった判決が下されている。また、英独では間接侵害の規定が我が

国より柔軟であり、一部の実施であっても侵害を認めうる。この状況を放置していては、今後予想されるさ

らなるネットワーク技術の進展を鑑みると、我が国で特許権を取得せずに海外での特許権確保のみを優先す

る傾向を促進させてしまうと考えられる。これは我が国の知的財産戦略の根幹を脅かすものである。 

そこで、一部又は全部の発信元が海外にあっても、ネットワークを通じて我が国のユーザを対象とする

サービスの提供に対しては、我が国の特許権が及ぶように、直接侵害又は間接侵害の規定を拡張するなど、

ネットワークを用いて行う事業を適切に保護するための法令の整備について検討すべきと考える。 

 

 

（意見１５） 

国際的な営業秘密保護の推進を図るべきである。 

 

（理 由） 

米国では現在連邦営業秘密保護法の制定が議論されており、また、EU では営業秘密の保護指針の制定に

向けて動いている。 

日本企業の海外での営業秘密保護の推進を図るために、これらの動向を調査研究することは、有益と考え

る。 

 

 

（３）著作権制度 

 

（意見１６） 

環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）の合意を受けて、著作権等の侵害行為に対する刑事罰を非親告罪

とすることが検討されている。この非親告罪化にあたって、次の(ⅰ)～（ⅲ）とすることを提言する。 

（ⅰ）非親告罪化の対象を『商業的規模』の侵害であって、原著作物の市場での収益性に重大な影響がある

場合のみに対象を限定すべきである。 

（ⅱ）第２７条（翻案権等）および第２８条（二次的創作物の利用に関する原著作物者の権利）の侵害につ

いては、非親告罪化すべきではない。 

（ⅲ）著作者人格権および実演家人格権の侵害については、非親告罪化すべきではない。 

 

（理 由） 

（ⅰ）について 

著作権の非親告罪化については、ＴＰＰ交渉開始の当初から各方面において是非・その及ぼす影響が議論

されている。海賊版等の海賊的利用への迅速な対応が可能となる利点は認められるものの、コミックマーケ

ット同人誌（以下「コミケ同人誌」という。）といった二次創作等が処罰対象となり、社会活動の萎縮や国

民生活の混乱を招くという批判的意見も多く存在する。 

わが国においては、コミケ同人誌に代表される二次創作の文化が活発である。コミケ同人誌はその原作品



「知的財産推進計画 2016」の策定に向けた意見募集 

【法人・団体からの意見】 

33 
 

の著作権者から許諾を得ない利用行為であるので、その内容によっては著作権侵害となり得るものが含まれ

るが、一方でコミケ同人誌などの二次創作は、原作品の創作的模倣であると評価できるものもあり、また原

作品自体のさらなる普及に寄与している側面もあるので、ある側面からは、法目的である文化の発展に寄与

しているともいえる。 

また原作品の著作者も、その作品（著作物）のファンサービスの一環、あるいはファン同士の交流の場の

提供などの観点から、消極的あるいは積極的に容認していることも多い。 

このように考えると、非親告罪化にあたっては、その対象を著作物のデッドコピーなど海賊版行為又はこ

れに準ずる利用行為等に限定し、コミケ同人誌等に見られる二次創作は対象から外すべきである。この点は

内閣官房ＴＰＰ政府対策本部の方針や文化庁の審議会からの提言と同旨である。加えて国民に無用な不安を

喚起させないために、両者の線引きをさらに明確にすべきである。 

この点、内閣官房ＴＰＰ政府対策本部が説明する上記（ⅰ）の要件、すなわち非親告罪化の対象を商業的

規模の侵害であって原著作物の市場での収益性に重大な影響がある場合のみに対象を限定する要件は、海賊

版行為は厳しく規制されるが、二次創作はそこまで厳しい取扱いとしないという姿勢を示すのにある程度有

効であろう。 

 

（ⅱ）について 

ただし（ⅰ）の要件では商業的規模とはどの程度か、あるいはどの程度収益性に影響があれば重大といえ

るのかなど不明確な箇所がある。このため取締機関がこの点を恣意的に運用するのではという懸念を生じさ

せかねない。この点を多少なりとも解消するために、海賊版行為と二次創作の法的峻別を、経済的側面から

だけではなく、行為態様からも行うべきである。海賊版行為と二次創作の行為態様の最たる相違は、海賊版

行為はデッドコピー及びこれに類する行為であるのに対し、二次創作は原作の改変行為である点である。い

いかえれば、海賊版行為は著作物と同一性があると認められる範囲での侵害行為であり、（無許諾の）二次

創作は著作物の翻案の範囲での侵害のおそれがある行為である。 

したがって、海賊版行為は厳しく規制されるが、二次創作はそこまで厳しい取扱いとしないという立場か

らは、（ⅰ）の要件に加え、（ⅱ）の要件、すなわち第２７条（翻案権等）および第２８条（二次的創作物の

利用に関する原著作者の権利）の侵害を非親告罪の対象から外すことを提言する。 

なお、非親告罪化するのは、出版権と同様に『原作のまま』複製する行為のみに対象を限定すべきという

意見も存在する。しかし出版権自体、近年のデジタル書籍やインターネット配信の普及に鑑み、その対象を

公衆送信権まで拡張したことからも分かるとおり、原作のまま複製する行為のみに対象を限定すると、例え

ば吹出しの台詞を外国語に翻訳しただけの無許諾漫画、外国語字幕を付加しただけの無許諾映画、インター

ネットを使った違法配信など、一見して海賊版行為に類すると判断できる違法行為に対して、著作権者の親

告を待たずに迅速な取締りを行うことができなくなる。違法状態が長期間存置されるとその被害も甚大にな

るため、明らかに海賊版行為といえる著作権侵害物に対する迅速な取締りの必要性も一定程度考慮されるべ

きである。 

さらに付言すると、知的財産分野におけるＴＰＰへの政策対応について（平成２７年１１月２４日 知的

財産戦略本部決定）によれば、「著作権等侵害罪の一部非親告罪化については、二次創作への委縮効果等を

生じないよう、その対象となる範囲を適切に限定するものとする。」としている。また、上記会合において

は、安倍総理大臣も「著作権に関して二次創作が萎縮しないよう留意します。」とのご発言をされている。

ここでいう二次創作とは無許諾の二次創作を意味していることは明らかである。立憲主義を採る我が国にお

いて個人に対する国家権力の発動は謙抑的であるべきところ、政府が少なくとも容認姿勢にある無許諾の二

次創作（著作権法第２７条および第２８条）に対して刑事罰が科されていること自体に本来的には疑念があ

る。 

 

（ⅲ）について 

ＴＰＰで要求されている非親告罪化すべき著作権とは広義の著作権であるのか狭義の著作権であるのか

不明であるが、特段明確になっていないのであれば、これを狭義の著作権と解して、非親告罪化の対象に著

作者人格権を含めるべきではない。 

著作者人格権は、著作物が著作者個人の思想・感情を創作的に表現したものであることに鑑み、創作され

た作品自体に間接的な人格権を与えたものである。ところで、直接的な人格権の毀損に対する罪である名誉

毀損罪（刑法第２３０条）は親告罪である。直接的な人格権の毀損でさえ親告罪であることを鑑みれば、間

接的な人格権侵害である著作者人格権だけを非親告罪化とするのは、法律全体の均衡に欠けることになる。

実演家人格権も同様である。 
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（意見１７） 

ＴＰＰ合意を受けて著作権の保護期間延長が検討されているところ、法改正時に保護期間が満了している

著作権まで延長の対象とすべきではない。また、合意文書において「著作権が現存する全ての著作物を対象

とする」旨が明確に規定されていなければ、法改正時に著作権保護期間が確定している著作物は、保護期間

延長対象から除外すべきである。 

 

（理 由） 

そもそも著作権法はその法目的が「文化の発展に寄与すること」にあり、その手段として、「文化的所産

の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図っている」のである（著作権法第１条）。 

とすれば、法改正は、時代の変遷等から、従前の規定では文化の発展に十分な寄与ができないから、これ

を是正するために改正を行う、という建前でなければならない。ＴＰＰによる著作権保護期間延長の要請も、

一種の時代の変遷と言えるかもしれない。しかしその具体的な導入にあたっては、やはり著作権法の目的に

沿うものでなくてはならない。 

ここで「文化の発展」には（ⅰ）多様な思想・感情が創作的に表現され、多くの著作物が創作され、（ⅱ）

創作された著作物が適切な方法で流布され、その表現に触れようと希望する利用者のもとに伝達される、と

いう２つの側面を持つ。その結果、著作者の思想や感情に触れた著作物利用者が刺激を受け、独自の著作物

を創作することによって、更なる文化の発展が進むことになる。 

すなわち、文化の発展のために著作権法が行うべきは、（ⅰ）より、著作者に対して創作を促進させるた

めの保護環境づくりと、（ⅱ）創作された著作物が利用者までスムーズに伝達される環境づくりである。 

ここで、創作促進の側面からは、著作権保護は創作促進の一助になりうる。しかし、創作された後のスム

ーズな伝達の側面からは、著作権の存在は益がなく、むしろその障害となるものである。16 

これを著作権保護期間延長の観点から見ると次のようになる。これから創作される未来の著作物に対して

その保護期間が延長されることは、著作者の一層の創作意欲の向上につながり、文化の発展という法目的に

沿うものである。しかしながら著作権存続期間が原則死後５０年であることが了解されているもとで創作さ

れた過去の著作物の保護期間を延長しても、著作者の創作促進にはつながらず、かえってその伝達の障害に

なるので、法目的に反することになる。ましてや、法改正時に保護期間が満了している著作権まで延長の対

象として遡及的に著作権を復活させることは、社会の大きな混乱を招くことは必至である。 

以上より、ＴＰＰによる著作権保護期間延長を導入するとしても、著作権法の法目的を考慮すれば、改正

法施行後に創作される著作物を対象とすれば本来的には必要かつ十分である。改正法施行時において保護期

間が満了している著作物を対象とすることは避けるべきであり、改正法施行時に既に存在している著作物に

まで著作権保護期間延長を適用する必要性もなく、これを対象とすることによりかえって弊害を生じさせる

おそれがある。 

法人著作物の場合は上記で問題はないが、個人著作物の場合、創作の時点で権利保護期間が確定しないと

いう問題がある。すなわち施行日後に創作された著作物だけ死後７０年規定を適用すると、同じ著作者の著

作物で権利存続期間の異なる２種類の著作物が存在することになり、著作物保護期間の確認が複雑化する。

そこで、改正法施行時に死亡している著作者の作品は保護期間を死後５０年とし、存命の著作者の作品は、

改正法前創作された著作物を含めて保護期間を死後７０年とすることで保護期間の確認も容易になる。 

加えて存命の著作者が自己の著作物の保護期間が延長されることを知れば、よりいっそう今後の創作活動

に励むであろうという副次的効果も期待される。（その反対に、改正時点で死亡している著作者には上記の

ような期待をしえない。）さらに著作権の保護期間は法定により周知されているので、保護期間が経過して

著作物が公共の財産になった後の利用者側の準備・期待についても一定の配慮がなされるべきであるが、著

作権保護期間が確定している著作物を保護期間延長の対象から外すことで、かかる利用者側の準備・期待が

保護されることになる。 

 

 

 

（意見１８） 

孤児著作物について、裁定後の利用行為を権利制限規定とすべきであり、少なくとも再裁定を認める要件

                                                  
16 これに対して、その著作物に対して著作権があり、その利益が還元されるからこそ例えば書物やＣＤの販売、映画の興業に

対して広告宣伝ができ、伝達が促進されるという見方もありうる。しかしこの見方は、伝達者の権利が当然に著作権の存在を前

提としているという発想から生じるものである。仮想事例として、伝達者は著作者の了承を得なくても著作物を自由に流通させ

ることができ、かつ最初に流通させた伝達者にだけ排他権たる著作隣接権（伝達に関する権利）が発生するような法体系を想像

すれば、やはり著作権（創作に関する権利）の存在自体は著作物の伝達・流通を阻害していると考えられる。 
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の緩和を検討すべきである。 

 

（理 由） 

ＴＰＰ合意を受けて著作権保護期間延長がなされると、権利の所在が不明な著作物、いわゆる孤児著作物

の増加が懸念される。孤児著作物の増加は、創作活動・社会活動等を阻害して文化の発展等に支障をきたす

ことになりかねず、保護期間延長にあたって、何らかの対策を講じる必要がある。 

孤児著作物を適法に利用する制度として、文化庁長官による裁定がある。裁定を受けるためには、著作権

者を特定するために相応の努力を尽くす必要がある。それでも著作権者等が見つからない場合、さらに補償

金の供託等の手続を経て裁定がなされる。このような労力がかかることから裁定の申請件数は少なくなって

おり、孤児著作物の存在により創作活動や社会活動等が潜在的に制約されていることは十分に考えられる。

保護期間延長により、かかる制約は長期化することになる。 

文化の発展という法目的に鑑みれば、所在不明の権利者を保護するよりも第三者の自由な創作活動を担保

する方が適当な場合もある。相応の努力を尽くしてもなお権利者等を発見することができない著作物につい

ては、第三者の創作活動の阻害要因とならないよう配慮する方が法目的に適うといえる。そのため、文化庁

長官の裁定があったときから所定の期間（例えば、３年ないし５年）が経過した著作物については権利制限

規定の対象とし、著作物を利用できるようにすべきである。これにより裁定制度の利用率を高めることがで

きるし、著作者等には自己の著作物が孤児著作物にならないよう配慮する意識付けを行うことができ、孤児

著作物の減少効果も期待することができる。なお、いったん権利制限規定の対象になったとしても、著作権

者が孤児著作物でないことを立証することで権利制限規定の対象から外れることになる場合も想定される。

その場合には権利制限規定の対象となっていた期間の利用行為については侵害としない（遡及効を及ぼさな

い）ようにすることや特許法等に規定されている中用権（特許法第８０条等）に類した利用権を設定する等

のセーフガードを用意すればよいと考える。 

裁定後の孤児著作物の利用行為を権利制限規定とすることについて、権利者保護の観点から行き過ぎであ

ると評価されたとしても、過去に裁定が認められた著作物に関する再度の裁定については要件緩和が妥当で

ある。過去に裁定が認められた著作物であっても、再度の利用を求める場合は、利用者は改めて裁定を受け

なければならない。一度裁定が認められたということは、相当の努力を払って既に権利者捜索がなされたに

もかかわらず発見されなかったわけであるから、同一著作物に係る再裁定の請求については補償金の供託の

みを条件とする等、裁定の要件を緩和することを検討すべきである。 

 

 

（意見１９） 

著作物の侵害に関する損害賠償については法改正の必要はなく、法定損害賠償・追加的損害賠償は導入す

べきでない。懲罰的効果を求めるのであれば、罰金刑の上限を改正すべきである。 

 

（理 由） 

ＴＰＰ合意を受け、いわゆる法定損害賠償・追加的損害賠償の導入についても検討されているという。わ

が国では、不法行為の被害者は、その損害が補填される限りで侵害者に賠償責任を求めることができ、侵害

者の懲罰については刑事罰が適用されるという法体系になっている。 

合意文書の内容は不明であるが、現行法第１１４条の解釈により法定損害賠償について合意内容を満たす

ことができる余地はあり、性急な法改正の必要はないと考える。追加的損賠賠償についても、悪質な侵害行

為の予防等を目的とした懲罰的効果が必要ということであれば、素直に罰金刑の上限を引き上げればよいと

考える。 

 

 

３．知的財産の活用について 

 

知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会（第１回）における、島尻内閣府特命担当大臣のご発言にも

あるように、知的財産推進計画２０１５は知的財産の活用に焦点があてられている。知的財産推進計画２０

１６においては、この活用に関し、さらなる深掘りが求められるところである。 

特に中小企業支援については、平成２７年１１月２４日の知的財産戦略本部会合において、安倍総理大臣

が「ＴＰＰを活用した新たな市場開拓のため、中小企業の知財戦略の強化やコンテンツの海外展開を支援し

てまいります。」とのご発言をされており、更なる有効な支援が求められているところである。また、模倣

品の取り締まり等のルール統一についても触れられている。ついては、知的財産の活用について、主に中小

企業支援・模倣品対策の観点から意見を述べる。 
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（１）中小企業支援について 

 

（意見２０） 

中小企業の知財活用の促進のために、「日本弁理士会の弁理士知財キャラバンと他の支援機関（知財総合

支援窓口、よろず支援拠点等）とのネットワークの強化」を図り、中小企業の知財活用に対する支援の連携

と総合力を高める取組をより一層推進すべきである。 

 

（理 由） 

知的財産推進計画２０１５において、「地方における知財活用の推進」として重点３本柱の一つとして取

り上げた取組は、中小企業の知財活用の促進を図る上で、極めて意義がある取組である。その中の一つとし

て「戦略的な知財活用を支援できる弁理士の育成」が挙げられている。 

こうした状況を踏まえ、日本弁理士会は平成２７年度に弁理士知財キャラバン事業を立ち上げ、戦略的な

知財活用を支援できる弁理士の育成の強化を図ると共に、知財経営コンサルティングのスキルを持った弁理

士を全国の中小企業に派遣し、中小企業の知財活用の推進に取組んでいる。一方、よろず支援拠点、知財総

合支援窓口等の支援機関も中小企業の知財活用の促進に向け鋭意努力されているところである。 

こうした各支援機関による中小企業の知財活用の支援を、より効果的に推進するためには、「日本弁理士

会の弁理士知財キャラバンと他の支援機関（特許庁・中小企業庁・経済産業局等の関係官庁、よろず支援拠

点、知財総合支援窓口、JETRO、商工会議所等）とのネットワークの強化」を図り、中小企業の知財活用に

対する支援の連携と総合力を高めることが重要である。 

 

 

（意見２１） 

中小企業とその支援関係者に対する知財啓発活動につき、より一層の充実を図り、引き続き実施していく

べきである。 

 

（理 由） 

知的財産推進計画２０１５においては、今後取り組むべき施策として、中小企業とその支援関係者に対す

る知財啓発として、「知的財産に対する意識の薄い中小企業経営者と、それらの中小企業を支援する中小企

業支援関係者に対する知財啓発により知財の裾野を広げるため、中小企業経営者と中小企業支援関係者に対

する知的財産の権利化・標準化・秘匿化を含む戦略に関する研修や説明会等の拡大を図る。（Ｐ１１）」旨が

明記された。 

これを受け、特許庁において全国各地で「知的財産権制度説明会」を実施されているところである。他方、

知的財産に対する意識が薄く、経営ツールとして活用しきれていない中小企業の存在も依然として見過ごせ

ないものがある。そのような中小企業に対し、知的財産に対する意識を喚起し、新たな事業展開への「気付

き」を与えていく知財普及支援の必要性を鑑みれば、知財啓発活動の更なる充実及び継続が求められるとこ

ろである。 

そこで、中小企業や支援関係者となる税理士や中小企業診断士、地方自治体職員等を対象とした、研修や

セミナーのより一層の充実を図るべきであると考える。例えば、制度自体の説明に加え、知財を活用して事

業を発展させあるいは高収益を上げた例や、その逆の例について説明することにより、中小企業等に一層興

味を持ってもらいやすくなるのではないか。 

また、既に成果を残している、知財総合支援窓口の更なる機能強化を図り、より成功事例を生み出しやす

く、知的財産に対する意識が薄い中小企業者の利用追従を促す仕組み作りも有効であると考える。 

 

 

（２）模倣品対策 

 

（意見２２） 

外国（主に新興国）での模倣品対策のための予算及び人財の育成を強化すべきである。 

 

（理 由） 

外国（主に新興国）で日本製品の模倣品が出回っていることは周知のとおりである。近年では、アセアン、

南アジア、中東、アフリカ、中央アジアにおいても日本製品の模倣品が増加している。 

これらの国で模倣品対策を行うことは費用的にも労力的にも負担が重く、中小企業においては有効な対策
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が取られていない場合がほとんどである。大企業といえども、情報の不足、コスト削減の影響による予算不

足、信頼できる現地代理人の不足、地理的不便等から、対応に苦慮している。 

上記のような権利者の負担、不利益を減少させるためには、国家間の協力もさることながら、弁理士等の

専門家が国内外の模倣品問題について高い知見を有し、税関差止等に関して専門的な立場からアドバイスを

することが不可欠である。また、すでに支給されている政府等の模倣品対策補助費の増加が望まれる。 

 

（意見２３） 

来たるべき東京オリンピックへ向けて、国内の模倣品対策を拡充すべきである。 

 

（理 由） 

オリンピック開催国においては、オリンピックに乗じた商標、著作権の侵害品が出回ることが常である。

日本製品、市場の信用を維持するため、模倣品対策を拡充し、権利者が迅速かつ適切な保護を受けられるよ

うにすべきである。 

 

 

 

 

（３）その他 

 

（意見２４） 

海外地理的表示保護制度を積極的に周知せしめ、海外における地理的表示保護を受けられるように支援す

べきである。併せて海外市場における農林水産分野でのブランド保護のため、海外における商標登録の必要

性を周知せしめるべきである。 

 

（理 由） 

日本の農林水産物は海外においても人気が高いと言われているが、情報不足・資金不足・権利化の遅れな

どの理由により、日本で確立したブランドであっても海外での保護が十分に受けられていないことが多い。

農林水産分野でのブランド化の促進のためには、海外における地理的表示保護制度の活用及び商標登録取得

など、海外市場における知財戦略は不可欠であると考える。 

 

 

（意見２５） 

日本国内の権利者が、権利侵害に係る情報のサーバからの削除や不正アップローダーの情報開示等につい

て、外国当局または外国サーバ運営者に対して簡便に手続を行えるような仕組みを構築するよう各国に働き

かけることを要望する。 

 

（理 由） 

外国におけるインターネットを介した権利侵害情報の不正流通を抑止するためには、日本国内の権利者

は、権利侵害情報のサーバからの削除や不正アップローダーの情報開示等について、外国当局または外国サ

ーバ運営者に対して手続を行う必要がある。 

しかし、現状、この手続の仕組みや利用者から見た利便性、対応の早さ等は国によってばらつきがあり、

国内の権利者は対応に苦慮している状況である。 

このような現状に鑑み、日本国内の権利者が、権利侵害情報のサーバからの削除や不正アップローダーの

情報開示等について、外国当局または外国サーバ運営者に対して簡便に手続を行えるような仕組みを構築す

るよう各国に働きかけることを要望する。 

なお、ここでいう権利侵害情報には、コンテンツ（著作権・海賊版）のみならず、模倣品（産業財産権、

特に商標権・意匠権）に係る侵害情報（宣伝広告・販売の申出）も含めることが望ましい。 

 

 

（意見２６） 

 不良債権回収のための担保知財買取管理会社や、金融機関にて担保対象となっているすべての特許権を原

則無条件に一定額にて買取りするファンドなどの設立を検討すべきである。 

 

（理 由） 
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金融機関における事業性評価の一環として、知的財産を適正に評価することも重視されつつある。「知財

ビジネス評価書」事業は、このような「知財金融」を後押しする施策として、重要な意義がある。 

しかしながら、知的財産を適正に評価をする仕組みを整えたとしても、一方では、担保にとった知的財産

についての流動性が低いままであるため、知的財産の担保融資が促進される可能性は依然低いままであると

思われる。また、このような状況は、各金融機関からの意見を参考にすると、今後数年のうちに大きく改善

される見込みは薄い。 

そこで、知的財産の流動化を促進するために、金融機関が抵当権の行使により取得した特許権を買い取り

これを活用して収益化を行う担保知財買取会社や、金融機関にて担保対象となっている特許権を原則無条件

に一定額にて買取りするファンドの設立等を早期に行うべきである。 

このような仕組みを作り、金融機関に対し、抵当権の行使により得る特許権を換金する道を開くことによ

り、現在に比べ、特許権を担保とする融資の与信を大きくできると考えられ、特許権者による資金調達の一

助となると考えられる。 

なお、①買取り要求ができるのは原則として特許権を担保として融資を実行した金融機関のみとすること

により、買い取りの対象となるのは、基本的に、融資の担保となり得るような、将来一定程度のキャッシュ

フローを生むと期待できる権利に限ること、また、②買い取りを行うのは実際に債務が返済不能となった場

合に限ること、とすることにより、さほど大きな資金を用意しなくても、上記の仕組みを実現可能と考えら

れる。 

特に、担保知財買取会社については、隣国の韓国では同様の仕組みが国の施策として既に作られ実績があ

ることにも留意されたい。 

また、ここでは特許権について述べたが、実用新案権、意匠権、商標権など、他の知的財産権についても

同様な取り扱いが有効であると考えられる。 

 

 

４．知財紛争処理について 

 

知財紛争処理システムの活性化については、知的財産推進計画２０１５の重点３本柱の１つにも挙げられ

「国内外のユーザから選択される実効性の高い知財紛争処理システムの実現とその利用が国内外のビジネ

ス・スタンダードとなること」と目指すべき方向性が示された。さらに平成２７年１０月には「知財紛争処

理システム検討委員会」が設置され、議論の深掘りが行われている。 

ついては、知財紛争処理につき、上記委員会でもテーマとして取り上げている、（１）差止請求、（２）権

利の安定性、（３）証拠収集手続、（４）損害賠償、（５）中小企業支援の５つの点について意見を述べる。

 

 

（１）差止請求 

差止請求権は、侵害訴訟におけるもっとも基本的且つ重要な権利であり、かかる権利を一律に制限すべき

ではない。 

標準必須特許及び PAE については、個々の事案の概要に鑑みて、権利濫用の法理等も踏まえて、健全なイ

ノベーションの発展に与える影響、国際的な動向及び権利者と利用者のバランス等を考量して対応すること

が求められ、今後も、これらの状況について注視をしていく必要がある。 

 

（２）権利の安定性 

（ア）日本経済全体における健全なイノベーションの促進という観点からは、特許に値しない特許権の行使

は阻止されるべきであり、権利者だけでなく、権利者以外の立場も踏まえた知財紛争処理システムの構築が

なされるべきである。 

また、世界的な流れとして、侵害訴訟における無効の抗弁を制限することは、世界の知財紛争処理システ

ム構築の流れに逆行することとなり、日本が知的財産のハブとなることの妨げとなる恐れもある。 

また、無効審判と第１０４条の３の無効の抗弁とは、そもそも性質が異なり、無効審判においては職権探

知主義が図られその結果には対世的効力があり、一方、無効の抗弁においては弁論主義の下その結果は当事

者間のみに有効なものであることから、特許権を対世的に無効とするのではなく、当事者相互間の紛争解決

のみを望む企業も多く、企業戦略に基づく企業の選択の自由度を狭めることは経済の自由度を狭めることに

もつながる。 

 

また、無効の抗弁の理由を制限することとすると、侵害訴訟は必ず控訴し、また無効審判は必ず審決取消

訴訟をしなければ最終的な結論を得ることができなくなり、費用や時間的な面から当事者、特に中小企業に
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とってはその負担が大きくなることが懸念される。また裁判所の一審の結論の重要性が損なわれることも危

惧される。 

 

従って、侵害訴訟における無効の抗弁は、無効審判と同様の理由が維持されるべきである。なお、「明ら

か」要件の導入については、キルビー最高裁判決に基づき、第１０４条の３の導入までの間の「権利濫用の

抗弁」に関する運用についても調査し、キルビー最高裁判決について意識をしながら、今後の方向性につい

ては検討を要すると考える。 

 

（イ）① 一方、特許権成立後に、特許権者が新たな関連文献を見出すこともあり、この場合、成立した特

許権がそのまま有効か否か不明となる場合も多い。この場合特許庁に、現状の特許権がそのまま有効かどう

かを判断してもらいたいという希望もある。現行では、特許権者には、特許権成立後に、権利範囲を狭くす

る訂正審判しか規定されておらず、特許権者側の保護が不十分である。 

特許権者が健全な特許権に基づく正当な権利行使を実現するため、特許権者側が侵害訴訟を提起する前に

権利化後の特許の有効性を確認・再審査請求することができる制度を、補正・訂正の要件緩和拡充とともに

導入されることを検討していく必要がある。 

 

② また、審査請求期間の短縮化や審査着手時期の早期化などにより、実際の事業を開始する時期と特許

化の時期とが異なっているという実態がある。知的財産が事業の支柱の一面を担っていることに鑑みると、

事業化のタイミングに即した特許権の取得を希望する企業は多く、その要望に応えるために、審査請求期間

の長期化又は特定の条件の下で審査請求時期を遅延させるシステムの導入や、審査着手のタイミングを指定

できるシステムの導入を検討すべきである。 

 

③ 事業の実態に合致した権利が取得できるように、最後の拒絶理由等に係る補正の制限や、適正且つ安

定な特許権の実現や特許権による権利行使の活性化の実現のために、無効審判における訂正等の制限（例え

ば訂正要件の緩和）についても検討すべきである。 

更に、分割についても、特許審決後の分割の導入を検討して、知的財産権の有効活用がより図られるよう

に制度構築されるべきである。 

 

（ウ）侵害訴訟における技術的専門性をより高めるため、必要に応じて、調査官・専門委員の体制の拡充等

を高める取り組みを充実させていくことには賛成である。 

一方、裁判所が特許庁と連携強化を図ること、また、当事者間の争いである民事訴訟の一つの侵害訴訟に、

第三者である専門官庁がレビューする機会の導入等の介入制度の構築については、慎重を期すべきである。

現在、知的財産高等裁判所における訴訟中、特許庁長官（特許庁）が被告となっている査定系の審決取消

訴訟事件が多くを占めており、その審理の対象は、特許要件の判断に関するものであるところ、このような

状況下での裁判所と、被告がその長である専門官庁との人事交流には慎重を期すべきである。 

 

むしろ、侵害訴訟においては、民事訴訟の当事者主義に反しない範囲で、裁判所が必要に応じて求めるこ

とができる、日本版アミカスブリーフ制度の検討を重ねていくことが、当事者、当業界において納得感の高

い判断を期待できるものである。 

 

（３）証拠収集手続 

日本の製法特許の権利行使にあたり原告側の立証には未だ困難性がある。侵害訴訟における証拠提出につ

いて、裁判所では強力な訴訟指揮がなされている実態があるが、被告が具体的態様に十分に合致していない

証拠を提出する等、具体的態様を十分に明らかにしないで済んでしまっている場合がある。 

侵害の行為の立証に資する証拠収集をより容易にするための方策としての米国型のディスカバリー制度

について議論がされているが、米国型のディスカバリー制度は広範な文書収集機能を実現するためには有効

である一方、経済的な負担が重く、人的資源も多数導入しなければならないことから、イノベーションの促

進をかえって阻害することも懸念され、米国型のディスカバリー制度の導入については望ましくない。 

 

今後は、欧州型のような専門家たる第三者による査察制度の導入の検討や、他国の証拠収集に関する法律、

運用等を調査し、どのような証拠収集制度の構築がよいか検討を重ねる必要がある。なお、例えば、ドイツ

の査察制度のような制度の導入については当該国において頻繁に活用されているか否かも含めて調査し、日

本版の証拠収集制度を検討・構築すべきである。訴訟前の査察については、営業秘密の観点も考慮し、企業

の経済活動を阻害しないように、慎重を期すべきである。 
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（４）損害賠償 

基本的な考え方として、特許権者が侵害者に対して請求できる損害賠償の額は、日本経済全体における健

全なイノベーションの促進という観点から十分な水準に設定されるべきであると考える。すなわち、損害賠

償額の水準が低すぎることにより実質的に権利侵害のし得となり、発明の創出や権利取得の意欲減退につな

がることは望ましくない。 

具体的な論点として、現行の特許法第１０２条第２項については、特許権者が特許発明を実施している必

要があるか否かが不明であったところ、特許権者が特許発明を実施していなくとも第１０２条第２項の損害

賠償額を請求することができるとの知財高裁大合議判決がなされたことから、第１０２条第３項による請求

に代えて、第１０２条第２項の損害賠償額の請求の活用が活発化することが予想されるところである。 

また、第１０２条第２項の損害賠償額を決定する際に、いわゆる「寄与率」が問題になることが多いが、

「寄与率」について何ら法律上の規定はない。しかも、「寄与率｣が変化するだけで、損害額が大きく変動す

ることとなる。 

しかし、現状、「寄与率」を考慮するにあたり、何が考慮要素となるかについて何ら規定もなくガイドラ

インもない。そこで、今般の特許法第３５条に係る法改正でも検討されているガイドラインのように、寄与

率を考慮する要素を規定する指針を提供し、損害賠償額の算定方法を透明化・統一化することも有効である

と考える。 

また、第１０２条第３項については、実施料相当額の高額化のために「通常の」との文言が法改正により

削除された経緯がある。実施料相当額の算定をより適正化するために、算定に関するデータベースの構築も

有効であると考える。 

そして、これらの取り組みに際しては、日本経済全体における健全なイノベーションの促進という観点を

十分意識すべきである。 

なお、追加賠償制度や懲罰的賠償制度の導入については、民事訴訟全体の問題となるものであり、検討は

慎重に行うべきである。 

 

（５）中小企業支援 

中小企業は、例えば特許のポートフォリオを構築できる程度の権利を複数又は多数有しておらず、この点

においても大企業と比較して、戦略的な権利行使の上では不利な状況にある。一方、日本の産業構造上、企

業形態の中に中小企業が占める割合が多く全国に存在していることから、中小企業が知的財産を活用するこ

とは、地域経済の活性化を図る上で重要なことである。 

 

特に、侵害訴訟においては、中小企業が原告の場合に、侵害訴訟における印紙代、特に損害賠償請求額に

対する印紙代について、印紙代が高額となるのを避けるため、損害額の一部請求しかできない状況がある。

このような状況下では、中小企業が有する権利行使が十分に図られているとは言い難く、何らかの印紙代の

支援システムの構築について検討すべきと考える。 

 

また、昨今の中小企業の海外進出に伴い、模倣品に対する侵害訴訟を中小企業が各国で提起することには

経済的・人的・距離的な面より困難性が伴う。そこで、日本において、全世界的な侵害紛争について解決が

図れるような機関、例えば国際的に認知されるような仲裁機関を検討することも一案である。日本には例え

ば、他国には存在しない、知的財産に特化した仲裁センターがあり、かかる仲裁センターを、国際的な仲裁

センターとしてより発展させて国際的な認知度を高めたり、又は、新たに国際的に認知される仲裁センター

を構築する等、裁判による紛争処理手段と平行して、別の紛争解決の手法として検討してもよいのではない

かと考える。これにより、日本が世界の知財紛争処理システムの中核となっていくことにつながると考える。

 

以上

 

No. 法人・団体名 

16 株式会社日本国際映画著作権協会 
意見（要旨） 

１．グローバルな著作権侵害への対応を強化し、インターネット上のコンテンツ侵害対策と正規配信の普及

を促進することは、わが国が知的財産立国を進める上で大変重要です。本意見書は、このための施策例とし

て、遮断措置の導入を提案するものです。 

２．日本は、米国のフェアユース等の一般的な権利制限規定を採用すべきではありません。フェアユースの
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採用は、不確実性をもたらし、不適切及び不必要です。 

意見（全文） 

私ども株式会社日本国際映画著作権協会（以下「当社」といいます。）は、世界的に著名な映画製作・配

給会社 6社（パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション、ソニー･ピクチャーズ・エンターテインメ

ント・インク、20 世紀フォックス・フィルム・コーポレーション、ユニバーサル・シティ・スタディオズ

LLC、ウォルト・ディズニー・スタディオ・モーション・ピクチャーズ、ワーナー・ブラザース・エンタテ

イメント・インク）を代表する米国の事業者団体モーション・ピクチャー・アソシエーション（以下「MPAA」

といいます。）の日本における子会社でございます。 

この度は「知的財産推進計画 2016」に関して貴重な意見提出の機会を賜り、誠にありがたく存じます。

当社はこの機会に、ユーザーによる著作権侵害サイトへのアクセスを遮断するための措置（以下「遮断措

置」といいます。）の導入について、以下のとおり要望すると共に、我が国における権利制限規定について、

以下のとおり当社の意見を述べさせて頂きます。 

 

１．遮断措置について 

現在、貴庁において次世代知財システム検討委員会を新設し、遮断措置を含む国境を越えるインターネッ

ト上の知的財産権侵害を防止するための詳細に設計された制度について、2016 年 3 月を目途に一定の決定

がされるとのことです。インターネット上での違法なコンテンツの流通が全世界的に問題になる中、貴庁に

おいてこのような前向きな検討が進められているとのこと大変喜ばしく思っております。その上で、当社と

しては、以下に述べるように、映画会社をはじめとする著作権者の権利・利益が十分に保護されるような適

切な法制度が早急に導入されるべきと思料致します。 

 

 ご承知のとおり、近年、ブロードバンド環境の普及により、著作権侵害サイトは、急増しております。こ

れらのサイトは、貴重な創作的コンテンツ（映画、テレビ番組、音楽、ゲーム、ソフトウェア、その他著作

物）を侵害することにより利益を上げ、国内及び海外のクリエイターのための適法な市場を抑圧していると

いえます。近時の調査によると、ユーザーが著作権侵害サイトにアクセスすることにより、意図せぬマルウ

ェアのダウンロード又はリスクの高い広告に晒されるケースが多い事が明らかになっています17。日本だけ

でも、インターネット上での違法な映画ファイルの流通が益々深刻化しており、映画に関する著作権侵害行

為による日本経済への影響は、全体で 564 億円の損失、2600 の雇用機会の喪失が試算されているほか、映

画産業界に限っても年間 235 億円の損失という莫大な金額になっています

（http://www.jimca.co.jp/research_statistics/reports/20111031_ipsos_report.pdf）。かかる甚大な経

済的被害から映画産業全体を保護し、その健全な発展を実現するためには、抜本的な対策が必要不可欠です。

すなわち、我が国では、著作権法に基づき、著作権侵害行為について民事上・刑事上の責任が規定されてい

ますが、インターネットの特性上、①一度違法なファイルがアップロードされるとそれが爆発的に流通して

しまう、②その匿名性から侵害者又は著作権侵害サイトの特定に困難を伴う、③特に海外サーバーを利用し

て侵害行為が行われている場合には、侵害者の特定は極めて困難であり、管轄や執行の観点で実効性がない

といった問題があります。また、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（以下「プロバイダ責任制限法」といいます。）により、インターネットサービスプロバイダ（以

下「ISP」といいます。)は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じたことについて、一定の

場合には発信者に対して損害賠償責任を負わない旨が規定されており、権利者から権利侵害情報の削除の申

出があった場合には個別に削除等の対応を行っていますが、インターネット上では想像を絶するほどの大量

の情報が流通しており、プロバイダ責任制限法に基づく個別の対応には限界があり、現行の法制度では実効

性がありません。そのため、著作権者である映画会社の権利・利益をより実効的に保護するためには、詳細

に設計された遮断措置を導入することが不可欠と言わざるを得ません。 

                                                  
17 近時の調査によると、コンテンツを盗用しているウェブサイトの 3 分の 1は、ユーザーをマルウェアに感染させ、更に、コ

ンテンツを盗用しているサイトにアクセスしたユーザーは、正規サイト又は権利者の許諾を得たウェブサイトにアクセスするユ

ーザーに比べて、ウェブサイトからマルウェアをダウンロードしてしまう危険性が 28 倍にも上ります

（https://media.gractions.com/314A5A5A9ABBBBC5E3BD824CF47C46EF4B9D3A76/0f03d298-aedf-49a5-84dc-9bf6a27d91ff.pdf.）。 
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日本を含め多くの国は、既に、児童ポルノへ等に対処するため一定のウェブサイトへのアクセスを遮断す

ることができる制度が導入済みであるほか、アジア・太平洋地域を含め、世界中の多くの国々では、著作権

侵害サイトへのアクセスを遮断するために特別に設計された法制度が導入されています。また、本日現在、

当社が把握しているだけでも、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ロシアを含む、世界

40 か国において遮断措置が導入済みであり、アジア・太平洋地域に限定しても、韓国、インド、シンガポ

ール、オーストラリア、マレーシア、インドネシアの 6か国が既に遮断措置を導入しています。また、直近

の重要な動きとして、平成 27 年 11 月 26 日、ドイツ最高裁は、著作権者が侵害者に対して直接、侵害行為

の中止を求める合理的努力を行った場合には、ISP は侵害している疑いがあるウェブサイトへのアクセスを

遮断する責任を負うと明確に判示しています。各国の制度設計は多少異なりますが、いずれも、インターネ

ット上で正当なクリエイティブ・ビジネスを行うことを保証し、著作権者の権利侵害の上に成り立つ違法な

ウェブサイトを排除することを終局的な目標としている点で共通します。 

 

これらの諸外国における事例を見ると、遮断措置の実効性・有用性は明らかです。例えば、MPAA が独自

に行った調査によれば、イギリスでは、遮断措置の対象になったウェブサイトの遮断措置後 2ヶ月間の利用

率が、平均して 77％低下しています。また、遮断措置の対象になったウェブサイトの過去 2年間の利用率

がどのように変化したかを、イギリス国内からのアクセスと、イギリス国外からのアクセスに分けて調査し

たところ、イギリス国外からのアクセスに係る利用率は、平均して 33.5％の低下にとどまったのに対して、

遮断措置が適用されるイギリス国内からのアクセスに係る利用率は、平均して 74.8％も低下したことが認

められました。これらの結果は、遮断措置が違法なウェブサイトの利用率の低下に大きく貢献していること

を顕著に示していると言えます。さらに、カーネギーメロン大学が行った調査によれば、イギリスの主要な

違法ウェブサイトのヘビーユーザーの間で、Netflix をはじめとした適法なストリーミングサービスの利用

率が約 23％も増加したとのことであり、遮断措置が適法なコンテンツ産業の健全な育成・発展にも大きく

寄与していることは明らかです。（【URL 掲載省略】）。 

 

他方で、遮断措置は、社会的な影響が大きく、通信の秘密の侵害との関係で課題があるとの指摘が存在し

ます。しかしながら、遮断措置は、インターネット上での権利侵害に対応するための適正な措置であるとと

もに、制度設計次第では、緊急避難の要件を満たすものと思料致します。すなわち、①緊急避難は他人の生

命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるために行うことが認められているところ、著作権を侵

害する違法なコンテンツが誰でも閲覧又はダウンロードが可能な状態でインターネット上に流通していた

場合、著作権という他人の財産権に対する現在の危難が認められることは明らかです。また、②補充性の要

件についても、例えば、問題となるウェブサイトに対して ISP が削除要請を送ったにもかかわらず、当該ウ

ェブサイトがそれに応じないという場合に限り遮断措置を可能にする、管轄や執行の観点で実効性が低い海

外サーバーの場合のみ遮断措置を可能にする、ハイブリッドフィルタリング方式（違法なウェブサイトへの

通信であると疑わしいもののみ HTTP プロキシ経由で、URL 単位でブロッキングを行う方式）等オーバーブ

ロッキングを防ぐ技術的手段を講じるなどの措置を採れば、補充性は充足すると考えます。さらに、③法益

権衡の要件についても、遮断措置により保護されるべき権利は憲法上保証される財産権の一種である著作権

であること、上述のとおり今や、インターネット上の違法な映画ファイルの流通により映画業界が被る損害

は年間 235 億円と莫大な金額に上っていること、違法な映画ファイルのアップロードは海外のサーバー上で

行われることが多く、管轄や執行の関係で、著作権者が損害賠償請求を通じて事後的に損害の補填すること

は現実的には極めて難しいことなどを考慮すれば、法益権衡の要件についても十分に満たすといえます。し

たがって、通信の秘密との関係では、制度設計の工夫を行うことで、遮断措置を適法に行う余地は十分にあ

るものと思料致します。 

なお、遮断措置の制度設計に際しては、その運営主体や具体的運用方法など、ISP と権利者の協力体制の

構築が不可欠かと存じますが、当社は、より適切かつ実効的な体制構築に向け、貴庁及び関連事業者との意

見交換を行う準備があります。著作権侵害サイトの多くは、発覚及び執行を回避するために、海外にサーバ

ーを置く等の方策を採っているため、アジア太平洋地域内の国々では、ISP に対して、海外サイトへのアク

セス遮断を命ずる一方で、当該サイトの著作権侵害については責任を問わないという免責的アプローチを採

用しています。欧州においても、かかる免責的アプローチと同様の制度が採用されており、特に、英国では、

差し止め措置の導入によりインターネット上の権利侵害行為を効果的に減少できている点が参考になりま
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す。 

 

以上により、当社は、映画会社をはじめとする著作権者の権利・利益が十分に保護されるよう、遮断措置

の導入を強く要望致します。 

 

２．日本における権利制限規定について 

映画、音楽、ソフトウェア、ゲーム及びその他の作品の創造及び普及のために設計された確かな著作権制

度は、知識、文化、イノベーション及び経済活動に関わる社会的利益の向上につながることはよく知られて

いますが、世界中において、著作権法は、著作者に独占的な権利を付与することにより、創作行為に対する

インセンティブを与える一方で、著作権者に許諾を得ることなく著作物の使用を認める一定の例外を設ける

など、一定の柔軟性を有しています。 

 

日本において新たな権利制限規定の導入に関し、初期的な議論が行われていますが、日本の現行制度は、

限定的列挙された権利制限を規定する大陸法に由来するものであり、判例法に由来するものではありませ

ん。日本の著作権法が定める制限規定は、判例法の国々において認められた行為と類似する行為を許容する

ものではあるものの、その対象はあくまで限定的に列挙されています。当社は、かかる現行制度が、日本の

クリエイター、ユーザー及びその他利害関係者に対し最も適切であると強く思料致します。 

 

他方で、日本において、解釈が困難で、その対象範囲が不明確な一般的な権利制限規定を導入することは、

日本のクリエイター、ユーザー及びその他利害関係者に対し不利益を及ぼすものと思料致します。特に、か

かる規定の導入に関する議論の一部は、いわゆるフェアユースの考えから派生していますが、フェアユース

は、著作物を利用する場合、事前に著作権者から許諾を得なければいけないとする大原則の例外として、米

国著作権法上認められた特異な制度です。当該例外は、著作権侵害に対する抗弁事由であり、特権

（privilege）として認められたものであり、米国の連邦最高裁判所は、これを「著作権者以外の者が著作

権者の許諾を得ることなく、著作物を正当な方法で使用する特権」と呼んでおります。 

 

フェアユースによる抗弁は、約 200 年前の（裁判官による）判例法理論に遡ります。その後の数千もの米

国裁判所による決定がフェアユースの適用範囲を形成しております。米国の連邦最高裁判所は、当該理論は、

本質的に事例判断であり、その適用は、著作権法及び米国憲法の目的に沿うものでなければならないとしま

した。フェアユースによる抗弁が適用されるか否かの判断において、裁判所は、4つの法定要因を比較検討

し、「複合化的な要因により、他人の利益が著作権者の権利より優先されるべきか判断する」としています。

日本は大陸法を採用する国である以上、日本の法制度は、コモン・ロー上のフェアユースと本質的に不適合

です。 

 

そのため、フェアユース等の特異かつ独特の米国制度の採用は、不確実性をもたらし、不適切かつ不必要

だと思料致します。第一に、対象となる行為が「フェアユース」に該当するか否かの解釈においては、当該

使用が「公正」又は「正しい」かどうかを判断すれば足りるという単純なものではありません。フェアユー

スは、米国の法令及び数千もの判例により裏付けられています。米国の連邦最高裁判所は、フェアユースの

明確な定義付けは不可能であると述べており、米国著作権局は、その複雑さ及び不明確さ故、米国著作権法

第 107 条に基づいて下された判断を分類することが必要としています。第二に、米国判例への信頼は、著作

権法上の健全な原理、すなわち著作権の目的を推進し、著作物の価値を損ねない場合には無許諾の利用を認

めるという原理を一見促進するかのようにみえますが、その適用範囲を制限する米国裁判所に大幅に依存し

ています。 

 

フェアユース等の海外の法律の概念を日本に導入すべきでない理由は、その他にもあります。第一に、フ
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ェアユースが、革新的企業に対して友好的であり、又は革新的企業が、フェアユースが導入されていない国

では設立できず、若しくは目標を達成できなかったという証拠はほとんど存在しません。証拠によると、新

興企業にとっては、ビジネス上のリスクに対する対応及び投資家の文化などその他の要素が、国が採用する

著作権の制限規定よりはるかに重要です（これは、ハーグリーブス・レビューという名の英国政府に対する

質問事項に米国様式のフェアユースが導入されるべきではない理由として最近記載されました。）。第二に、

フェアユースは、新興企業及びユーザーに対して、更なる予測可能性を提供するものではありません。米国

のフェアユース理論は、その予測困難性及び事例ごとに判断が左右するという性格が、大きく批判されてお

り、中には、フェアユースに関する最終的判決が、事後的に、裁判所のみによって判断可能なため、「弁護

士を選任する権利」と称されることすらあります。米国フェアユース理論上では、著作物をデッドコピーす

ることはフェアユースに該当するか、著作物の商業的利用は不正な利用ではないか、未出版の著作物の利用

はフェアユースの認定に大きく影響するか等の一見したところ明らかな論点についても、全て激しく争わ

れ、米国の連邦最高裁判所の判決を必要としました。更に、米国フェアユース理論が、新たな技術の発展に

寄与するかも不明確です。新しい技術を含まない多くの裁判でフェアユースの適用が認められた一方、著作

物を発信するための新しい革新的技術が問題になった裁判では、その適用が認められなかった事例もありま

す。 

 

 

No. 法人・団体名 

17 一般社団法人日本経済団体連合会 産業政策本部 

意見 

 わが国の経済成長を推進する上で、コンテンツやジャパン・ブランドの強化は極めて重要であり、引き続

き知的財産推進計画の柱に掲げることが求められる。具体的には、下記の点について検討を深めるべき。 

 

１．コンテンツの海外展開の強化 

 今年度補正予算において、J-LOP、J-LOP+の後継措置として「地域発コンテンツ海外流通基盤整備事業」

（約 67 億円）が盛り込まれた。コンテンツの海外展開促進はわが国成長戦略の重要な柱の一つであり、今

後も継続的な支援および一層の拡充が求められる。同時に、コンテンツの流通促進に向けた権利処理の円滑

化・迅速化やデータベース化、蓄積されたノウハウ等の共有、リスクマネーの拡充が必要。 

 

２．人材育成の強化 

 新技術の登場やビジネスモデルの変化、グロ－バル化へ対応するためには、人材育成の強化が不可欠。新

技術を活用したコンテンツ制作や知的財産に関する専門人材、および新たなビジネスモデルを創出できる人

材の育成を強化することが重要。 

 

３．コンテンツと関連産業の連携強化 

 昨年 12 月に、官民の連携や事業者のマッチング等を促進する場である「クールジャパン官民連携プラッ

トフォーム」が設立された。同プラットフォーム等を通じ、日本の魅力を伝えるコンテンツの海外発信や、

コンテンツ産業と関連産業の連携が効果的な形で進むよう、取組みを強化すべき。 

 

４．ジャパン・ブランドの強化 

 農産物・食品の輸出拡大や、訪日外国人旅行客の増加等の促進に向け、日本魅力や日本産品・製品の品質

の高さ等について、政府レベルでの情報発信・文化外交を一層強化するともに、官民連携のもとでジャパン・

ブランドを強化することが必要。 

 

以 上

 

No. 法人・団体名 

18 富士通株式会社 

意見（要旨） 

■IoT 時代の著作物利活用の促進 

社会発展のためのイノベーションが進むよう、大量情報を活用したサービスを可能とするための権利制限規

定を拡充頂きたい。 

■リバースエンジニアリングの適法性の明確化 
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サイバーセキュリティ目的で行われる場合についての検討をはじめとする著作権権利制限の議論を推進頂

きたい。 

■TPP 協定への適切な対応 

著作物の保護と利用の適正なバランスのための、権利制限規定の拡充を含む制度導入を検討頂きたい。 

意見（全文） 

■IoT 時代の著作物利活用の促進 

実世界のあらゆるモノがネットワークでつながる IoT（Internet of Things）の進展により、膨大なデジ

タルデータの収集・蓄積が可能となった。また、収集・蓄積されたデータを解析・変形・編集し、その結果

を実世界へフィードバックすることにより、実世界とサイバー空間の相互連関（CPS (Cyber Physical 

System) ）を生じ、そこから生まれる新たな知識が、個人の生活をはじめ、様々な産業に大きな影響を及ぼ

し始めている。 

IoT 時代の新たなビジネスにおいては、様々な種類のデジタルデータが利活用されることが予想されると

ころ、当該デジタルデータには著作物も含まれることは明らかである。このような時代の激しい変化により、

著作権法が従来想定していなかった形態で著作物が利活用される場面が、益々増えると考えられる。しかし、

そうした著作物の利活用について、現行の著作権法上、具体的にどのような行為が侵害行為とされるか、予

見可能性が低いことから、事業者は、責任の負担を過剰におそれるため、新しい技術を用いた新たなサービ

ス提供が困難になり、当該サービスが提供されれば享受できるはずである利用者の利益を害しているという

問題がある。 

 

現在、貴検証・評価・企画委員会（次世代知財システム検討委員会）において、「大量の情報集積・活用

ビジネスと著作権制度」という論点で、著作物の権利保護とその利活用のバランスに留意しつつ、IoT、CPS

がもたらす有意なイノベーションを促進・支援するという観点から、大量の情報を活用した新たなサービス

を可能とするための権利制限規定の拡充にかかる著作権法の改革等に向けた精力的な検討を推進されてい

ることは、まさに時宜を得ているものと考える。当該検討を推進されることにより、早期に実効的な内容の

結論をまとめられることを希望する。 

わが国の産業・経済発展の活力となる技術革新を妨げることのない、新たな時代に即した著作権法の改革

をぜひ推進していただきたい。 

 

■リバースエンジニアリングの適法性の明確化 

 「知的財産推進計画 2015」の「５.デジタル・ネットワークの発達に対応した法制度等の基盤整備」にお

いて、サイバーセキュリティ目的のリバースエンジニアリングに関する適法性の明確化等について検討を行

うとされていたことにつき、サイバーセキュリティに関連する産業の発展のために歓迎する。ぜひこの検討

を推進いただきたい。ただ、リバースエンジニアリングを行う目的は、サイバーセキュリティ関連のみでは

ないことから、他の目的で行われるリバースエンジニアリング（例：システムの更改・最適化のために既存

のコンピュータプログラム資産を解析する行為等）についても、同様の議論を期待する。 

 

■TPP 協定への適切な対応 

 わが国の著作権法を TPP 協定に適合させるにあたって、法改正が必要である項目が複数あり、各審議会・

委員会等においても、TPP 協定への対応を意識した検討がなされ、早晩、改正法の審議がなされるものと理

解している。 

 協定の義務に応じて法改正がなされることはやむを得ないとして、現行法で規制されていない行為が新た

に規制される場合も含まれているのであり、こうした改正においては、著作物の保護と利用を適正にバラン

スさせるため、権利制限規定の拡充を含む様々な制度導入の検討をしていただきたい。例えば、アクセスコ

ントロールの回避規制、暗号放送の回避規制では、企業等が行う研究開発のための回避や、回避装置の製造

行為が規制されることがないように、配慮をしていただきたい。 

 

以 上

 

No. 法人・団体名 

19 一般社団法人日本映像ソフト協会 

意見（要旨） 

以下のとおり要望する。 

１．立法政策の多様な選択肢の一つに過ぎない「柔軟性の高い権利制限規定」を「知的財産推進計画」に特
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記しないこと 

２．速やかな私的録画補償金制度の実効性の回復 

３．権利者の利益を適切に保護する技術的手段回避に対する制度整備 

４．2003 年の著作権法改正の趣旨に沿った映画の著作物の保護期間の延長 

５．コンテンツの海外展開の促進と国境を超えた著作権侵害対策への支援 

意見（全文） 

１．「デジタル・ネットワークの発達に対応した法制度等の基盤整備」について 

「知的財産推進計画２０１５」40 頁以下では、「デジタル・ネットワークの発達に対応した法制度等の

基盤整備」に関する記述がありますが、42 頁では次のように記述されています。 

 

「（新しい産業の創出環境の形成に向けた制度等の検討） 

・インターネット時代の新規ビジネスの創出、人工知能や３Ｄプリンティングの出現などの技術的・社

会的変化やニーズを踏まえ、知財の権利保護と活用促進のバランスや国際的な動向を考慮しつつ、柔

軟性の高い権利制限規定や円滑なライセンシング体制など新しい時代に対応した制度等の在り方に

ついて検討する。（短期・中期）（内閣官房、文部科学省、関係府省）」 

 

ここでは、「新しい時代に対応した制度等の在り方」についての検討事項として「柔軟性の高い権利制

限規定や円滑なライセンシング体制」が例示されていますが、「柔軟性の高い権利制限規定」とは、米国

型フェアユース規定を想定していると思われます。 

しかし、次世代知財システム検討委員会等のご審議では、完全権利制限ばかりではなく、報酬請求権付

権利制限及び著作権集中管理等、多様な手段が提示されています18。そして、完全権利制限についても、

米国型フェアユースだけでなく、英国型フェアディーリング、デジタル・ネットワーク社会の著作物利用

の特徴に着目した新たな権利制限規定及び個別権利制限規定の迅速な追加が掲げられています。19 

また、比較法的観点からみても、米国型フェアユース規定を設けている国は一部です。そして、米国型

フェアユースについては「一般条項でありながら、内容空虚の概念とはいえず、歴史的社会的規定を受け

た概念」としてその柔軟性に疑問を呈し、国際著作権条約の定めるスリー・ステップ・テストを基礎とし

た包括的規定を提唱する見解もあるところです20。なお、TPP 協定条文案 18.65 条 1 項でもスリー・ステ

ップ・テストを規定しています。 

わが国著作権法の権利制限規定をみると、30 条や 38 条 1 項等、文理上は米国のフェアユースより広い

権利制限となっている規定があります。特に上映権の制限は「条約上の小留保として国内法令に委ねられ

ている」21に留まり、立法過程においても映画の上映については「著作権者の経済的利益を著しく害する

結果となるので、このような著作物については、本条の規定を適用しないものとすることを検討する要が

あると考えられる。」22とされていたところです。 

それゆえ、38 条 1 項を限定解釈すべきとの学説も存するところであり、権利制限の拡大を指向する「柔

軟性の高い権利制限規定」の妥当性には疑問があります。 

また、日本の権利者は米国の事業者に対しては権利主張をしないので、米国型の制度がよいという見解

も耳にするところです。しかし、例えば 2006 年に日本の権利者団体等 23 団体・事業者が米国の動画投稿

サイト運営者 YouTube 社に対し同サイトでの著作権侵害の防止を要求し、同社がこれについて善処したこ

とは、関係者の間では公知の事実です。このことはメディアでも報道されていますので、デジタル・ネッ

トワークの発達に対応した今日においては、誰でも容易に知りうる事実です。したがって、このような見

解には根拠がありません。 

人工知能によりつくられた表現物などは著作物に該当しないとも考えられ、そう考えるとそもそも権利

制限の問題ではありません。また、本来ならライセンスにより著作物の利活用が行われ得る場合に権利制

限を行うことで利活用が滞る場合もあります。そして、完全権利制限にもスリー・ステップ・テストの明

文化という選択もあります。このように多様な立法政策の選択肢があるにもかかわらず、一部の見解に基

づき「柔軟性の高い権利制限規定」を「知的財産推進計画」に特記することは、立法政策の柔軟性を阻害

することが懸念されますので、改めていただくよう要望いたします。 

                                                  
18内閣官房知的財産戦略推進事務局「大量の情報集積・活用型ビジネスと著作権制度について（討議用）」（第２回次世代知財シ

ステム検討委員会 資料２）3頁 
19同 3 頁から 5 頁 
20斉藤博「著作権法概論」（2014 年 勁草書房）160-163 頁） 
21文部省文化局「著作権法法案コンメンタール」140-12 頁 
22文部省文化局「著作権法法案コンメンタール」140-9 頁 
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２．「持続的なコンテンツ再生産につなげるための環境整備」について 

「知的財産推進計画２０１５」42 頁では、次のように述べています。 

 

「クリエーターへ適切に対価が還元され、コンテンツの再生産につながるよう、私的録音録画補償金制

度の見直しや当該制度に代わる新たな仕組みの導入について文化審議会において検討を進め、結論を得

て、必要な措置を講ずる。（短期・中期）（文部科学省、経済産業省）」 

 

私的録音録画補償金制度を定める著作権法 30 条 2 項では、その対象となる特定機器及び記録媒体を政

令で指定するよう定めています。「制度の見直しや当該制度に代わる新たな仕組みの導入」を検討するこ

とは大切なことだと思いますが、特に録画については、政令では何も指定していない状況になっています。

著作権法施行令 1条 2項 3号の「アナログデジタル変換が行われた影像」という文言についてアナログ放

送を意味するとした司法判断のためです。 

そして、ハードメーカーの団体は、過去に VHS に録画した放送番組を DVD ディスクや BD ディスク等に

ダビングすることは家庭用機器でできることを認めた上で、これを代行するサービスを権利制限の対象に

するよう求めています。 

VHS に記録された影像はアナログ方式で記録されていますので、これを DVD ディスクや BD ディスクに

ダビングしてデジタル方式で記録するためにはアナログデジタル変換が必要です。それゆえ、アナログ入

力端子を備えたデジタル録画機器はその機器の内部にアナログデジタル変換を行う機能を装備している

はずです。そのことは、そのような機器が、文理上、令 1条 2項 3号又は 4号に該当することを意味しま

す。ところが、ハードメーカーはそれらの機器についても補償金支払の協力義務を果たしていません。 

このように、令 1条 2項の「アナログデジタル変換が行われた」という文言は都合よく解釈されており

ますので、削除するよう要望いたします。 

私的録音録画補償金制度は現行法で定められた制度で、特定機器及び特定記録媒体を政令で定めること

は立法府の意思ですから、特定機器及び記録媒体が政令で定められていない状態を放置することは妥当で

はありません。 

また、「教育の情報化の推進」に関し、報酬請求権付権利制限という見解もあるようです。しかし、現

行法で定められている私的録画補償金が機能していない状況を放置したままでは、報酬請求権制度の実効

性についての疑念が払拭できません。 

したがって、速やかな私的録画補償金制度の実効性の回復を要望いたします。 

 

３．著作権者の正当な利益を守るための技術的手段の回避規制について 

地上デジタル放送では映像を暗号化して送信し、正規の機器で復号して視聴できるようにする仕組みに

なっています。ところが、正規の復号装置を利用して復号し、無制限にコピーできるようにする装置や暗

号化された信号をそのままパソコンに記録し、復号はパソコンの側に委ねるような装置が出回っていま

す。このような装置は、それ自体ではデジタル放送の技術的手段を回避する機能を有していないとしても、

技術的手段を回避する装置等の利用を前提としなければ無価値な装置等なのですから、そうした装置等に

対して適正な規制を要望いたします。 

また、映像配信においては映像の視聴のためにコンテンツにアクセスすることを認証技術等によって管

理する方法が採られる場合があります。こうした技術的手段の回避から権利者の利益を適切に保護する制

度整備を要望いたします。 

 

４．著作権の保護期間について 

TPP 協定では、著作物、レコード実演及びレコードの保護期間について、自然人の生存期間に基づいて

計算される場合は、著作者の生存期間及び著作者の死後少なくとも 70 年と定め、自然人の生存期間に基

づいて計算されない場合には、最初の公表の年の終わりから少なくとも 70 年とし、創作のときから 25

年以内に権利者の許諾を得た公表が行われないときは創作の年の終わりから少なくとも 70 年としていま

す。 

したがって、わが国の著作権法では、これらの場合の保護期間が少なくとも 20 年延長されることにな

ると思われます。他方、映画の著作物の保護期間は 2003 年の改正著作権法ですでに公表後 70 年となって

いるため、TPP 協定上の義務としては法改正を必要とするものではありません。 

しかし、2003 年の著作権法改正で映画の著作物の保護期間を 50 年から 70 年に変更した理由は、自然

人の生存期間に基づいて計算される著作物と比較して、自然人の生存期間に基づかないで計算される映画

の著作物の保護期間は、自然人の生存期間に相当する期間の分だけ保護期間が短くなる不均衡を是正する
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ことにありました。 

また、TPP 協定上の義務として保護期間が延長されるということは、その分だけ映画の著作物の原著作

権者や映画の著作物に録音録画されている著作物の権利者への著作権使用料を支払う期間が延びること

を意味します。 

したがって、2003 年の著作権法改正の趣旨に沿って、映画の著作物についても保護期間の延長を要望

いたします。 

 

５．「模倣品・海賊版対策」について  

わが国におけるオンライン上の著作権侵害は、警察による「P2P 等を使用した著作権法違反事件の一斉

取締り」（昨年 2 月に第 6 回目）や動画共有サイトの違法アップローダーに対する継続的な事件検挙が

行われてきました。  

これら事件は、マスコミ等でも広く報道されてきたこともあり、日本国内での P2P ソフトや動画共有

ソフトを悪用した著作権侵害は、減少傾向にあります。  

しかし、その一方で、悪質な事犯は、海外 P2P ネットワークや海外サーバーを悪用するなど国境を超

えたステージに移行しています。オンラインの世界では、国境や日本語（言語）といった「壁」もいまや

無くなりつつあります。国境を超えた著作権の侵害は、今日のデジタル・ネットワーク環境の進展とスマ

ートフォンなどの高機能端末の世界的普及に伴い、個人レベルで拡散し蔓延することから、その対策は困

難を極めています。  

オンライン上における著作権侵害が世界のコンテンツホルダーにとって、脅威であり国際的に大きな課

題となっていることは言うまでもありません。  

このような状況のなか権利者は、直接的な権利行使を行うとともに、周辺対策として、セキュリティソ

フト会社との連携による侵害サイトのフィルタリングや検索サービス会社との連携による検索結果表示

の停止要請、広告会社に対する広告出稿の抑止要請、金融機関・カード会社に対する侵害サイトの口座凍

結などを行っています。  

しかし、これら対策には、時間と人的労力そして多くの費用を必要とします。一権利者一団体では到底

対応できない現状にあります。  

クールジャパン戦略を推進するわが国として、コンテンツの海外展開の促進支援とともに、その一方の

守り部分である国境を超えて益々と複雑化する著作権侵害の対策に、継続かつ恒久的な支援をいただきま

すようお願い申し上げます。 

 

No. 法人・団体名 

20 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 

意見 

１ クリエーターへの適切な対価還元  

 知的財産推進計画 2015 では、持続的なコンテンツ再生産につなげるための環境整備として、クリエータ

ーへの適切な対価還元につき文化審議会において検討を進め、必要な措置を講ずるとされているが、現在に

至るまで結論は得られていない。 

 

「私的録音録画に関する実態調査報告書」（2014 年 3 月、公益社団法人著作権情報センター附属著作権研

究所）では、補償金の課されていない機器等による私的録音録画が、依然として大量に行われていることが

確認された。これは、大量の私的複製から適切な対価が還元されていない「クリエーター」が存する一方、

「ユーザー」は自由な私的複製環境を享受し、「複製手段を提供する者」が複製機能を有する機器やサービ

スの販売等により大きな利益を得ていることを示している。 

 

このような不均衡を速やかに是正するため、平成 28 年度の文化審議会著作権分科会では、経済的合理性

を備えた新たな制度の確立に向け議論を加速すべきである。 

 

２ 円滑なライセンシング体制の構築 

 インターネット時代の新規ビジネスの創出、人工知能や 3D プリンティングの出現などの技術的・社会的

変化に対応するためには、これらの新しいコンテンツの利用形態に柔軟に対応できる円滑なライセンシング

体制構築に向けた検討を、官民が十分に連携し、進めるべきである。柔軟性の高い権利制限規定の導入によ

り、これに対応すべきとの意見もあるが、規定の導入を正当化する具体的な立法事実は未だ示されておらず、

安易にクリエーターの権利を制限することは、避けるべきである。 
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円滑なライセンシング体制の構築は、利用者が著作物等を簡単に利用できるようになる一方で、権利者も

正当な対価が得られる WIN-WIN の関係を築くものであり、著作権法の目的である権利保護と公正な利用を両

立する取り組みである。ロッカー型クラウドサービスについては、既にこの取り組みが進められているが、

その他の新しいビジネスやサービスについても、ニーズをふまえ、対応していく必要がある。 

 

３ レコード演奏・伝達権（仮称）の創設 

CD の再生や、音楽ラジオ放送を受信して伝達する等の方法により来店者等に音楽を聞かせる行為につい

て、実演家及びレコード製作者の権利として「レコード演奏・伝達権」（仮称）を創設し、レコードの演奏・

伝達により得られる経済的利益の一部が実演家とレコード製作者に還元される法制度の創設を検討すべき

である。 

 

以 上

 

No. 法人・団体名 

21 一般社団法人日本知的財産協会 

意見（要旨） 

現在、貴事務局により去る１月４日より開始されました掲題「知的財産推進計画 2016」策定に向けた意

見募集に関して、当協会が課題として認識している事項を含めて、下記のとおり意見を申し述べます。 

つきましては、知的財産推進計画 2016 の策定に当協会意見をご配慮頂きたく、よろしくお願い申し上げ

ます。 

意見（全文） 

［目 次］ 

Ⅰ. 「知的財産推進計画 2015」について見直すべき点について 

【政府重点３本柱】関係 

１．地方における知財活動の推進 

２．知財紛争処理システムの活性化 

【重要８施策】関係 

１．世界最速・最高品質の審査体制の実現  

１）特許審査体制の整備・強化について 

２）意匠制度・運用の見直しと国際連携 

３）商標制度に関する悪意の商標出願への対抗環境整備 

２．新たな職務発明制度の導入と営業秘密保護の強化 

３．デジタル・ネットワークの発展に対応した法制度等の基盤整備 

４．アーカイブの利活用促進に向けた整備の加速化について 

５．国際的な知的財産の保護及び協力の推進 

（１）経済連携交渉の知財関係章及び体制について 

（２）経済連携協定交渉における模倣品・海賊版対策について 

（３）途上国への技術移転に関する支援について 

（４）意匠関係 ASEAN 諸国への審査支援について 

（５）商標関係 TPP 批准に向けた法整備、ASEAN 地区等への体制支援について 

（６）著作権関係 TPP 批准に向けた法整備、国境を越えた侵害行為への対応について 

（７）営業秘密保護関係の経済連携交渉での国際的な強化について 

８．知財人材の戦略的な育成・活用 

Ⅱ.  新たに盛り込むべき政策事項 

１．商標関係 アンブッシュマーケティング行為の抑止・排除体制の強化 

２．医薬分野に関する特許法整備について 

３．生物多様性条約に関する知財関係体制整備について 

 

［意見本文］ 

 

Ⅰ. 「知的財産推進計画 2015」について見直すべき点について 
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【政府重点３本柱】関係 

１．地方における知財活動の推進 

平成 27 年 11 月 30 日付の検証・評価・企画委員会（産業財産権分野（第 2回））における「『知的財産推進

計画 2015』各施策に関する関係府省の主な取組状況」の資料 6（特許庁説明資料②）及び資料７（中小企業

庁説明資料）によれば、知財総合支援窓口やよろず支援事業の相談・支援活動数は前年比よりも増加傾向に

あり、その本来の目的は確実に進捗されているものと考えます。 

一方で、このような相談窓口等は、地方中小企業の中でも意欲的、かつ活動的な中小経営 トップに活用さ

れているだけではなかったのかとも推察できます。今後も、地方における一層の知的財産の活動推進を図っ

ていくためには、「窓口」と言う「待ち」から、今後は能動的に「押し出していく」姿勢（例えば、「巡回特

許庁 in Kansai」）も必要かと考えます。そのため、今後はより多くの中小経営トップへの「アピール」の

「場造り」や、必要に応じては「戸別的訪問」等も重要です。 

また、未だ知的財産の活用について敷居の高い中小企業に対して、当該経営トップに、身近で、分かりやす

く、知的財産を活用していきたいと思わせる「アピール」できるコンテンツが重要であり、知的財産を切り

口にした中小企業の共通、かつ独特の課題、ニーズの調査、それらに立脚した知的財産を戦略的に活用した

中小企業の、より多くの事例をコンテンツとするべきと考えます。 

なお、相談窓口では企業の事業経験者等の優秀な人材も多いこととは思いますが、一方で各自の知識・経験

等は限界もあり、周衆知を集めた議論、相談が重要です。 

当協会では、会員企業からの課題、ニーズ、知財活用の情報を収集可能と言う立場、あるいは会員企業から

周衆知を集めた運営・活動を行ってきている実績から、今後、首都圏以外の関西、東海、中国・四国・九州

の一層の活動の充実を行っていくだけに留まらず、更にはそれ以外の地方での知財活用の活動推進も模索し

ております。ただ、この「場造り」には、物理的な開催場所の確保も重要であり、地方大学等での場の提供

を要望する次第です。 

 また、地方における知財活動の推進は、インセンティブを与えることが必要と考えます。 

出願等各費用については、当該中小企業で知財活用が十分な効力を発揮するまで、減額ではなく免除を行う

とともに、特に重要なのはその運用が維持年金を含め長期的に保証されることだと考えます。あるいは、中

小の業種によっては、電機業界のように多くの特許権でなければ、知財活用を推進できない等の実態面を考

慮し、工夫ある確実な支援をすべきです。 

 更に、川崎市の「大企業と中小企業の知的財産マッチング支援」の成功に見られるように、これらの活動

を地方において一層展開していくには、大企業から中小企業へのライセンス・アウトを目的とした欧州の「ラ

イセンス・オブ・ライト」制度や、中小企業に対して権利取得・活用を目的とした中小企業向けの思切った

「パテント・ボックス」制度における各インセンティブを日本でも導入すべきです。 

 

２．知財紛争処理システムの活性化 

知財紛争処理システムの改革は、日本の産業の発達に寄与するものであるべきであり、米国のパテントト

ロールに新たな市場を提供するようなシステムは、日本企業を疲弊させ、国際競争力の低下を招くだけで本

末転倒です。各界から後述するような意見が出されていますが、いずれも産業界の観点では懸念のあるとこ

ろです。 

知財紛争処理システムを考える際にはパテントトロールによる影響も十分視野に入れた検討が国内産業

発展のために必要であると考えます。 

 

また、中国における知財訴訟の激増などは日本企業には脅威であり、日本の経営者の知財活用認識向上や

知財司法関係者の能力向上も喫緊の課題で当協会も望むところであります。 

 

知財紛争処理システムの活性化には、まずは、日本企業の経営層に知財活用の有用性の認識が必要であり、

その上で、日本が知財紛争システムをガラパゴス化させずに知財紛争処理インフラを ASEAN など日本企業の

ビジネス国へ輸出が可能となるように国内制度、海外制度の調整の両面からビジネスの保護の有り様を検討

することが重要です。いたずらに理論のみを先行させて制度のみ調整することは真の問題の解決にはならな

いと考えています。経営層の啓蒙・研修は、国や関係官公庁による支援が極めて重要と考えます。当協会の

各種施策にご支援、協力いただきたくよろしくお願いします。 

 

更に、国の各種支援の下で法曹界、産業界が一体となり研鑽を積むことができ、政策、体制づくりは継続

支援いただきたい。 

例えば、「日本の知財法曹人の知財司法能力を高めること」に関しては、様々な方策及び、国として各省

庁がなすべきことは多数あろうかと考えます。日本弁護士会主催の「知的財産高等裁判所創立 10 周年記念
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シンポジウム」で行われたような複数先進国の知財訴訟関係者の意見交換やシンポジウムは日本の知財法曹

界も大きな収穫が有ったと考えます。日本の裁判官や、知財弁護士に対してより一層多くの海外研修や意見

交換を国の仕組みとして実践させたり、国の裁判所への費用補助等の支援で知財の海外係争に日本の法曹人

材、判事や弁護士を多数、送り込んで実務を実践経験させたりすることで、知財司法能力を高めることが出

来るものと思料いたします。 

 

なお、各界からの意見に対する懸念は以下の通りです。 

訴訟件数が少なく、勝訴率も低いから知財が活用できず、ひいては知財が産業発達に十分貢献できていな

いとの意見がありますが論理は短絡的です。実質勝訴に値する和解を勘案すれば、原告である特許権者の権

利主張が認められたケースは４～５割に達するとの報告もあります。むしろ、日本の知財訴訟は信頼性が高

い、判決の予見性も高いので係争が少ないというような統計情報を積極的に世界の有識者に発信できるよう

にすべきです。特許侵害訴訟は権利活用の一手段に過ぎません。予見性が高いからこそ当事者間の交渉で解

決する傾向の強い業界もあります。他方、故意侵害者等、交渉による解決が望めない場合は、裁判により公

正な決定が速やかに下されることが望まれます。損害賠償額は侵害行為の規模に応じて算定されることから

すれば、市場規模の異なる諸国間で損害賠償額の高低が生じるのは自然であり、侵害行為の実態や市場規模

を考慮せず、単に損害賠償額の高低を問題視するのは危険です。 

 

このように上記の懸念が当協会会員企業より挙がっているため、今後共、当協会の意見を十分聞き取って、

企業の実態を把握していただきたい。 

 

各論について、以下に当協会の意見の概要を記載します。 

証拠収集手続きに関しては、現状の日本の制度でも、裁判官の裁量である程度の証拠開示は担保できてい

ることで十分です。訴訟前証拠収集手続きは、民事訴訟法 132 条の 2以下に規定されているので、まずはそ

の活用を考えるべきと考えます。 

権利の安定性強化に関しては、審査、審判、訴訟での有効性判断基準の統一が望まれるが、他方、審査の

質向上のため権利化が遅れる弊害も考慮する必要があります。特許出願が登録になり、後から無効理由が見

つかった場合に、無効化が困難となるような施策は避けるべきと考えます。 

損害賠償額増額に関しては、訴訟のインセンティブ目的での懲罰賠償の導入はパテントトロールに悪用さ

れかねません。 

 差止請求権に関しては、標準規格必須特許の権利者自らが（Ｆ）ＲＡＮＤ宣言した場合は、そもそも差止

請求は馴染みません。但し、実施者の不誠実さ・悪質さ等に鑑みて、差止請求権の行使を認めるべき事案は

存在します。 

情報公開、海外発信について、世界の規範となる知財訴訟システムを目指す過程での情報公開や海外発信

には異論はありません。 

知財司法アクセスに関しては、ICT 活用を地方在住者に広報、利用推進いただきたい。 

 

３．コンテンツ及び周辺産業との一体的な海外展開の推進 

コンテンツの海外展開を促進する取組みに継続して賛同いたします。 

また、当協会としては、コンテンツの制作・確保とともに、海外展開に向けたコンテンツ配信プラットフ

ォームの構築を支援することも重要であると考えておりますので、引き続き検討していただくようお願い致

します。 

 

【重要８施策】関係 

１．世界最速・最高品質の審査体制の実現 

１）特許審査体制の整備・強化について 

「世界最高品質」を掲げ審査の質向上へ向け実施している一連の取組に賛同いたします。 

品質管理に際して、管理体制や手順等の構築を進めていることを歓迎します。特許審査は、出願 1件 1

件が異なる仕事であり、審査結果の妥当性を定量化できるものでもないため、品質管理の方法は難しいもの

と考えますが、問題点・課題を常に抽出して PDCA をまわすことが肝要と考えます。特にそれを審査の現場

単位（例えば審査室）で自律的に行われるような仕組みも重要であると考えます。また、1件 1件の精査の

みならず、現場単位で、先行技術調査や特許要件判断のブレが生じていないか、といった観点からも品質管

理を行えば、全体の品質向上につながっていくと考えます。 

審査基準が 2015 年 10 月に全面改訂され、記載要件の運用の適正化、判決動向を踏まえた進歩性判断手法

の明確化、サーチ範囲の明確化、出願人とのコミュニケーションの強化などが行われたと理解しており、こ
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れらが現場の審査で徹底されることを期待しています。改訂が大規模であったので、現場の審査で反映され

ているかの点検をしていただきたい。 

グローバルに権利取得・活用を図る企業としては、品質向上もグローバルレベルに行われ、それを日本特

許庁がリードすることを今後も期待します。国際連携に関し、日米協働調査の開始を歓迎します。現在は審

査結果の互いの共有にとどめているが、今後は、審査結果が異なる場合に積極的に審査官協議を行う（実質

的な協働審査）などの品質向上に直接つながるアクション、また、審査結果が異なることの原因分析を行い

集約することで制度調和の際の具体的課題を抽出するようなアクションも加えていただきたい。さらに、協

働調査の地域を拡げ、日本発の審査が世界標準になっていくよう検討していただきたい。 

審査迅速化に関しては、目標（14 か月）が達成されれば、早期審査制度により個々の案件の事情にも柔

軟にも対応できることも鑑みて、迅速化は十分に達成できていると考えます。 

 

２）意匠制度・運用の見直しと国際連携 

ａ.デジタルアクセスサービスの利用などの手続きの簡素化について 

『意匠制度の利用促進を図るため、図面提出の一部省略や優先権書類の電子的交換を可能とするデジタルア

クセスサービスの利用などの手続きの簡素化等に向けた検討を行う』ことについては、検討を推進していた

だくことを希望いたします。 一方で、日本の制度・運用の視点だけで図面提出の一部省略等の検討を行え

ば、各国制度とのバランスにおいて、却って手続の利便性を損ない、日本への出願は行わないで外国に直接

出願するなどして、日本の意匠制度の利用促進に繋がらない場合もあり得ますので、国際的な制度調和を視

野に入れた検討が必要と考えます。 

また、デジタルアクセスサービスの利用に関し、特許庁のシステム計画上、意匠のデジタルアクセスサー

ビスに関する対応が実現するのが当面先になると、伺っております。 

しかしながら、意匠の国際出願のメリットであるコスト削減のためには、デジタルアクセスサービスの利

用が有効であり、国際出願の利便性を向上させることは、日本を指定する国際出願件数の増加に繋がるもの

と考えますので、意匠に関しても、早急に、デジタルアクセスサービスが利用できるよう、実装に向けて対

応を推進していただきたいと考えます。 

ｂ.意匠出願手続きの統一化及び簡素化について 

WIPO における、意匠制度の国際調和の議論に当たり、手続の簡素化はユーザーとして望ましいことであ

ります。 しかしながら、例えば、図面の開示についての考え方や、部分意匠に関する破線の扱い等、日本

と欧米等で概念が根本的に異なるため、日本の制度下ではこれらの国とは同じ考え方を取ることが難しい点

もあります。 日本制度に基づき確保した権利が不利にならないよう、日本特許庁が主動的に議論に参加し

ていただきたいと考えます。 

 

３）商標制度に関する悪意の商標出願への対抗環境整備 

日本において特定の出願人による悪意の商標出願が年々増加しており、その影響を受け、正当な目的でビ

ジネスを行う企業や自治体が商標の変更等を余儀なくされる事態が発生しています。企業等が事業に必要な

商標権を速やかに取得でき、適切に行うことができる環境整備を早急にお願い致します。 

経済のグローバル化が進み企業間の競争の国際化も進む中で、高い価値を有する国際的なブランドの確立

及び保護を支える商標制度の重要性は益々大きくなってきています。企業等の事業展開を支援し、日本経済

の活性化につなげるためには、まず日本において、自身の事業のために正当な目的で商標を使用するものが

必要な商標権を速やかに取得でき、安心して事業を行うことができる環境を整えることが不可欠です。 

しかしながら、実態として、日本における悪意の商標出願、特に特定の個人やその個人が運営する企業名

義による出願であって、他の企業や自治体の著名なブランド等を剽窃しあるいは先取りした出願が年々増加

し、2014 年以降だけでも既に 2万件を超えています。上記特定人による出願のほとんどは手数料が未納で

あり、また出願却下がなされる前に分割出願を繰り返しており、先願主義を悪用し商標制度を濫用するもの

です。また出願商標が事業に使用されている形跡も見受けられず、このことからも悪意が推察されます。 

この影響により企業等は商標の変更を余儀なくされたり、事業の開始を遅らせたりせざるを得ない状況に

追い込まれている実態があります。 

なお、日米欧中韓による商標担当五庁（TM5）による会合を通じ、商標に関する様々な課題について議論

し、対策を検討していますが、日本国特許庁は特に「悪意の商標出願」対策プロジェクトを担当し、その排

除や適正な対応を推進しています23。これ考慮しても、日本政府が率先して日本における悪意の商標出願を

速やか且つ実効的に排除するルール作りに取り組むことが国際的にも期待されているものと考えられます。

以上より、上記特定人による出願のような悪意の出願を速やかに排除し、自身の事業のために商標を使用

                                                  
23  https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/bad_faith_report.htm 
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しようとする者が、必要な商標権を取得でき、安心して使用することができる環境整備をお願い致します。

 

 

２．新たな職務発明制度の導入と営業秘密保護の強化 

（１）新職務発明制度の導入について 

職務発明制度に関する平成 27 年特許法改正並びに関係指針の制定には絶大なるご指導、ご尽力いただき

ありがとうございました。今後は、各企業内での制度見直しと制度の施行というフェーズとなりますが、制

度改正検討時の調査結果でも明らかになったように各地方・中小企業などまだまだ多くの企業の制度知識は

不十分であったことも明らかになったと考えます。国内全体が同改正の趣旨をもって運用して、国全体の産

業が向上するよう、各地の相談窓口の活性化の支援の仕組み、指導など、よろしくお願いいたします。 

 

（２）営業秘密保護の強化について 

不正競争防止法の改訂に関して産業界の要望に対応いただき制度整備にご尽力いただきありがとうござ

いました。昨年の不正競争防止法の一部を改正する法律により、立証責任を転換する規定が設けられました

が、当該規定の今後の運用状況に照らして、改正の趣旨である原告の立証負担の緩和などが図られているか

について慎重に検証していただきたい。また、「秘密情報の保護ハンドブック ～企業価値向上に向けて～

（案）」を策定検討いただいていますが、今後、企業における秘密情報の漏えい防止対策にかかる実務に資

する情報発信が継続的になされることを期待いたします。 

 

さらに、昨年 1月 28 日に関係各省庁と、当協会を含む各産業団体の経営者層による保護強化に向けたハ

イレベルの官民フォーラムを企画していただき、決意表明をしていただきましたが、こうした取組みも如何

に日本国国家が本件課題を重要視しているかという点を産業界の企業経営層に対して浸透させる重要な会

議であると認識しております。 

ハイレベルの官民会議も一過性でなく本年度も適切な時期に適宜計画ご検討頂きたく、よろしくお願いいた

します。 

尚、今回の法改正に織り込まれていない準拠法・国際裁判管轄の整理等につきましては、引き続き議論を

進めることを希望します。 

 最後に、営業秘密の防衛において、先使用権に係る議論も必要ではないかと考えています。使いやすい制

度設計を目指して、通常実施権の範囲、立証項目、国際制度のハーモナイズ等について、議論頂けることを

期待しています。 

 

３.デジタル・ネットワークの発展に対応した法制度等の基盤整備 

（１）著作権法整備について 

当協会としては、デジタル・ネットワーク時代における先端技術や、世の中のサービスのニーズに対応し

た著作権法制度の基盤整備が、引き続き重要な課題だと考えております。 

現在、「知的財産戦略本部次世代知財システム検討委員会」や、「文化審議会著作権分科会法制・基本問題

小委員会新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム」において、デジタ

ル・ネットワーク時代における新しい先端技術やサービスニーズに対応した権利制限規定の見直しや権利許

諾スキームの構築等に関する検討が進められていますが、海外諸国においても同様の取り組みが進められて

いることを踏まえ、権利保護と利用のバランスや創作者のモチベーションに配慮した健全なイノベーション

創出環境を構築する、という観点から、わが国においてもこのような取組みが迅速な制度改正につながるよ

う、引き続き力を入れて対応していただきたいと考えております。 

特に、「柔軟な権利制限規定」の導入については、この 10 年来議論が続いているテーマであり、これまで

の法改正等だけでは十分に対応できていない部分について、社会全体で利益を享受できるようにするための

より良い制度を構築する、という観点から、従来の権利者・事業者間の対立構造を乗り越え、早急に具体的

な成果として新しい制度の形を示していただく必要があります。 

先述した検討委員会等においても、権利者の利益に十分配慮しつつ、時代の変化に対応できる適切な柔軟

性を備えた新たな権利制限規定を設ける必要がある、という認識の下、「利用行為の性質・態様」や「利用

行為の目的・公共性等に基づく社会的要請」を考慮要素とする考え方が提示され、議論されているところで

すので、これまで議論されてきた他のタイプの柔軟な権利制限規定（一般規定等）や、拡大集中許諾制度の

創設といった他の政策の選択肢と合わせて検討していただき、著作物の種類や利用場面ごとに、権利者・利

用者の双方が最大限のメリットを享受できるような制度設計がなされるよう、より踏み込んだ検討をお願い

できればと考えております。 

また「持続的なコンテンツ再生産につなげるための環境整備」に向けて、創作のインセンティブを促進す
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るための方策を積極的に検討すべきであると考えていますが、その制度設計を行うにあたっては、著作権者

や集中管理団体等が著作物の利用許諾を円滑に行うことができ、著作物の利用実績に応じて的確、かつ効率

的に著作権者が利益を得られる、または集中管理団体等を通じて著作権者に配分される仕組みを作ること

を、まず優先して進めるべきだと考えております。 

そして、現行の私的録音録画補償金制度や、それに類する一律広範な補償金制度等を用いることについて

は、これらの制度を維持、構築するための社会的コストや、他の方法と比較した場合の著作権者間での公平

感、といった点も考慮した上で、慎重に検討すべきだと考えます。 

なお、時代に対応した法制度等の基盤整備、という観点から、現在は司法の場における個別的な事実認定

の問題にとどまっているデジタル・ネットワーク環境下における複製主体性の判断枠組みに関し、良質なサ

ービスを提供する事業者が不意打ち的に侵害主体とされる可能性を排除できる程度の明確な枠組みを立法

により設ける、ということについても、上記の取組みと平行してご検討いただければ幸いです。 

また、現在では、プログラムやドキュメントを自動生成するためのソフトウェアの開発が積極的に行われ

るようになっているほか、IoT（Internet of Things）技術を用いて各機器が一定の目的をもって様々なデ

ータを組み合わせて情報を生成し、データベースを構築したり、進化した人工知能技術により、メールへの

自動返信や多言語翻訳など、単なる情報の組み合わせを超えて文章を自動生成したりすることもできるよう

になりつつあります。 

このような状況を踏まえ、人手を介さずに「自動で生成された成果物」の権利の扱いや法的保護のあり方

に関して、改めて検討がなされることを望みます。 

 

（２）意匠法の整備について 

画像デザインの意匠法による保護に関し、昨今、急速に、製品態様が、ハード中心からソフト中心に変化

しているとともに、ネットワーク上のサービスが継続して拡大しており、現行の知的財産法の下での権利保

護は、このような環境変化に対応出来ていないと考えます。 

また、多様なビジネス形態が創出されている状況から、新しい産業の創出環境に対応した保護の仕組みは、

法域に固執した検討では限界があると思料し、保護制度のあり方に関しては、法域の壁なき議論を行うこと

も必要であると考えます。 ビジネス環境は急速に変化していることから、早急に検討を行い、必要な法シ

ステムの整備を推進していただきたいと考えます。 

 

４．アーカイブの利活用促進に向けた整備の加速化について 

貴重な文化資産をアーカイブ化して後世まで残すことは、官民を問わず行う意義があることだと考えてお

ります。そのような観点から、現在の著作権法で、権利制限規定の対象となっている図書館等以外の施設（業

界団体が設立する資料館等）についても、「資料の保存のため必要がある場合」の複製を容易に行えるよう

にするために、権利制限の対象となる複製主体の拡充（主体の追加、政令で定める手続きの緩和等）を、ご

検討いただければ幸いです。 

また、権利者不明著作物の利用に関して、裁定制度の手続見直しが数次にわたって進められていることは

評価できるものと考えておりますが、ＴＰＰ著作権条項への対応に伴って著作権の保護期間が延長される見

通しとなっていること等も踏まえ、世の中の人々の権利者不明著作物へのアクセス機会を確保しやすくする

ような仕組みを、引き続き検討していただくようお願い致します。 

 

５．国際的な知的財産の保護及び協力の推進 

（１）経済連携交渉の知財関係章及び体制について 

 経済連携協定は、日本企業の対外投資を活性化するための広範な国際経済ルールを作り、各国でそれが確

実に実現されていくことに意義があります。TPP 協定の大筋合意内容を踏まえ、政府には、我が国の知的財

産制度の整備と実効的な法執行の確保を進めるだけでなく、各国における知的財産制度の整備と実効的な法

執行のための制度・機関等の整備に対しても、例えば我が国からも人材の派遣を継続・強化する等の、積極

的な関与をするべきと考えます。 

 また、TPP 協定で実現した TRIPs 協定を超えるハイレベルのルール、更には、TPP 協定でも充分に実現で

きなかったルールが、今後締結する他の自由貿易協定（FTA）／経済連携協定（EPA）等の二国間・多国間協

定に実現するよう、引き続き産業界の意見を踏まえながら、主導的に協定締結に向けて各国への働きかけと

粘り強い交渉をして戴きたいと望みます。 

 他の交渉項目とのバーター等の理由によって、従前のわが国法制度のもとで確保されている権利者と利用

者の保護のバランスを実質的に崩すような制度改正を要する合意を迫られる場合には、慎重な対応をお願い

いたします。 

 尚、遺伝資源とそれに関連する伝統的知識に関する諸問題については、経済連携協定交渉においては慎重
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な対応をお願いします。 

 

（２）経済連携協定交渉における模倣品・海賊版対策について 

知的財産の保護が適切に行われ、模倣品・海賊版対策を強化していくためには、当該国における知的財産

制度の整備が非常に重要であると考えます。 

TPP 協定交渉の大筋合意に至ったことから、自由貿易協定（FTA）／経済連携協定（EPA）等も含め、具体

的な動きの加速を求めていくべきと考えます。 

具体的には、FTA、EPA 等の二国間・多国間協定を通して、また、TPP 協定の大筋合意内容を踏まえ、知的

財産の保護強化、模倣品・海賊版対策を積極的に取り上げ、知的財産制度の整備と実効的な法執行の確保を

図るため、各国における知的財産制度の整備と、法執行のための制度、機関等の整備のため、我が国からも

人材の派遣を継続、強化し、積極的に協力すべきと考えます。 

 

（３）途上国への技術移転に関する支援について 

 当協会が、WIPO に提案した環境技術移転メカニズムが WIPO GREEN として既にアナウンスされています。

このメカニズムは環境技術の途上国への移転を促進して、途上国の発展に貢献するとともに、日本企業のも

つ知的財産を海外で使用してもらって、日本企業のグローバルなビジネス展開に寄与するものです。 

 日本企業の新興市場への特許出願は多くはなく、特許ライセンスのみであると多くは期待できないのです

が、このメカニズムはノウハウや役務提供などを包括的に含むもので、総合的知的財産ライセンスプログラ

ムといえます。そのため将来において研究開発の得意な日本企業がその知的財産を利用しての海外から収益

を獲得するビジネスモデルになりうるものです。 

 WIPO GREEN の日本企業の積極的な利用を図るべく、貴局のご理解と、この仕組みのなかで収集してきた

途上国の具体的なニーズ情報を活用した、日本企業のビジネス展開支援プロジェクト等への各関係省庁のご

支援をお願いします。 

 

（４）意匠関係 ASEAN 諸国への審査支援などについて 

ASEAN 地区等への知的財産制度、体制に関する支援について、安定的な権利登録のための審査が成される

ためには、審査官の増強や、審査のためのデータベース整備などの支援を以てしても、高度なレベルを達成

するまでにある程度時間がかかるものと考えます。 そこで、日本特許庁の高品質な審査結果（参考公知文

献含む）の活用について、ご検討をお願いしたいと考えます。 

ASEAN、中東、インド、トルコ、ブラジル、アフリカ（以下、当該国）につい ては、日本企業のビジネス

が活発化しておりますところ、当該国では最初に商標模倣から始まり、意匠模倣、技術模倣という順に模倣

の態様が進む傾向にあります。これを考えると、商標・意匠分野についても、①我が国との親和性の高い審

査基準、審査手法の確立（研修、審査基準・品質管理マニュアル作成のための協力）、②出願等手続の簡素

化、②知財検索データベースの充実化への支援等を通じ、当該国において適切で迅速な権利付与が可能とな

るよう、人的派遣や EPA 協定等の交渉時におけるご提案などによるご支援に一層注力頂きたくよろしくお願

いいたします。 

 

（５）商標関係 TPP 批准に向けた法整備、ASEAN 地区等への体制支援について 

TPP の内容を受けた損害賠償制度の検討に際しては、国内法が長年定着し、安定的に運用等されてきた事

実を十分に考慮し、TPP 加盟に伴い法改正の義務がある範囲を明確化したうえで、慎重な制度改正検討をお

願い致します。 

知財戦略本部では、ＴＰＰ協定の締結に必要な国内実施のため、知的財産分野において、「商標の不正使

用により生じた損害を賠償するための法定の損害賠償又は追加的損害賠償に係る制度整備」等を原則協定の

発効とあわせて実施されるよう、早急に検討を行い、国内法との整合性に留意しつつ、必要な措置を講ずる、

とされています。 

権利者に対して十分な賠償を行うべきという考え方は支持致しますが、日本においては現在の賠償制度が

長年にわたって定着しており、損害の程度に関わらず一律に高額な賠償額を法定賠償額として定めること

や、懲罰的損害賠償の制度を新規創設には慎重になるべきではないかと考えています。 

日本国商標法 38 条は、権利者が実際の損害額を立証せずとも一定額の賠償を受けられるようにしたもの

であり、ＴＰＰの義務を満たしているとも考えることはできるのではないでしょうか。改正ありきで外国法

の考え方を取り入れた制度の導入を検討するのではなく、導入の必要性の有無から検討頂いたうえで、これ
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までの日本の法制度を尊重した法整備に取り組むべきと考えます。 

なお、法整備にあたっては、政府の文書における商標の「不正使用24」の指す行為が日本の商標法におけ

るどのような行為を指すのか、侵害全般なのか、いわゆる模倣品・偽造品なのか、等対象行為を明確にして

いただきたいと考えます。言葉の定義を早急に明確にし、関係者の認識を合わせた上で法整備に取り掛から

なければ各々が異なる行為を想定したすれ違いの議論となるおそれがあると考えます。 

 

（６）著作権関係 TPP 批准に向けた法整備、国境を越えた侵害行為への対応について 

 法整備に関し、ＴＰＰ交渉の合意に伴い、著作権法関連条項の国内法制化が予定されておりますが、当協

会の意見は、文化審議会法制・基本問題小委員会のヒアリング（2015 年 11 月 4 日）において述べたとおり

であり、特に、技術的手段の回避行為や回避装置の製造等に対する規制については、これまでのわが国にお

ける議論の蓄積を踏まえた慎重な対応をお願いいたします。 

また、ＴＰＰにおける知的財産権条項は、権利保護とその例外の均衡を図ることで、情報、知識、文化の

普及を図ることを目的としたものと解されますので、一連の法改正等に伴って権利保護強化の側面ばかりが

強調され、社会にとって有益な創作、利用行為や技術開発等に過度な萎縮が生じるようなことがないように、

著作権法関連条項の本来の趣旨を広く世の中に周知していただくようお願いいたします。 

なお、国際的な制度調和を目指す、というＴＰＰの趣旨に鑑み、保護と利用の両方の側面から、わが国と

他の協定締結国との間でバランスを失することがないように、国内法制化の時期や内容面における配慮を行

っていただくとともに、他の協定締結国における早期の法整備に向けた働きかけ等も行っていただければ幸

いです。 

 また、国境を越えた侵害行為に関し、「知的財産戦略本部次世代システム検討委員会」において、「国境を

越えるインターネット上の知財侵害への対応」として、「アクセス遮断」が「参考となり得る対応策」の一

つとして挙げられています。 

しかし、このような手段は、通信の秘密との関係で常に緊張関係をはらんでおり、他に方法がない場合の

例外的手段として、慎重に検討されるべきものと考えます。 

権利者の負担を軽減しつつ、海外のサイトに対するエンフォースメントを実効的に行うための方策は、他に

も考えられるはずですので、まずそちらを優先的に検討していただくようお願いいたします。 

 

（７）営業秘密保護関係の経済連携交渉での国際的な強化について 

国境を越えた営業秘密流出事例が少なくない状況下、グローバル経済の進展に伴ったオープン・クローズ

戦略を実践するためには、国内における営業秘密の保護のみならず、国際的に適切な保護を受けられること

が期待されます。ついては、TPP 協定の大筋合意をその契機として、自由貿易協定（FTA）／経済連携協定

（EPA）等の二国間・多国間協定を通して、TRIPs 協定で義務化された規律レベルを一段高いレベルに引き

上げていくべきと考えます。 

 

 

６．知財人材の戦略的な育成・活用 

 知財推進計画 2015 の知財人材の育成に関し、採用されている項目は、コンテンツ作成に係る人材育成が

多くあります。しかし、知財を取扱う人材としては圧倒的に産業知財４法及び著作権に関わる人材が多く、

また、中国など知財の数及び知財係争の急増に対応できるような知財人材育成は急務です。そのために、以

下を提案させていただきます。 

（１）前述のとおり「日本の知財法曹人の知財司法能力を高めること」に関しては、各種研修、シンポジウ

ムなどの企画や支援をいただきたくお願いします。 

（２）知財人材育成の国家的全体体制の指導、支援について 

人材育成は地道に且つ明確な目標をもって行うべきものであり、一朝一夕には効果が得られるものではな

いと思料いたします。現在、民間・既存機関で実施されている人材育成については継続的にこれらの育成機

関の主体性に任せ、民間・既存機関では対応不可である中小企業や裾野（小中高大学）の人材育成について

は、大学を含む国・（独）工業所有権情報・研修館、地方公共団体において積極的に推進できるように資金

支援などの支援策を十分検討してご対応いただきたいと考えます。 

（３）グローバル知財人材の民間での育成活動への支援について 

                                                  
24 知財戦略本部等政府が発行する文書において、「商標の不正使用」という文言が使用されていますが、日本においては「不正

使用」は、実務上、商標法 51 条、53 条等で規定される取消対象行為を指すのが一般的です。また、今回の検討対象が侵害全般

を指すのかＴＰＰ原文にある「trademark counterfeiting」(Article 18)、直訳すると「偽造」「偽物」「模倣」のような故意に

他者の商標権にかかる製品をデットコピーしたものを対象とするのかによっても考えが異なってくるものと思われます。 
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世界で活躍できる知財人材は、単に語学力だけの問題ではなく、各国・地域の知的財産制度を理解したう

えで、そのエリアの文化、思想、人間性などの地域特異性を把握し尊重するという国際感覚を醸成しつつ、

洞察力をもって日本の知財人として適切な意見発信ができる人材であることが大切であろうと考えます。ま

た、日本企業にとっては、各企業が各国の制度の下でグローバルにビジネスをするにあたり、各国の知財制

度、運用知識を知った上で、自己の知財、或いは、他者の知財に対してしっかり見極め且つスピードアップ

して自己ビジネスに適切に応用や渉外の対応ができ、これを以って適切に知財のマネジメントを実行するよ

うな人材であると考えます。 

こうした人材を育成するためには、海外の著名知財法曹人、著名学者、経営者やビジネス学者などを招聘、

或いは、直接出向いての教育などが有益であり、これらに対して国が資金支援、情報提供支援、海外におけ

る係争情報の情報収集と研究分析支援、海外への知財教育の派遣支援などを行うというような多数の支援策

が存在するものと思料します 

（４）経営者への知財啓蒙について 

 海外展開に限らず、中小企業を支える金融機関なども含めた中長期的な知財啓蒙の取り組みは重要である

と考えます。問題が起きてからでは費用や時間が増大する傾向があり、実質的な損害回復を困難にするとい

う指摘は経験にも一致しているところであることから、予防的な取り組みが非常に重要である点に配慮いた

だきたい。 

 何より、啓発すべきは中小企業の経営者自体であり、知財の認識を深めて、問題が起きてからでは手遅れ

になることを十分に理解していただく必要があります。知財の存在によってビジネス展開に影響を受けた事

例、自社の知財の存在によって経営難を乗り越えた事例などを収集し紹介して、中小企業の経営者の知財の

認識を深める方策を展開してゆくことが大切であると考えます。 

 

 

Ⅱ.  新たに盛り込むべき政策事項 

１．商標関係 アンブッシュマーケティング行為の抑止・排除体制の強化 

 2020 年に開催される東京オリンピックへの注目度の高まりに伴い、正当な権利者に無断でオリンピック

関連の知的財産権の効力に便乗し、不正に利益を得る行為（いわゆるアンブッシュマーケティング）も益々

増加することが予見されます。 

日本の知的財産保護が制度・運用ともに充実していること及び不公正な競争行為を適正に排除する健全な

市場があることを国内外にアピールし、開催国としての責任を全うするため、アンブッシュマーケティング

を抑止し、適正に排除する枠組みを早急に検討し、構築していただきたい。 

オリンピック主催者等の承認を得ずにオリンピックとの商業上の関連性を作出したり、販売促進に繋がる

ような露出を試みたりする行為、オリンピックに寄せられる高い関心やオリンピックの話題性を利用するマ

ーケティング行為はアンブッシュマーケティングといわれ、近年のオリンピック開催国では開催前に立法等

により、抑止・排除の仕組みづくりが検討され、十分な手当てがなされています25。 

オリンピックは国際的な注目を集める世界的イベントであり、日本における知的財産の保護の実態が国内外

から評価される機会でもあることを考慮すれば、わが国も既存の法体系では実効性が十分ではない分野につ

いては知財戦略の一環として早急に手当てすべきだと考えます。 

残念ながら、現行の知的財産法の枠組みではこのような行為を適正に取り締まることができない可能性が

高いと解されます26。 

 

また、オリンピックのみならずスポーツイベントに関連する知的財産を通じた収益モデル（スポンサー料、

                                                  
25 英国ではロンドンオリンピック(2012 年)に際し、既存の知的財産法の枠組みでは排除できない行為を取り締まる目的で、ア

ンブッシュマーケティングの概念を法律に盛り込んでいます。また、オリンピックと関係があると公衆に認識させるおそれのあ

る表示を禁止しました。ブラジルではリオオリンピック(2016 年)に際し、商業・非商業利用を問わず、大会組織委員会または

IOC の事前の明確な承諾のない使用すべてを禁止し、既存の知的財産法で取り締まることのできないアンブッシュマーケティン

グ行為を違法とする措置を採りました。ガイドライン等だけでは実効性が担保できないため、特別な時限立法を設置する場合が

増えています。 
26 現行の日本国商標法ではＩＯＣ等著名な標章は登録を禁止し(4 条)、オリンピックに関する登録商標を正当な権原なく使用す

ることを禁止しています(36,37 条)が、あくまで商品・役務との関係で商標を登録し、使用する行為を禁止するに留まり、オリ

ンピックのイメージに便乗し、オリンピックとの関連性を作出することによりあたかもオリンピックと関連すると公衆を誤認さ

せるような行為や非商業的使用は禁止することができないと解されます。 

また、不正競争防止法において、指定国際機関の標章の商業上の使用禁止(17 条)、スポーツ団体やイベントの周知・著名な名

称、ロゴ、キャラクターの商標的使用禁止（2条）等の規定はあるものの、商標法と同様、アンブッシュマーケティングまでも

排除できる規定とはなっていません。 
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ライセンス収入等）はいまやビジネスとして確立されています。正当な権利者に無断でオリンピック関連の

知的財産権の効力に便乗する「フリーライド行為」を排除し、公正な競争を保護・促進するビジネス環境を

整備する対策を講じることは、日本市場の評価にも繋がる重要な措置となると考えます。 

 

日本が国際的な信用を維持し、オリンピック開催国としての責任を全うするためにもアンブッシュマーケ

ティング行為を適正に取り締まり、オリンピックに関する知的財産権の保護を真に実効せしめるルールの創

設を期待いたします。 

 

 

 

２．医薬分野に関する特許法整備について 

（１）再生医療を含む治療方法の知財保護整備について 

近年、再生医療、個別化医療等の先端医療の登場により、医療と産業との距離が縮まっております。一方、

現在、「医療行為は産業ではない」とされており、医療行為を物の発明として権利化する必要性があること

から、医療行為であり治療方法等の発明として本来保護されるべき発明が、その本質から離れた形での特許

となる等の弊害が生じております。今後、これらの先端医療におけるイノベーションを加速させるためには、

法文上も医療行為を一産業として規定されるべきと考えます。具体的には、医師の免責を認めた上で、特許

法第２９条の「産業上利用することのできる発明」の「産業」に、医療産業を含めることの検討などが考え

られます。現在、日本医療研究開発機構（AMED）をはじめとして iPS 細胞等を用いた再生医療の基礎から臨

床までの研究を加速させるプロジェクトが進められていますが、医療行為を特許対象とすることにより、企

業の参画が活発化することが考えられます。その結果、先端医療の実用化・普及化が進み、国民が先端医療

を享受できることになります。 

 

（２）医薬関連特許の特許期間延長制度の見直しについて 

最高裁判決（平成 26(行ヒ)356）を受けて特許庁において特許期間延長制度の見直しが図られているところ、

来年度は法改正に向けての活動を視野に入れて特許期間延長に関して適切な法制度整備を推進していくこ

とを要望します。 

 

 

３．生物多様性条約に関する体制整備について 

 2010 年に開催され作成された生物多様性条約に関する名古屋議定書に関し日本の生物資源に関する管理

の体制、法整備が環境省、経済産業省など関係省庁において検討されています。 

 本条約に関する当協会会員への調査によれば、本条約は、直接的に関係していると言われる医薬、食料の

分野のみならず、生化学物質は略全ての産業分野で利用しているにも関わらず条約を十分知らない企業が大

半であること、また、各分野では、国内の材料よりむしろ海外の材料を多く研究開発の材料として使用して

いることが判明しています。すなわち、この条約の批准及びその体制如何は我が国の産業に大いに影響を及

ぼすという認識であります。 

一方で、この分野で当協会会員が海外で知財を取得するに際して、本条約の批准国より知財の取得に関し

て圧力がかかり、ケースによっては特許出願公開の情報から現地で不買運動が起こったり、条約違反などと

いう現地弁護士の見解で権利化断念を余儀なくされたりするなど、国内よりむしろ海外での国内産業のビジ

ネスあるいは知財保護に問題が生じています。 

特に、こうした問題が生じている国は、日本語、英語以外の言語を使用する国が多く、日本企業にとって

みると現地の生物資源活用に必要な現地の法制度や体制、その研究から生まれる知財の保護に係る手続きの

情報が極めて不足しています。 

特許制度は属地主義であり各国が施行する法制度に関しては各国依存で、調和は経済連携交渉で図るとい

うところ、この条約の採用に関しては反対意見を持つ先進国も多いので、今後の交渉で将来的には一律の法

体系とする方向でありますが、時間を要すものと推察します。 

しかし、現時点においては国内で既に発生している関係する知財についての海外での権利化という場面に

対して何らの国内の仕組みが存在しません。研究開発のための相談窓口や、権利化の手助けになるよう、各

国における生物多様性に関する知財に関する制度の詳細情報の収集、収集情報を日本企業に簡単に理解可能

にするような公開 DB の整備が必要です。 

こうした国内体制の整備をお願いします。 

 因みに、国内の法整備においては生物多様性条約の遵守と特許制度を関連づけることは慎重であるべきで

あり、例えば生物多様性条約の遵守と特許無効事由を関連づけるようなルール化には、従来特許制度の根幹
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を揺るがす深刻な影響が予想され、反対いたします。 

 

                                 
以 上

 

No. 法人・団体名 

22 一般社団法人日本民間放送連盟 

意見 

（１）「知的財産推進計画 2016」の策定に向けた意見 

 ○ クリエーターや権利者への適切な対価還元について 

  ・ デジタル化技術・インターネット技術等の進展・普及に伴い、放送番組等のコンテンツを利用して

メーカーや利用者は利益・利便性を得ている一方、そこで利用されているコンテンツのクリエーター

や権利者には適切な対価還元が行われていない。早急に現行の私的録画補償金制度の建て直し、また

は新たな制度の創設を要望する。 

 

 ○ アーカイブの利活用について 

  ・ 放送分野のアーカイブの利活用の促進や他のアーカイブとの連携については、放送事業者および関

係権利者の意見を十分に踏まえ、慎重に検討することを要望する。 

 

 ○ コンテンツの海外展開の推進について 

  ・ 放送コンテンツの海外展開のための権利処理に関しては、関係者間で行われる、その“迅速化・効

率化”に向けた取り組みに対し、国の支援が必要となる場合は適切な措置を講じることを要望する。

  ・ コンテンツの海外展開においては、「放送コンテンツ海外展開促進機構（ＢＥＡＪ）」等を活用した

省庁横断的なオールジャパンでの取り組みを一層強化するとともに、一定の成果を有している既存の

海外展開の取り組みについては、中長期的ビジョンをもって実施可能とする政策的・財政的支援を要

望する。 

  ・ コンテンツの海外展開における他国との制度的・文化的側面における障壁について、国家間での解

決に向けた施策の推進を要望する。 

  

 ○ 放送コンテンツ等の違法配信への対応について 

  ・ 国内サイトにおける放送コンテンツ等の違法配信については、悪質なアップローダーの摘発を一層

強化するとともに、現行制度のプロバイダの法的責任範囲の在り方に関する再検討を行うなど、違法

配信の抑止に有効な方策を講じることを要望する。 

  ・ また、海外のサーバーやウェブサイトから日本に向けた違法配信については、日本の配信事業にと

って大きな障害となっていることから、サイトの違法配信の発信国（サイト運営者の国籍もしくはサ

ーバー設置国）との間で国レベルでの解決策を検討するなど、正規の配信事業者が公正な条件の下で

海外サイトと競争できる環境を整備することを要望する。また、現在、世界知的所有権機関（ＷＩＰ

Ｏ）で検討されている「放送機関の保護に関する条約」については、国境を越えた放送コンテンツの

違法配信対策にも有効となりうることから、国として早期成立に向けて積極的に活動することを要望

する。 

  

 ○ 権利処理の円滑化に向けた集中管理の促進 

  ・ 音楽著作物の分野においては複数の著作権管理事業者が存在することにより、利用者にとって権利

処理が煩雑化している。利用の円滑化を図るため、インターネット上での音楽利用に限らない形での

集中管理組織や管理著作物データの集約組織の設置など、適切な対策を講じることを要望する。 

 

（２）「知的財産分野におけるＴＰＰへの政策対応について」に対する意見 

 ○ 著作隣接権者の平衡な取り扱いについて 

  ・ ＴＰＰ協定において、権利保護の強化の対象となっているのは、著作物、実演（レコードに固定さ

れた実演）およびレコードのみであるが、ＴＰＰ協定で定められた範囲に加え、視聴覚的実演も含ん

だすべての実演に対する保護強化を行うのであれば、同じ著作隣接権である「放送」についても平衡

な取り扱いを希望し、具体的には以下の項目を要望する。 

    ① 放送の保護期間を７０年とすること。 
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    ② 放送の利用を管理する効果的な技術的手段（アクセスコントロール）に関する制度整備を行う

こと。 

    ③ その他、「法定損害賠償に係る制度整備」や「非親告罪化」についても、放送事業者を実演家

やレコード製作者と並べて取り扱うこと。 

 

 ○ 権利者不明著作物等への対応について 

  ・ 保護期間が延長されると、権利者の所在が不明となる著作物等の増大が予想され、多くの著作物、

実演、レコードを利用する放送番組において、制作、放送、二次利用等のさまざまな場面で障害とな

る懸念があるため、然るべき方策を講じることを要望する。 

 

 ○ 配信音源への二次使用に対する報酬請求権の付与について 

  ・ 配信音源に二次使用料請求権を付与する場合は、保護の対象となるレコードおよび適用の対象とな

る放送サービスの範囲について、各国との間で現在の取り扱いが維持され、放送事業者の負担が増加

することがないよう要望する。 

以 上

 

No. 法人・団体名 

23 一般社団法人日本レコード協会 

意見（要旨） 

１．環太平洋パートナーシップ（TPP）協定に定められている著作権関係事項の早期実現 

  ① レコード保護期間の延長 

  ② 配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与 

  ③ 著作権等侵害に係る損害賠償制度の充実 

２．新産業創出環境の形成に向けた制度検討のあり方 

３．「レコード演奏・伝達権」の創設 

４．クリエイターへの適切な対価還元制度の創設 

５．ウェブサイトへのアクセス遮断措置（サイトブロッキング）の導入 

意見（全文） 

１．環太平洋パートナーシップ（TPP）協定に定められている著作権関係事項の早期実現 

      2015 年 10 月に大筋合意に達した TPP 協定交渉について、レコード文化の創造・普及・継承に向けた

方策として、以下の著作権関連項目に係る国内法の改正手続を早期に進め、知財立国として一日も早

く改正法を施行すべきである。 
 

① レコード保護期間の延長 
     物理的媒体である旧譜レコードのデジタル化を促進し、多様な品揃えを兼ね備えたレコードビジ

ネスを推進するため、レコード保護期間の終期を現行の「発行後 50 年（最初の音固定後 50 年以内

に発行されない場合は最初の音固定後 50 年）」から「発行後 70 年（最初の音固定後 70 年以内に発

行されない場合は最初の音固定後 70 年）」に延長すべきである。 

 
②  配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与 

商業用レコード（市販 CD 等）の放送・有線放送（放送等）での使用に関しては、放送事業者等

からレコード製作者に一定の対価（二次使用料）が還元されているが、配信音源は二次使用料請求

権の対象になっておらず、アンバランスが生じている。2014 年の世界市場において、有料音楽配信

売上がパッケージ売上と同額になる中、放送等における配信音源の使用についても使用料請求権を

付与すべきである。 

 
③  著作権等侵害に係る損害賠償制度の充実 

      インターネットを利用した著作権等の侵害においては、損害額の算定に必要な侵害回数、侵害の

期間等を立証することが困難な場合が多く、権利者の救済が必ずしも適切には図られていない。訴

訟を提起しても、小規模な侵害事件ではコスト倒れになることから「侵害し得」の状況が生じてい

る。 
     現行著作権法の中に、既に損害額の立証負担を軽減するための規定（第 114 条第 1項から第 3

項）が存在するが、侵害回数・侵害者利益額の捕捉が困難な場合や、許諾実績のない侵害行為類型

については、依然として損害額の立証が困難である。そのような場合に備え、裁判所が口頭弁論の
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全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な損害額を認定できる制度（第 114 条の 5）も用意されて

いるが、同制度は、裁判所の裁量で用いられる規定であり、訴訟当事者において、損害賠償認容額

を事前に予測することはできない。 

     我が国の填補賠償原則を超えない範囲内で権利の実効性を確保するための法改正を検討すべき

である。例えば、被害者が権利侵害の事実を立証した場合には、一定の合理的な額や基準（権利行

使のために最低限必要な費用が補填される額として、過去の判例における損害賠償認容額の下限値

等を参考としながら、一侵害事件あたりの損害額を１０万円と推定するなど）に基づいて損害額を

推定する規定を新たに設けることを検討すべきである。この場合、侵害者からの反証を許すことに

より公平な制度を構築することが可能である。 

 
２．新産業創出環境の形成に向けた制度検討のあり方 
   インターネット時代の新規ビジネス創出等を目的とした制度検討を進めるに当たっては、許諾手続の

簡素化・円滑化に資する方策を検討の基軸とすべきであり、柔軟性の高い権利制限規定の導入は、著作

物等の保護と利用の適切なバランスを著しく失すると考える。 
    柔軟性の高い権利制限規定は要件が抽象的であるため、個別具体的な利用に係る権利制限の該否が予

測困難であり、司法の終局的判断を待って初めて法的評価が定まるため、新規ビジネスの安定的立ち上

げ・運営に繋がるものではない。また、著作物等の通常の利用を妨げ、権利者の正当な利益を不当に害

することが明らかな利用であっても、権利者は、司法手続によらない限り、権利制限の抗弁に基づく居

直り侵害を受忍しなければならず、訴訟コストとの見合いで泣き寝入りせざるを得ない状況が危惧され

る。 
   権利保護と新規ビジネス創出等のニーズを適切に調和させるためには、権利者の権利保護を切り下げ

る法改正ではなく、許諾申請窓口の一元化、集中管理スキームによる対応、権利者不明著作物等の裁定

制度の改善など、権利者と利用者間の民間レベルの協議が促進されるよう支援するための施策を検討す

ることが適当である。 
 
３．「レコード演奏・伝達権」の創設 

   CD を再生したり、音楽ラジオ放送を受信して伝達する等の方法により来店者等に音楽を聞かせるな

ど、公衆に聴かせるための演奏・伝達行為について、著作権者は演奏権及び公の伝達権を有しているが、

レコード製作者にはこれらに相当する権利（「レコード演奏・伝達権」）が存在せず、レコードの演奏・

伝達によって生み出される経済的利益に与ることができていない。 

   「レコード演奏・伝達権」に相当する権利は、著作隣接権関連条約で認められている権利として既に

世界 143 カ国（OECD 加盟 34 カ国中 32 カ国）において導入されている中、我が国も、新たなレコード

製作の経済的基盤を確保するための権利として導入すべきである。 

 
４．クリエイターへの適切な対価還元制度の創設 
   デジタル複製技術が高度に発達した現代社会において、芸術や文化の享受を私的複製抜きに考えるこ

とはできない。その際には、当然、「ユーザー」、「複製手段を提供する者」、「権利者」の三者の利益バ

ランスを考慮する必要がある。「ユーザー」は自由かつ無許諾で私的複製を行うことができ、また、「複

製手段を提供する者」はユーザーが私的複製を行うことを前提に、複製機能を有する多品種大量の機器

を製造・販売、あるいは同種の多様なサービスを提供することにより大きな利益を得ている。 
   一方、「権利者」は複製権の制限により私的複製から正当な対価の還元を受けていないばかりか、現

行の私的録音録画補償金制度が事実上機能していない現状において、三者の関係はあまりにもアンバラ

ンスであると言わざるを得ない。 
   政府は、このような状況を打開するために、ユーザーの利便性向上に配慮しつつ、新たな、クリエイ

ターへの適切な対価還元制度の創設を行うべきである。 
 
５．ウェブサイトへのアクセス遮断措置（サイトブロッキング）の導入 

膨大な数にのぼるインターネット上の著作権等侵害は、権利者が発見し削除要請等の対応を実施して

も、蔵置場所を変えて日々絶え間なく発生し続けている。そのため、もはや権利者による事後的な対応

だけでは侵害量の顕著な減少は期待できない状況となっている。 
政府は、既に実施している諸外国における違法利用の減少効果等を適切に見極めながら、違法の蓋然

性が極めて高いウェブサイトへのアクセス遮断措置（いわゆるサイトブロッキング）の導入を積極的に

検討すべきである。 
以上
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No. 法人・団体名 

24 BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス 

意見（要旨） 

１．技術的制限・保護手段 

・ライセンス認証の仕組み及び不正手口を検討し、回避のための機器・プログラムの譲渡に限定せずに不正

競争・著作権侵害に該当するよう不正競争防止法・著作権法の改正を要望 

・クラック・プログラムの回避プログラム該当性に関し、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改

定を要望 

２．政府における適正ソフトウェアの使用 

３．法定賠償 

４．日本版バイ・ドールの運用ガイドライン（経産省）の見直し 

意見（全文） 

 BSA| ザ・ソフトウェア・アライアンス27（以下「BSA」）は、「知的財産推進計画2016」（以下「本計画」

という。）の策定に向けて以下の通り意見を提出します。 

 

  ソフトウェア業界は、現在大きな変革を遂げています。BSA会員企業は、データサービス、アナリティク

ス、セキュリティソリューション、接続性など、多様なサービスの提供を加速させています。また、様々な

ソフトウェア・ソリューションは、顧客がそれぞれのソフトウェアの需要に合わせ、リアルタイムで投資を

調整することができるよう、サブスクリプション形式によりオンライン上で提供されることが増えていま

す。 

 

BSA会員企業は、革新的な技術開発に多くのリソースを投入し、世界におけるデジタル経済を牽引してい

ます。BSA会員企業は、毎年、多額の研究開発投資を世界中で行っていますが、この投資は、イノベーショ

ンと製造のエコシステムを支え、企業から個人に至るまで全ての者に利益をもたらしています。ソフトウェ

ア製品及びサービスの知的財産保護は、このエコシステムに必要不可欠な要素であり、日本はこの点に関し

重要な役割を担っています。BSA会員企業は、引き続きイノベーションをもたらしデジタル経済を発展させ

るために、知的財産保護に大きく依存しています。従って、BSAは、政府が策定する知的財産保護の目標の

設定及び施策に高い関心を持ち、これを支持するとともに、その一助としていただくため以下の通り意見を

述べます。 
 

１．オンライン認証システムの技術的制限・保護手段としての保護と関連法の改正等 

 ストレージ、処理能力、アナリティクス等を含むデータサービスは、デジタル経済において最も急速に成

長している分野です。これに伴い、ソフトウェアの利用及び提供形態も急速に変化しています。BSA会員企

業も、従前はCD-ROM等の媒体又はプレインストールの形態でソフトウェアをユーザーに提供していました

が、今日では、ソフトウェアはオンラインでダウンロードされるか、又はクラウドサービスのようにサーバ

ー上で利用されることの方が多くなっています。このような状況においては、デジタル環境下での技術的制

限・保護手段の回避に対する適切な法的環境を整えることが非常に重要です。BSAは、最新のソフトウェア

製品及びサービスに対する適切な知的財産保護を確実にするため、以下の改正及び変更を求めます。 

(1) 不正競争防止法の改正 

現行の不正競争防止法における技術的制限手段の定義（2条7項）及び技術的制限手段回避行為の定義（2

                                                  
27 BSA | The Software Alliance（BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス）は、グローバル市場において世界のソフトウェア

産業を牽引する業界団体です。BSA の加盟企業は世界中で最もイノベーティブな企業を中心に構成されており、経済の活性化と

より良い現代社会を築くためのソフトウェア・ソリューションを創造しています。ワシントン DC に本部を構え、世界 60 カ国以

上で活動する BSA は、正規ソフトウェアの使用を促進するコンプライアンスプログラムの開発、技術革新の発展とデジタル経済

の成長を推進する公共政策の支援に取り組んでいます。BSA の活動には、Adobe, ANSYS, Apple, ARM, Autodesk, AVEVA,  Bentley 

Systems, CA Technologies, Cisco, CNC/Mastercam, DataStax, Dell, IBM, Intel, Intuit, Microsoft, Minitab, Oracle, PTC, 

salesforce.com, SAS Institute, Siemens PLM Software, Symantec, Tekla, The MathWorks, Trend Micro, Workday が加盟企

業として参加しています。詳しくはウェブサイト（http://bsa.or.jp）をご覧ください。 
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条1項11号）は、被害が年々増大している不正なプログラム使用と流通の実態に追いついていないため、見

直しを行い、不正行為に対応できるよう改定すべきであると考えます。そして、かかる不正競争防止法の改

正を行う際には、現に存在する仕組みだけでなく、新しい技術も当該規定の範囲に入るようにすべきと考え

ます。定義を狭くし過ぎてしまうと、急速に進化する新しい技術を取り込むことができず、不正競争防止法

による回避規制が時代に遅れ有用なものでなくなってしまうおそれがあります。現在、ビジネスソフトウェ

アは、下記(2)に記載するライセンス認証のシステムを広く採用しており、さらに今後様々な認証システム

を採用することが予測されます。そして、その認証システムの不正な回避による損害は、様々な調査・情報

や実状に基づく推計からして年間数百億を下らない甚大な額となっております。特に、新興国において犯罪

的な組織や人員が悪質かつ巧妙な手口で認証コードを不正に入手し、日本国内に流入させ、日本国内で不正

なソフトウェアの売買が行われており、海外組織や人員にその利益が還元されている事態は看過できませ

ん。従って、不正競争防止法の改正により、ライセンス認証システムの回避行為規制を適切に行うことが重

要です。オークションやその他インターネットサービスを通じて、日本で容易に不正な利益をあげることが

できるとの評判が広まれば、日本が海外の不正組織の活動の温床ともなりかねません。日本は、世界最高ク

ラスの知的財産立国として、このような海外組織等を利することにつながる手段を阻止すべきであるし、ラ

イセンスを取得できないにもかかわらず不正品に対価を支払う日本国民をなくすため、施策を早急に検討す

べきです。 

以上より、ライセンス認証の仕組み、認証コードの不正取得・譲渡等の不正な手口を十分に検討し、現行

法2条7項及び2条1項11号により規定される不正競争につき、これを回避のための機器やプログラムの譲渡に

限定しないように定義し、かつ、ライセンス認証システム及び将来的な技術の回避行為に対する有効な対策

となるよう、不正競争防止法を改正することを要望します。 

(2) 準則の改定 

平成 27 年 4 月版「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」（以下「現行準則」という。）の「III-10 使

用機能、使用期間等が制限されたソフトウェア（体験版ソフトウェア、期間制限ソフトウェア等）の制限の

解除方法を提供した場合の責任（iii69~iii78）」（以下、当該箇所を「ソフトウェア制限解除箇所」という。）

における不正競争防止法適用に関する記述について、ソフトウェア業界が採用する技術が変化したこと及び

新たに判決が出されていることも踏まえ、早急に改定することを求めます。経済産業省では「電子商取引及

び情報財取引等に関する準則」の改定を定期的に行っているものの、平成 27 年 4 月に公表された最新の改

定案において、残念ながら当該箇所は改定対象となっていませんでした。これに関連して、「知的財産推進

計画 2015」62 頁の項目 135「インターネットを通じた知財侵害への対応」において、2015 年度の取り組み

として「電子商取引等に関連する法令の解釈を示す「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」において、

商標法や著作権法等の解釈に係る論点を含めた整備を行い、民間における適切なルール形成を支援」すると

あり、ソフトウェア業界として改定に期待をしておりましたが、現時点において、不正競争防止法に係る当

該箇所の改定は行われておりません。 

 

即ち、現行準則では、ソフトウェア制限解除箇所において、「一般に、制限版における制限方法は、特定

の反応をする信号がプログラムとともに記録されていたり、プログラム自体が特定の変換を必要としたりす

るものではなく、技術的制限手段に該当しない。したがって、当該行為は、いずれの態様においても、技術

的制限手段に対する不正競争には該当しないと考えられる。」と結論づけています（iii77）。しかしながら、

ソフトウェア制限解除箇所における考察及び結論は、現在ソフトウェアメーカーが幅広く採用しているライ

センス認証システム（プログラムの実行可能化条件として、メーカーが送付する認証済メッセージの受信と

ユーザー・コンピュータへの記録を求める仕組み）の存在を射程に入れたものではないため、ライセンス認

証システムの認証回避型クラックツールの提供においては結論を異にするものであって、その場合は、不正

競争防止法の適用が認められることを明記すべきです。このライセンス認証システムの認証回避型クラッ

ク・プログラム（ここでは、ライセンス認証システムによる認証を回避し、使用期間や機能制限のない製品

版プログラムの実行を可能化する信号である不正なプロダクト ID をユーザーパソコン内に偽造・偽装する

クラック・プログラムをいう）の提供事案については、既に刑事事件において不正競争防止法違反を理由と

する複数の有罪判決が出されており28、これらの判決において、ソフトウェアメーカーが広く採用するライ

センス認証システムが不正競争防止法の「技術的制限手段」に当たること、クラック・プログラムが「技術

的制限手段により制限されているプログラムの実行を当該技術的手段の効果を妨げることによる可能とす

                                                  
28 平成 26 年 12 月 5 日宇都宮地方裁判所判決 http://bsa.or.jp/news-and-events/news/bsa20141205/ 

平成 27 年 9月 8日神戸地方裁判所判決 http://bsa.or.jp/news-and-events/news/bsa20150915/ 

平成 28 年 1月 12 日長崎地方裁判所判決 http://bsa.or.jp/news-and-events/news/bsa20160128/ 
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る機能を有する」ものであることを明確に認定しています。これに対し、ソフトウェア制限解除箇所におけ

る記述は、ライセンス認証システムについての正確な理解と認識に立つものではなく、クラックツールの提

供を一般的に不正競争に該当しないと結論づけることには明確な誤りがあり、本準則の与える影響の大きさ

からすれば、現状のまま放置することは許容されるものではないと考えます。 

従って、ソフトウェア制限解除箇所における記述は、ライセンス認証システムの存在を前提としておらず

現在の技術動向と齟齬があること及び判例に鑑み、改定又は全面的に削除されるべきであり、また、改定す

る場合、少なくとも現在の結論の適用場面を限定・明確化するよう強く要望します。クラック・プログラム

の提供により不正なソフトウェア利用が可能となって深刻な被害を受けているソフトウェアメーカーが、ソ

フトウェア制限解除箇所の改定又は全面的削除によって、円滑にエンフォースメントを行えるようになるこ

とを要望します。そして、これらの点が、本計画に明確に記載されることを求めます。 

(3) 著作権法の改正 

TPP 協定の締結に必要な国内実施のため、検討を行う事項の 1つとして著作物等の利用を管理する効果的

な技術的手段（アクセスコントロール）に関する制度整備が挙げられています。著作権法 2条 1項 10 号及

び 120 条の 2に関連し、アクセスコントロール及びその回避行為に関する規制について検討する場合も、上

記(1)と全く同様のことが当てはまります。すなわち、まず、基本的な視点としては、著作物を保護するた

めのアクセスコントロールの技術には多種多様なものがあり、技術の進歩を妨げないよう、特定の手法に限

定し過ぎない規定とすべきです。また、ライセンス認証の仕組み、認証コードの不正取得・譲渡、クラック・

プログラムの譲渡等の不正な手口を十分に検討し、回避のための機器やプログラムの譲渡に限定せずに、こ

れらの不正行為が著作権法違反と規定され、有効な不正行為に対する対策となるよう、著作権法を改正する

ことを要望します。 

 

2. 政府における適正なソフトウェア使用及びソフトウェア資産管理 

「知的財産推進計画 2015」68 頁の項目 138 には、2015 年度の施策及び 2016 年度以降の施策として、以下

の通り記載されています。 

 

「協定等の要請に基づき、国の行政機関、独立行政法人、特殊法人等において、適法なソフトウェアの取得・

管理・使用及びライセンスによって許諾された方法によるソフトウェアの取得・管理・使用を厳守するとと

もに、その周知徹底を行う。」 

「各省庁において調達ガイドラインを改正する等により，適法かつライセンスに従った取得・運用・管理を

行うことを確保するとともに，各省庁においてその所管にかかる独立行政法人，特殊法人等に対しても書面

により適法かつライセンスに従った取得・運用・管理を行うべきことにつき周知徹底を行う。」 

また、政府における適正ソフトウェアの使用について、TPP の知的財産章（第 18 章）にも同様の合意内

容が記載されています29。BSA は、政府機関による適正ソフトウェアのみの使用に関する規定が TPP に含ま

れたことを歓迎します。ソフトウェアの不正使用は、ソフトウェア企業の収益に悪影響を与え将来のイノベ

ーションへの投資を阻害しかねないだけでなく、政府機関による不正ソフトウェアの使用はマルウェアへの

感染又はその他のセキュリティ上の脆弱性に関するリスクを高める問題があります30。この点、日本政府に

おいては、全ての政府機関におけるソフトウェア使用のポリシーにつき TPP 合意事項遵守の観点から確認を

行い、他の TPP 参加国の模範となることを求めます。 

そして、より具体的なアクションとして、平成 7年に経済産業省が公表した「ソフトウェア管理ガイドラ

イン」31につき、当該ガイドラインは公表後 20 年が経過することから、最新のソフトウェア利用状況に合

わせてアップデートするとともに、早期に公表され、周知徹底されることを要望します。 

 

                                                  
29 https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Intellectual-Property.pdf 

Article 18.80: Government Use of Software 

1. Each Party recognises the importance of promoting the adoption of measures to enhance government awareness of respect 

for intellectual property rights and of the detrimental effects of the infringement of intellectual property rights. 

2. Each Party shall adopt or maintain appropriate laws, regulations, policies, orders, government-issued guidelines, 

or administrative or executive decrees that provide that its central government agencies use only non-infringing 

computer software protected by copyright and related rights, and, if applicable, only use that computer software in 

a manner authorised by the relevant licence. These measures shall apply to the acquisition and management of the software 

for government use. 
30「不正ソフトウェアとサイバーセキュリティ脅威」(英語）http://bsa.org/malware 
31 平成 7年 11 月 15 日「ソフトウェア管理ガイドライン」

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/softkanri-guide.htm 
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3. 法定賠償 
TPP 協定の締結に必要な国内実施のため、検討を行う事項の 1つとして、著作権等侵害により生じた損害

を賠償するための法定の損害賠償に関する制度整備が挙げられています32。この点、デジタル著作物の複製

は、安価で、大量に、品質を落とさずに可能であり、オンラインを使っての違法複製物の頒布は、瞬時に、

広範囲に、大量に、経費をかけることなく行われます。デジタル著作物の複製及びオンライン上での侵害行

為の容易さに比し、権利者がこれまでの伝統的な方法で権利行使を行う場合の手間と費用は膨大であり、両

者の負担につき適切なバランスを失しています。権利者に対して、迅速な救済を与える一つの方策として、

法定賠償制度を導入すべきであると考えます。 
 

4．日本版バイ・ドール制度の運用のあり方について 

日本版バイ・ドール制度の目的は、本来、研究開発の成果にかかる特許権等（以下「本知的財産権」とい

う。）を受託者に帰属させ、本知的財産権を事業活動において活用するインセンティブを通じて、イノベー

ションを促進することにあります。しかしながら、経済産業省から公表された「委託研究開発における知的

財産マネジメントに関する運用ガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）は、本知的財産権を活

用した効率的な事業化を妨げてしまい、イノベーションを促進するのではなく、却って阻害しかねないもの

となっております。即ち、本ガイドラインは、非生産的で煩雑な、知的財産権保有者による報告義務を定め

ています。当該報告は、政府機関に対して提出しなければならず、本知的財産権に関わる事業化プロセスへ

の政府機関による積極的な介入が行われることになります。知的財産権保有者が、政府のハイレベルでの介

入を受けることなく、本知的財産権を活用した事業化について自ら戦略的な決定を行えないとすると、非効

率であるばかりか、究極的には本知的財産権を活用した事業化を妨げ日本経済の発展を阻害することとなり

ます。従って、BSA は、米国バイ・ドール法や EU の EU Horizon2020 など、他国で取り入れられている制度

と同様のものとなるよう本ガイドラインを改定することを要望致します。これにより、日本は、日本版バイ・

ドール制度が制定当初目指していた目的を達成することができるようになるものと考えます。 

以 上

 

No. 法人・団体名 

25 日本製薬工業協会 知的財産委員会 

意見（要旨） 

わが国おける製薬企業の創薬イノベーションと国際競争力の強化のためには、研究成果が適切に知的財産

として保護される環境が必要である。掲題「知的財産推進計画 2016」の策定に向けた意見募集につき、下

記の通り要望する。 

１．特許期間延長制度の抜本的な見直しを要望する 

２．知財紛争処理システムの大きな変更は不要であり、慎重な検討を要望する 

３．医療行為を特許発明の対象とするための検討を要望する 

意見（全文） 

１．特許期間延長制度の抜本的な見直しについて 

（１）特許期間延長制度は、新薬の研究開発にインセンティブを与え、国内製薬産業の発展に寄与すること

を目的として導入された。本制度により国内製薬企業による医薬品の研究開発が活性化され、世界に通用す

る新薬が数多く創製された。また、新薬の特許期間が満了した後にジェネリック企業が市場に参入するため

のビジネス環境を提供するなど、国内製薬産業の発展と国際競争力の強化に大きく貢献してきた。 

（２）特許権が延長登録されるための要件について、従来の審査基準では、特許発明のうち処分の対象とな

った医薬品の「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲が先行処分によって実施できたかど

うかで判断されてきたところ、最高裁判決（平成 27 年 11 月 17 日判決）はこの審査基準を否定し、先行処

分と出願理由処分について医薬品としての実質的同一性に直接関わる審査事項（医薬品の成分、分量、用法、

用量、効能および効果）を比較することにより登録要件を判断すると判示した。 

（３）最高裁判決に伴い、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会 WG におい

て審査基準の改訂について審議されている。特許庁から提案された審査基準改訂案によると、医薬品の成分、

分量、用法、用量、効能および効果（6要素）のうち一つでも異なる処分であれば延長登録の対象となる。

今回の基準改訂は最高裁が現行法を解釈した結果に基づくとされるが、審査対象が 6要素にまで細分化され

ることにより様々な問題が発生することが懸念される。特に、同一の特許権に期間の異なる細分化された延

長登録が設定されることに伴い、医薬品が特許で保護される期間が不明確となる点は、先発企業およびジェ

                                                  
32 「知的財産分野における TPP への政策対応について」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chiszai_TPP151124.pdf 
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ネリック企業の双方にとって共通の懸念事項である（第 8回審査基準専門委員会 WG 資料を参照）。 

（４）また、ジェネリック医薬品の市場参入にあたり、延長された特許権の効力の及ぶ範囲について、先発

企業とジェネリック企業の解釈が異なり、無用な特許係争が発生するリスクがあることも従来より指摘され

ている。 

（５）これらの問題は、延長登録の要件及び延長された特許権の効力に関する特許法の規定が曖昧であり、

明確な解釈が困難であることに由来する。その結果、特許期間延長制度そのものが法的安定性を欠く状態と

なっている。また、制度導入当初の運用と比較しても、欧米の期間延長制度と比較しても、異質な制度運用

と言わざるを得ない。 

（６）以上のように、特許期間延長制度について現行法の解釈及び運用について不明確かつ法的安定性を欠

く状態が発生している。これを早期に解消するため、法改正を視野に入れた特許期間延長制度の抜本的な見

直しを行うことについて、知的財産推進計画 2016 に採用することを要望する。 

（７）なお、特許期間延長制度の見直しにあたり、医薬品の研究開発の多様化に対応し製薬産業の研究開発

力を向上させるためには、新規な有効成分や効能効果の研究開発だけでなく、薬物送達技術（DDS）等の革

新的な技術分野にインセンティブを与えることも産業政策として重要と考える（知的財産推進計画 2008 を

参照）。新薬開発に関連する各種の特許にも特許期間延長の機会が与えられ、もって製薬産業全体の発展に

つなげることが望ましい。 

 

２.知財紛争処理システムについて 

知的財産戦略本部において、知的財産推進計画２０１５に基づき、知的財産を活用したイノベーション創

出のために実効性の高い知財紛争処理システムの実現に向けた検討を行われていることは歓迎する。 

しかし、知的財産権に関する訴訟が多いほどイノベーション創出が促進されるとの考え方には賛同しかね

る。本来は侵害行為が起きず訴訟提起の必要がないことが望ましい。 

知財紛争処理システム検討委員会で検討されている４つの論点に関連して、製薬協知的財産委員会として以

下の要望を行うものである。 

（１）差止請求権 

製薬業界においても、差止請求権は最も重要な権利であり、差止請求権を制限するような法改正は望まな

い。 

（２）権利の安定性 

権利の安定性は重要であり、引き続き一定の品質を維持した権利化と、それを前提とした権利行使のしや

すさが求められる。 

104 条の３の取扱いがひとつの焦点であるが、これを無くすべきではない。また、104 条の 3で主張でき

る無効理由を制限する必要もなく、現状を維持すべきである。 

「明らか要件」の導入は、実効性に疑問があり、「明らか」であるか否かという点が新たな論点を作って

しまい、訴訟遅延化につながる虞があり好ましくないため行うべきではない。 

一方、侵害訴訟において、専門官庁である特許庁に対する求意見制度や有効性確認手続きは一つの有効な

手段であると考えるが、訴訟遅延につながらないような制度にするために十分な検討が必要である。 

（３）損害賠償額 

懲罰的な損害賠償や課徴金等は日本の制度にはなじまず、また諸外国（米国を除く）と比較しても高額で

あることから、法改正による損害賠償額の引き上げは望まない。対比されることのある米国の訴訟において

も損害賠償額は減少傾向にある（特に裁判官が判断するケース）。 

（４）証拠収集手続 

１）訴えの提起前 

訴訟を提起しようとする当事者に相手企業の工場、研究所などの査察を認めることは、営業秘密などの「探

索」のための証拠収集、濫用、脅し、審理の遅延などのおそれが危惧される。 

一方、第三者査察制度についても、効果に疑問があり、リスクもある。特定の専門技術に詳しい適切な第

三者が査察対応にあたるとは限らず、そのような第三者に誤った判断をされるという危惧や営業秘密上の観

点からの問題も残る。 

以上のことから、現状を変更すべきではない。 

２）争点整理手続 

104 条の 2の具体的態様の明示義務を十分に機能させるためには、「明示しなかった場合、相当な理由が

ある場合を除き、相手方主張の侵害行為を行っていたものと推定する。」などの制裁規定を設けることが考

えられたが、手続きの改定は、営業秘密漏洩などの重大な問題の発生が想定されるので、慎重に問題点を分

析、検討することが優先されるべきと考える。 

 



「知的財産推進計画 2016」の策定に向けた意見募集 

【法人・団体からの意見】 

67 
 

３．医療行為を特許発明の対象とすることについて 

近年、再生医療、個別化医療等の先端医療の登場により、医療と産業との距離が縮まっている。一方、現

在、「医療行為は産業ではない」とされており、医療行為を物の発明として権利化する必要性があることか

ら、医療行為であり治療方法等の発明として本来保護されるべき発明が、その本質から離れた形での特許と

なる等の弊害が生じている。米国においては医療行為を治療方法等の発明として認めるところ、今後これら

の先端医療におけるイノベーションを加速させるためには、法文上も医療行為を一産業として規定されるべ

きと考える。具体的には、医師の免責を認めた上で、特許法第２９条の「産業上利用することのできる発明」

の「産業」に、医療産業を含めることの検討等が考えられる。現在、日本医療研究開発機構（AMED）をはじ

めとして iPS 細胞等を用いた再生医療の基礎から臨床までの研究を加速させるプロジェクトが進められて

いる、医療行為を特許対象とすることにより、企業の参画が活発化することが考えられる。その結果、先端

医療の実用化・普及化が進み、国民が先端医療を享受できることになる。 

 

以上

 

No. 法人・団体名 

26 一般社団法人日本音楽著作権協会 

意見（全文） 

意見１ 私的複製に係る適正な対価の還元のための新たな制度を創設すべきです。 
 
現行の私的録音録画補償金制度は，実際に使用されている機器・メディアが補償金の対象となっていない

こと，及びメーカーが補償義務者ではなく単なる協力義務者とされていることから，機能不全に陥っていま

す。 
デジタル技術の発展により，ユーザーは，多様なコンテンツを簡単かつ高品質に複製して様々な方法や場

所で楽しむことができるようになり，メーカーは，そのようなユーザー向けに，より高性能な複製機器・大

容量の記録媒体を製造・販売することで利益を上げています。これに対し，肝心のコンテンツを提供してい

るクリエイターは，現行補償金制度が機能不全に陥っていることから，日々大量に行われる私的複製から適

正な対価の還元を受けられないままとなっています。 
創造，保護，活用のサイクルを要とする知的財産推進計画においては，このような不均衡の解消を喫緊の

課題として位置付け，ユーザー・メーカー・権利者という三者のバランスに配慮した新たな制度の確立を目

指すべきです。具体的には，補償金の対象とすべき機器・メディアを政令で個別に指定するのではなく，補

償の対象を私的複製に供与される複製機能とし，補償義務を個々のユーザーに負わせるのではなく，ユーザ

ーに複製機能を提供することで利益を上げている事業者を補償義務者とすべきであると考えます。 
  
意見２ 権利者不明著作物に係る課題の抜本的な解決に資する制度の導入を検討すべきです。 
 
多種・多量の著作物をデジタル化してインターネット上で流通させるサービスの隆盛により，過去に創作

された著作物の価値が再発見され，新たな利用につながることも増えています。しかし，著作物の中には，

権利者やその所在が不明なもの（以下「権利者不明著作物」といいます。）もあり，権利者の捜索に要する

労力や時間が，利用者にとって，著作物使用料(又は裁定に係る補償金・担保金)以上に負担となる場合があ

ります。 
本課題については，文化庁長官による裁定制度の利用条件を一部緩和する対応が図られるなど現行制度を

前提とした範囲においては，一定の対応が取られていますが，抜本的な解決には至っていないのが現状です。

著作物の保護と利用者の利便性の向上とを両立させ，著作物の適正な利用によって文化及び産業の振興を

促進するためには，現行制度の改善にとどまらず，欧米各国で導入又は導入に向けた検討がされている拡大

集中許諾制度など，権利者不明著作物に係る課題の抜本的な解決に資する新たな制度の導入について検討を

進めるべきであると考えます。  
 
意見３ インターネット上の著作権侵害について，自助努力の限界を踏まえた官民一体の対応を強化すべき

です。 
 
 技術の進展に伴い多機能かつ高性能な情報機器が広範に普及した結果，著作権侵害行為や著作権侵害を助

長する行為（例えば，国外のウェブサイトに違法にアップロードされた楽曲を簡便に再生するためのアプリ

を無料で配布する行為など）もより多様化し，より広範に蔓延しています。 
当協会は広告関連団体と連携して違法サイト運営者等への広告収入の遮断を図るなどの対策を講じてい
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ますが，こうした自助努力の負担は国内においても増す一方です。まして，国外においては，自助努力の手

段を講ずること自体が困難である場合が多く，コンテンツビジネスの国外展開を阻害する要因となっていま

す。 
このように，特にインターネット上の著作権侵害に対しては，自助努力の限界を踏まえた官民一体の対応

が必要であり，諸外国の当局とも連携しつつ関係府省において早急に対策を強化することが望まれます。 
  
意見４ 知的財産の創造，保護及び活用のバランスのとれた制度を検討すべきです。 
 
 「知的財産戦略本部 次世代知財システム検討委員会」において「権利制限規定について、適切な柔軟性

を確保した規定を新たに導入すること」の議論が行われていますが（同委員会第３回資料１），知的財産を

活用する事業者の視点に偏することなく，創造，保護及び活用のバランスに配慮した検討をすべきです。 
著作物の利用に係る課題の解決方法として，しばしば産業界から米国を手本としたフェアユース規定が挙

げられることがあります。しかしながら，フェアユース規定は著作物等の商業的利用や産業振興などを目的

としたものではありません。 
特に，著作物等を商業的に利用する場合をも適用対象とする権利制限の一般規定を導入することは，創造，

保護及び活用のバランスに大きな影響を及ぼす上，国際的な市場で既に大きなシェアを有している多国籍企

業の競争上の優位性を更に高める結果となることが懸念されます。 
知的財産の創造サイクルは創作者への適切な対価還元があってこそ成立するものですので，著作物の利用

に係る課題については，権利者と利用者との丁寧な交渉と契約によって解決することが原則であり，その原

則(権利者と利用者の契約)を前提とする知的財産の創造，保護及び活用のバランスがとれた制度とすること

が重要です。 
 

No. 法人・団体名 

27 知的財産人材育成推進協議会 

意見（要旨） 

 本協議会は、「知的財産政策ビジョン」で規定される４つの柱のうち、特に「産業競争力強化のためのグ

ローバル知財システムの構築」及び「中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援」の２つに着目し、

これらを支える人財育成及び活用の観点から提言する。 

意見（全文） 

Ⅰ．はじめに 

２０１３年６月７日、今後１０年を見据えた知的財産政策の軸となる４つの柱と政策課題などを盛り込ん

だ「知的財産政策ビジョン」が知的財産戦略本部により決定された。 

昨年度、本協議会では本ビジョンにおける知財人財育成の前提・指針となる「知財人財育成プラン」に基

づいた具体策を中心として「知的財産推進計画２０１５」への提言を行った。本年度は、昨年度の提言の方

向性との一貫性を保ちつつ、状況の変化を考慮して提言を行うものである。 

 

Ⅱ．要旨 

 本協議会は、「知的財産政策ビジョン」で規定される４つの柱のうち、特に「産業競争力強化のためのグ

ローバル知財システムの構築」及び「中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援」の２つに着目し、

これらを支える人財育成及び活用の観点から提言する。 

前者の「産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築」については、知財マネジメント人財及

びグローバル知財人財を育成すると共に、知財人財の裾野の拡充と世界から優れた知財人財が集まるような

仕組みの構築を進める観点から、Ⅲ章に幾つかの提言を記載する。また、知財人財育成プラン推進体制の整

備に関しても言及する。 

後者の「中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援」に関しては、「中小・ベンチャー企業等に

対する支援」及び「知財総合支援窓口機能の強化」の２つの観点で整理し、Ⅲ章に幾つかの提言を記載する。

 

Ⅲ．提言 

１．産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築 

 「知的財産政策ビジョン」においては、産業競争力強化のためのグローバル知財システム構築を支える国

際競争力の向上に資する知財人財の育成を図るため、「知財マネジメント人財の育成」「グローバル知財人財

の育成」「知財人財の裾野の拡充」「知財人財育成プラン推進体制の整備」の４つのポイントを挙げている。

また、「世界から優れた知財人財が集まるような仕組みの構築」についても言及している。以下、これらの
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ポイントに沿って、具体策を提言する。 

 

（１）「知財マネジメント人財」の育成について 

①知財マネジメント人財の育成 

 日本弁理士会では、知財ビジネスアカデミーで知財マネジメント研修を実施しており、企業の事業活動に

資する知財戦略を企画・提案できる知財マネジメント人財の育成を行っている。同様な取組を拡大すべきで

ある。 

 

②知的財産情報をより「積極的」に活用できる人財の育成 

知的財産情報、特にいわゆる特許情報（実用新案、意匠、商標の情報も含む）は、特許や意匠等の出願が

実際の事業活動に先行して行われており、その件数や分野には経営資源の投資配分も反映されていることか

ら、企業の中長期の「経営戦略」が発現している重要な情報であるが、これまで知的財産部門や R&D 部門中

心の活用にとどまり、必ずしも事業戦略やマーケティング戦略の立案に活用されていなかった。 

そこで、知的財産情報を事業戦略に沿って「積極的」に活用できる人財が求められている。具体的には、

知的財産情報及び公開情報（IR 情報、ニュースリリース、論文等）から他社の様々な戦略（特許戦略に留

まらず、事業戦略、マーケティング戦略、研究開発戦略、アライアンス戦略、人事戦略等）を推測・予測・

把握し、そのような情報にもとづき、自社が比較優位に立つための新たな研究開発戦略、事業戦略、マーケ

ティング戦略さらには企業戦略のオプション（例えば、M&A の候補先選定、カーブアウト事業の選定等）を

「積極的」に提案することができる人財や、人財ネットワークを生かした本格的な産学連携を実行できる人

財の育成に向けた取組を官民挙げて推進すべきである。 

 

 

（２）「グローバル知財人財」の育成について 

①グローバル知財専門人財の育成 

 国際舞台で活躍できる弁理士、弁護士の増加を図るため、海外の知財専門知識を英語にてタイムリーに取

得できるよう海外からの知財専門家を招いての研修や、英語による知財専門研修を増やすことにより、語学

に長けたグローバル知財専門人財の育成を推進すべきである。 

 

②国家資格の取得を利用した人財の育成 

グローバル競争時代における事業活動に資する「知的財産戦略」、「標準化戦略」、「諸外国における権利化

手続き」、「諸外国の関係法規」等に精通した知財マネジメント人財を育成・確保し、日本企業の国際競争力

を強化するために、日本の知財関連法規以外の知財マネジメントスキルも判定可能な国家資格（「一級知的

財産管理技能士」等）の取得やグローバルな人財交流を促進する取組を推進すべきである。 

 

 

（３）知財人財の裾野の拡充 

①学生に対する知財教育をするための専門家人財の育成およびインフラの整備 

 知財を創出する喜びを体験させ、創出した知財を権利として保護する意識を育むため、初等・中等教育か

ら高等教育まで、各教育の現場の状況に応じた、切れ目の無い知財教育を推進するため、弁理士、弁護士等

の専門家を活用すると共に、教材等の作成、教師への指導等も強化すべきである。 

 

昨年度の提言において、「小・中・高校の先生に対しても、知財教育の重要性を理解してもらうべく、小・

中・高校の先生が利用できるｅ－ラーニングコンテンツを作成するなどのインフラの整備」に触れたが、ｅ

－ラーニングコンテンツ等が有効な教材となるためには、整備のみならず学習指導要領の充実と教科書への

反映が必要である。具体的には以下の対応が考えられる。 

・ 学習指導要領改訂と連動し、知財関連教材の内容の充実。 

・ 小・中学校における科学・技術系教科および芸術系教科とリンクできる知財学習用コンテンツの充実。

 

また、教員養成の段階における知財の必修化を図ることも重要と考える。具体的には、教育職員免許法施

行規則に定める「教職に関する科目」の第三欄 教育の基礎理論に関する科目 教育の理念並びに教育に関す

る歴史及び思想、「教育に関する社会的、制度的又は経営的事項」に、「教職員の知財の取り扱いと、児童生

徒への教育のための研修機会」を入れる対応が考えられる。 

さらに、大学における知財裾野教育の浸透を図るため、教養教育において知財教育を推進する等の対応が

考えられる。 
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②生徒・学生への知財教育の推進及び知財教育のための環境整備 

生徒・学生が将来産業人財やクリエーターとして活躍するために必要な実践的な能力を身につけられるよ

う、高等学校、高等専門学校、大学等において知的財産に関する科目の必修化の検討を促すべきである。 

 

また、高等学校、高等専門学校、大学等における知財教育の拡充を促すため、弁理士、弁護士、知的財産

管理技能士等の知財人財を対象とした講師育成、これらの講師招へいを対象とした講師料及び教材費に対す

る補助を教育機関等に対して行うべきである。 

 

 

（４）知財人財育成プラン推進体制の整備 

 今後の１０年を見通した総合戦略を作成することは重要と考える。 

さらに、知財マネジメント人財およびグローバル知財人財の育成を効果的かつ効率的に実現できるよう、

民間の意見を積極的に徴収して必要とされる人財像を明確化し、人財育成法の検討・開発・実践を行う場と

して、本協議会がその機能をより一層強化・活発化して研修・政策提言等を行うための体制整備、予算措置

等を講ずる必要がある。 

  

①知財人財育成関連機関との連携及び拡大 

知財関連人財育成機関の連携強化として、情報共有や人財育成に関する研修・教材の拡充を図るべきであ

る。 

 

 

（５）世界から優れた知財人財が集まるような仕組みの構築 

①グローバル知財人財を支える研究者の育成 

グローバル知財人財を支えるため、産業財産権制度及びその運用や、それらの実証分析の分野における専

門家、とりわけ知財の若手研究者を継続的に育成することが必要である。特に、我が国の若手研究者が国内

外の研究機関において、我が国や諸外国の産業財産権制度等に関する研究活動ができる環境を整備すべきで

ある。 

 

②グローバル知財人財を支える研究者の招へい 

我が国や諸外国の産業財産権制度及び運用、それらの実証分析に精通した海外の研究者を継続的に招へい

し、諸外国の知財分野の研究者が参集することで諸外国の情報を収集しやすい環境を創るべきである。また、

我が国や諸外国の産業財産権制度についての情報発信する環境を整備することが必要であると考える。 

 

 

 

 

２．中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援 

 「知的財産政策ビジョン」では、中小・ベンチャー企業は社内に十分な知財部門を有しておらず、独力で

知財マネジメントを行うことが困難であるという問題が指摘されている。これに対応するための中小・ベン

チャー企業における知財人財の確保は喫緊の課題となっている。また、地域における中小・ベンチャー企業

及び大学の知財活動を活性化させるため、各地域の状況に合わせた知財支援の取組を推進する必要性も挙げ

られており、これらに対する具体策として、以下の提言を行う。33 

 

 

（１）中小・ベンチャー企業等に対する支援 

①中小・ベンチャー企業等に対する支援人財の育成と支援強化 

 日本弁理士会が平成２７年度から実施している「弁理士知財キャラバン」事業等も参考に、中小・ベンチ

ャー企業に対し、知財の側面から実践的な支援を行なうべきである。 

 

②中小・ベンチャー企業、大学等に対する環境の整備 

中小・ベンチャー企業に事業戦略の視点で知財マネジメントの重要性を浸透させるため、或いは将来の知

                                                  
33 「知的財産政策ビジョン」P.48～49 参照 
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財活動の担い手を育成するために、知的財産に関する国家資格保有者（弁理士、弁護士、知的財産管理技能

士等）による実践的な研修や、各大学、地方自治体、金融機関等への「出前型」講座を実施する環境を整備

しつつ、知財専門職大学院を活用して、知財マネジメント人財の育成を促進すべきである。 

また、知的財産教育協会が 2015 年に実施した知的財産管理技能士等を対象としたアンケート結果からは、

中小・ベンチャー企業における知財マネジメントの牽引役は、事業の中心的役割を担う事業マネジメント人

財が担っている傾向が読み取れるため、事業マネジメント人財が知財マネジメントを体得できる環境を整備

すべきである。 

 

③事業戦略の視点でコンサルティングを行う知財人財の客観的評価指標の導入 

地域中小・ベンチャー企業に対する強力な支援体制の構築の前提として、「事業戦略の視点でコンサルテ

ィングを行える知財人財」の客観的評価指標を設けることが必要である。例えば、特定の国家資格（弁理士、

弁護士、知的財産管理技能士等）の取得といった具体的な基準を明確にすることにより、全国の知財人財の

質的な面での均一化を図り、地域間格差を是正するよう努めるべきである。 

 

④中小・ベンチャー企業における「一社一人運動」の推進 

全ての中小・ベンチャー企業で知的財産を理解できる人財を少なくとも一人は育成・確保する「一社一人

運動」34を推進すべきである。 

具体的には、中小企業に必要とされる知財人財の具体的な指標や客観的な到達度が明確となるよう、中

小・ベンチャー企業の知財マネジメント人財の育成にも留意した国家資格（「知的財産管理技能検定」等）

の取得を推奨し、「一社一人運動」に取り組む中小・ベンチャー企業への支援策の優先適用等のインセンテ

ィブ制度を導入すべきである。 

 

 

（２）知財総合支援窓口機能の強化 

①地域産業の活性化に資する支援 

 知財総合支援窓口における専門家の一層の活用により相談業務の強化・拡充を図り、また、地域における

弁理士、弁護士、知的財産管理技能士、中小企業診断士など知財に関係のある専門家の連携・強化を図るこ

とにより、地域における企業や大学、公的機関における知財活用を促進すべきである。 

 

②支援担当者に対する指標の導入 

各企業の個々の状況に応じてきめ細かい支援を行うため、支援担当者等には、知財マネジメントの専門知

識はもとより企業における事業戦略と連携した知財マネジメントの豊富な実務経験が求められる。 

そこで、質の高い支援担当者等の確保において、国家資格（弁理士、弁護士、知的財産管理技能士等）も

指標の一つとして活用することが重要と考える。 

 

③中小・ベンチャー企業の成長ステージに応じた支援が可能な人財の育成・確保 

知的財産教育協会が 2015 年に実施した知的財産管理技能士等を対象としたアンケートにおいては、創業

年数に応じて、必要とされる支援の内容が変遷する傾向が見られた（例えば、創業期にあっては助成制度に

関する情報が必要され、10 年を越えて事業が一定の成果を上げる時期にあっては自ら経営戦略を組み立て、

実行するための情報が必要とされる等）ため、企業の成長ステージに応じた知財経営をきめ細かく支援する

ことができる人財の育成・確保の取組みを促進すべきである。 

 

No. 法人・団体名 

28 日本製薬団体連合会 

意見（要旨） 

TPP 締結に伴う著作権法の改正、特に著作権侵害の非親告罪化にあたっては、医療関係者の要請に応え製

薬企業よりなされる情報提供にかかる文献の複製について、患者が投薬を含めた最善の治療を受ける権利、

つまり「国民の生存権」を保障するためにも、著作権法の権利制限規定の対象とすべき必要性が高まってお

り、早急に権利制限に向けた審議再開が必要である。 

意見（全文） 

医療関係者は、患者が投薬を含めた最善の治療を受ける事が出来るように、最適な医薬品情報を迅速に取

得し検討する必要がある。その際に必要な情報源は、主に学術文献である。これらの学術文献については、

                                                  
34 「知的財産人材育成総合戦略」P.30 参照。 
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最適な情報を迅速に取得するために、医療関係者が自ら調査収集する以外に、製薬企業にその提供を求める

ことが多い。 
製薬企業は、この要請に応えるため、製薬企業の立場からも患者が最善の治療を受けることが出来るよう、

薬物治療に関する最適な学術文献を選択し、その複製物を迅速に提供する必要がある。 
学術文献（著作物）については、著作権管理団体が複製権の管理を進めているが、いまだに管理されていな

い著作物も多い（現実問題として、全ての学術文献が管理団体によって管理されることになる可能性は極め

て低いと思料する。）。管理されていない著作物については、複製にあたって事前に著作権者の許諾を得なけ

ればならない。管理著作物については、著作権管理団体と契約を締結することによって、複製の都度の許諾

手続を不要とすることができるものもあるが、複製の態様等によっては複製の都度の許諾手続を要するもの

もある。 
このような現況（“非管理著作物の存在”・“複数の許諾形態の存在”）であるから、利用者（製薬企業）は、

医療関係者の求めに応えるため、選択した学術文献の複製にあたっては、著作権管理団体の管理著作物であ

って複製の都度の許諾手続を要するものか否か、あるいは、いずれの著作権権利団体にも管理されていない

非管理著作物なのか等の、権利関係や契約関係の確認を行わなければならない。これが最適な情報の迅速な

提供の障害となり、投薬を含めた治療を検討する医療関係者に必要な情報が適時に届かず、ひいては患者の

治療に支障をきたす恐れも否定できない。 
さらに著作権が管理されているとされる著作物の中に権利関係で問題があるものが含まれている事例が

国会でも問題提起されている。つまり、著作権管理団体が管理する著作物の中には出版社や学会が社告や投

稿規程で著作権を有していない著作物までも著作権を有しているとして管理すると一方的に宣言している

著作物も多く含まれている。このような場合、管理団体・出版社と真の権利者との間の問題は解決されてい

ない可能性があり、利用者における複製及び、最適な情報の迅速な提供に支障をきたしかねない状況である

といわざるを得ない。学術文献の複製提供は、上記のように、その緊急性および場合によっては患者の生命

を左右するがゆえに、何よりもまして迅速な提供が求められる。そのような状況下では、権利関係や契約関

係の確認前に提供が行われることもある。 
このような現状での TPP の締結による著作権侵害の非親告罪化は、迅速な学術文献複製物の提供を萎縮

させる方向に働く可能性がある。つまり、医療関係者が投薬を含めた治療を検討する際に、必要な薬物治療

に関する情報が適時に届かず、患者が投薬を含めた最善の治療を受けることが出来ない可能性が高まること

を意味している。これは、これまで以上に、患者の生命安全が危機にさらされる可能性が高まっているとい

える。 
そこで、このような医療関係者の求めに応じて提供される学術文献の複製物については、患者が投薬を含

めた最善の治療を受ける権利、つまり「国民の生存権」を保障するために、TPP 締結により著作権侵害の

非親告罪化などの著作権法改正にあわせて、早急に権利制限とする法改正がなされるべきものである。 
ところで、薬事行政に係る著作権の権利制限については、２００５年度の文化審議会著作権分科会におい

て審議検討され、複数の検討課題のうち、「国等に対する申請・報告等に伴う文献等の複製」については、

権利制限することが適当であるとの結論が導かれ、平成１８年著作権法改正により権利制限が実現した。一

方、「医療関係者に対する医薬品等の適正使用のための情報提供に伴う文献等の複製（以下「本案件」）」に

ついては、２００７年度に著作権分科会法制問題小委員会での検討が再開され、その中間まとめ（平成１９

年１０月）の中で、いくつかの前提条件のもと「権利制限を行う方向で検討することが適当」との判断が示

されたものの、２００８年１月に予定されていた著作権分科会最終報告書としてのまとめには至らなかっ

た。 
このような状況の下、２００８年度知的財産推進計画では、「第４章－Ⅰ－３－⑴－②利用と保護のバラ

ンスに注意しつつ適正な国内制度を整備する」のなかで、「ⅲ）医薬品等の製造販売業者が医薬品等の適正

使用に必要な情報を医薬関係者へ提供することに関する著作権法上の課題について、国際的な状況、医療関

係者の情報入手・情報システムの在り方、著作権の権利処理システムの整備状況等についての検討を踏まえ、

２００８年度中に結論を得る。（文部科学省、厚生労働省）」、さらに翌年の２００９年度知的財産推進計画

では、「Ⅱ－３－⑺－③利用と保護のバランスに留意しつつ適正な国内制度を整備する」に対応する施策項

目番号２７１にて、「ⅲ）医薬品等の製造販売業者が医薬品等の適正使用に必要な情報を医薬関係者へ提供

することに関する著作権法上の課題について、国際的な状況、医療関係者の情報入手・情報提供システムの

在り方、著作権の権利処理システムの整備状況等についての検討を踏まえ、２００９年度中に一定の結論を

得る。（文部科学省、厚生労働省）」として早期に対応することが促された。 
しかしながら、２００９年に起きた民主党への政権交代とそれに伴う大幅な政策方針変更後、本案件に関

する検討は具体的な議論の俎上に載せられないまま停滞しており、しかも検討課題としてすら挙げられてい

ない状況である。 
前記のとおり、医療関係者の求めに応じて提供される学術文献の複製物については、患者が投薬も含めた
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最善の治療を受ける権利、つまり「国民の生存権」を保障するために、TPP 締結により著作権侵害の非親

告罪化などの著作権法改正にあわせて、早急に権利制限とする法改正がなされるべきものであるので、早急

に権利制限とする審議の再開を要望するものである。 
当連合会として要望する権利制限の内容は、具体的には次のとおりである。 
「医療関係者の求めに応じて提供される情報を収集、保管、提供するうえで、合理的に必要な範囲におい

ては、文献等を複製、譲渡および公衆送信するにあたり、権利者の許諾を必要としない。権利者への経済的

補償については、通常の使用料相当額の補償金を支払うことによりなされるよう、立法的な手当を講ずるこ

とが適当である。」 
また他方、著作権分科会法制問題小委員会 中間まとめ（平成１９年１０月）においては、「本来、そも

そも製薬企業からの文献の提供を待たずとも医療関係者が必要な情報を取得できる体制の在り方について

検討が行われるべきもの」、更に「実際、諸外国においては（中略）そのような医療関係者による情報取得

の体制を整備している」、との指摘もなされているところである。前述したとおり、医療関係者が投薬を含

めた最善の治療を検討する際に、薬物治療に関する情報の欠落は、国民の生命・健康への脅威へと繋がるお

それがあることを踏まえると、前掲の権利制限と並行して、国として医療関係者が必要な情報を取得できる

体制の整備を進めることについても要望するものである。ただし、医療関係者が必要な情報を取得する際に

も、体制によっては、上記同様の権利制限が必要になるものと思料する。 
以上のとおり、当連合会の要望の対象となる「医療関係者の求めに応じて提供される情報にかかる複製等」

は公益性の高いものであり、患者が投薬を含めた最善の治療を受ける権利、つまり「国民の生存権」を保障

するために、TPP 締結により著作権侵害の非親告罪化などの著作権法改正にあわせて、早急に権利制限と

する審議が再開され法改正がなされるべきことを要望する。 
 

以上

 

No. 法人・団体名 

29 一般社団法人日本書籍出版協会 

意見（要旨） 

・コンテンツ海外展開関連施策について、J-LOP の助成事業の来年度以降の継続を求める。世界各地のブッ

クフェアでの日本パビリオン設営に対する支援を要望。 

・TPP 協定関連では、戦時加算制度の実質的解消を希望。非親告罪化は、二次創作、出版・表現行為に対す

る萎縮効果を及ぼさないよう制度・運用両面での配慮を。 

・教育目的の使用に関する制限規定の適切な運用には、ガイドライン策定と教育現場への指導啓発が必要。

教育の情報化に対応した利用の促進はライセンス契約を大原則とすべき。 

・イノベーションの活性化のために、米国のフェアユース規定同様の制度が想定されていることには反対。

意見（全文） 

当協会は、「知的財産推進計画 2016」の策定にあたり、以下の通り意見を申し述べます。著作物の利用と

保護のバランスを保ちつつ、新たな著作物が創作されるための創造サイクルが健全に機能し、我が国の著作

物が国際的にも利活用される機会を増やしていくために、また、それによって伝播される日本の文化と情報

が広く利用されるよう、次に述べるような課題の解決が重要であると考えます。 
                                                 

以下、当協会としての意見を申し述べます。 
 
１．コンテンツ海外展開関連施策について 
・出版物は、アニメ、映画等の他分野のコンテンツの源になるだけでなく、学術・芸術の成果を伝達し、後

世に伝えるという経済効果だけでは推し量れない重要な役割を果たしている媒体であります。また、海外

における日本社会・文化への理解促進を図る上でも不可欠なものであります。従来も、コミックに対して

は種々の支援が行われてまいりましたが、それ以外のジャンルの出版物についても、海外展開に向けた施

策の重要性が高まっていると考えます。海外における日本社会・文化・技術情報等の紹介がさらに進み、

日本に関心を持ってくれる人が増えることは、2020 年の東京オリンピックを控え、インバウンドの拡大

を図るという日本としての課題にとっても重要なことであります。 

・経済産業省および総務省により推進されてきた J-LOP の助成事業は、この意味で海外ブックフェア等にお

ける出版物のプロモーションに大きな役割を果たしてきたと言えます。出版物の海外展開には、翻訳とい

う作業が不可欠であり、また、相手方に日本の文化に対する理解が醸成されて初めて良質の翻訳書の刊行

が可能となりますが、このため、一過性のプロモーションではなく継続的な努力が必要であり、J-LOP の
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助成事業が来年度以降も継続していくことが強く求められております。 

・また、学術・専門分野のコンテンツにおいては、海外の日本研究者がどのように日本語の出版物を利用し

ているかを調査・研究した上で、効率的な助成を行っていくことが重要であると思われ、このことは海外

での日本語コンテンツの利用促進が図られるのみならず、知日派・親日派を育成し、結果国益につながる

ものと考えます。 

・世界で最大のフランクフルト・ブックフェアをはじめとする、世界各地のブックフェアにおいて、多くの

国の出版界は、それぞれの政府の支援を得て、ナショナル・パビリオンという形で出展を行っていますが、

日本は個々の出版社がそれぞれの費用負担によって単独で出展しており、日本全体としてのプレゼンスの

低さが従来から指摘されております。ブックフェアは、出版物を通した総合的な文化紹介の場として重要

であり、魅力的な日本パビリオンの設営に対し、必要な資金的・人的支援を実現するための施策を要望い

たします。 

 
２．TPP 協定の実施のために必要な知財制度の整備に関して 

TPP 協定（環太平洋パートナーシップ協定）における著作権分野に関しては、当協会としては、特に慎重

な対応がなされるべきものとして、以下の 2点について意見を表明いたします。 

(1)著作物等の保護期間の延長及びそれに付随する問題について 

・保護期間の延長そのものに関しては、特段の意見はありませんが、保護期間が延長された場合には、権利

者の所在不明の著作物が増加することが予想されます。これらの著作物が円滑に利用されるためには、著

作権制度面での検討が必要になると考えられます。このような取り組みに対しては、当協会としては積極

的に対応していきます。 

・わが国はサンフランシスコ平和条約の締約国に対して 10 年以上の戦時加算の義務を負っており、原則的

保護期間が 70 年に延長されることによって、それらの国々の著作物を実質 80 年以上片務的に保護するこ

ととなり、これは著しくバランスを欠くと言わざるを得ません。戦時加算は、各国との平和条約に係る問

題であり、当該二国間の交渉によって解決される問題でありますが、戦後 70 年を経た現在、同制度の見

直しについて、TPP 協定の当事国ではないイギリス、フランス等との関係も含め、日本国政府として各国

との交渉を積極的に進め、戦時加算制度の実質的な解消を図っていただきますよう強く希望いたします。

(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化について 

・著作権等に対する侵害罪の一部について非親告罪とすることは、悪質な海賊版行為等、社会・経済秩序を

乱す行為に対しては有効なものであると思います。しかし、著作物が実際に侵害されているか否か、その

侵害が権利者にとってどの程度重大な影響を及ぼすものであるかについては、権利者自身しか知りえない

場合が少なくないと考えます。また、新たな著作物が生まれるときには、長い歴史の中に存在してきた無

数の著作物の成果の上に立って創作がなされる場合がほとんどであり、過去のいずれの著作物の影響を全

く受けないものが創造されることはほとんど考えられません。この点で、一部非親告罪化について、二次

創作に対する萎縮効果を及ぼさないように配慮するとされていることは、適切な判断であると存じます。

・なお、非親告罪化がなされた場合、出版・表現行為に対して、捜査機関による捜査等が現在よりも安易に

行われるようになるのではないかとの懸念を、特に雑誌ジャーナリズムに携わる出版人の多くが抱いてい

るという現実があります。非親告罪化は刑事訴訟手続上の問題であり、現在の刑事捜査の実務が大きく変

更されることに直接つながるものではないことは承知しておりますが、実際の運用において上記のような

懸念が現実のものにならないよう十分な配慮が払われることを強く希望します。 

 

３．教育の情報化への対応について 

・教育目的の使用における権利制限を規定している著作権法第 35 条は、諸外国に比べて極めて広い範囲で

無許諾かつ無償による使用を認めています。その上、この規定が各教育機関において拡大的に解釈されて

運用されている実態が広く認められており、そのごく一部は、文化庁の文化審議会著作権分科会法制・基

本問題小委員会（第 4回、2015 年 8 月 31 日、参考資料 2「教育機関において違法に利用されていると考

えられる事例」）の場においても報告されております。 

・わが国で発行される出版物は多岐にわたっておりますが、それらは初等中等教育から高等専門教育に至る

まで、様々な教育の場面で利用されております。つまり出版物の大部分は何らかの形で教育上利用される

可能性を持っていると言っても過言ではなく、その利用が著作権者等の利益を不当に害するものであった

場合の影響は、著作者や出版社の死活問題にもなりかねない重大なものであります。 

・教育目的での使用に関する制限規定の適切な運用が図られるためには、関係者間で合意されたガイドライ

ンの策定が速やかに行われることに加え、教育機関における著作物使用が適切に行われるよう、指導・啓

発が促進されることが必要です。 

・教育の情報化に対応して、必要な場合に著作物が公衆送信され、利用の促進が図られること自体について



「知的財産推進計画 2016」の策定に向けた意見募集 

【法人・団体からの意見】 

75 
 

は何ら反対するものではありません。ただし、その利用は、ライセンス契約に基づいて行われることを大

原則とすべきであります。また、補償金制度の導入を進めるべきとの意見もありますが、あまりに市場価

値と乖離した安価な補償金は問題の解決にはならないと考えます。ましてや、無償での権利制限規定の拡

大は、著作物の創造サイクルを維持・発展させていく上で大きな障害になるものであり、強く反対いたし

ます。 

・許諾を得ずに複製した教材が、複数の教育機関の間で共有されることを権利制限規定によって可能にする

ことについては、強く反対します。これが可能となり、例えば、教育委員会が既存の出版物から素材を選

択し新たな教材を作成し、管轄内の学校間で共有するようなことになれば、教材出版社の活動と直接競合

いたします。これは著作物の通常の利用を妨げる行為として、国際条約上も許されないと考えるべきです。

したがって、このような共有の要請がある場合には、権利者からのライセンスに基づいて行うべきである

と考えます。 

 

４．TPP を契機としたイノベーションの促進・産業活性化に関して 

・日本が知財立国を目指すのであれば、良質な著作物が新たに生み出されていく創造サイクルこそが重視さ

れなければならないと考えます。出版メディアは、著作物を生み出し、流通させるメディアとして最も古

くかつ市場規模も大きいものであり、出版メディアが維持発展していくことと、著作者が適切な評価・対

価を得ながら創作活動を続けていくこととは表裏一体であると言えます。このような状況が維持されては

じめて、著作者が新たな著作物を生み出していく創造サイクルが循環すると考えます。 

・イノベーションの活性化という目的自体に異論はありませんが、それを達成するために、柔軟な仕組みと

して米国のフェアユース規定同様の制度が念頭に置かれているのであれば、それは妥当とは思われませ

ん。米国においてフェアユース法理が確立するためには、長い間における裁判例の蓄積がなされており、

柔軟な仕組みの導入がそれ自体で解決の道具となるとは考えられません。 

・既に出版物の複写あるいは電子的利用に関しては、著作権管理事業者によるライセンススキームが存在し

ています。現在はまだ、すべての場合を網羅しているとは言えない状況ではありますが、安易な権利制限

規定の導入は、将来の市場の芽を摘むことになりかねません。米国でのフェアユース規定の判断基準が明

示的に「潜在的市場」という言葉を使って、現在もまた将来も市場への影響がないことを求めている趣旨

を十分に考慮する必要があります。また、国民の著作権に対する意識の向上も必要です。現在でも許諾を

必要とする著作物の利用が無許諾・無報酬で行われていることが少なくありません。許諾を得て利用する

という慣習を利用者に身に着けさせることを先行させずに安易な権利制限の拡大を行えば、権利者の利益

を侵害するだけでなく、創造のサイクルを崩壊させる結果を招くおそれがあります。 

 以 上

 

No. 法人・団体名 

30 一般社団法人ユニオン・デ・ファブリカン 

意見（要旨） 

Ⅰ）商標権侵害物品販売サイト、詐欺サイト、偽サイトについて 

海外サーバーにホスティングする「商標権侵害物品販売サイト」、「詐欺サイト」、「偽サイト」（総称して「な

りすましＥＣサイト」という場合もある）の被害が拡大している状況を鑑み、以下の事項を検討して頂きた

い。 

--商標権侵害物品販売サイト等の送信情報を違法情報とする事 

--インターネット上の商標権侵害物品販売サイト、詐欺サイト、偽サイトへのアクセスをブロッキングする

事 

--検索サイトの検索結果から商標権侵害物品販売サイト、詐欺サイト、偽サイトを排除する事 

--インターネット上での特定商取引法の運用を強化する事 

--商標権侵害物品販売サイト等が使用する銀行口座凍結を制度化する事 

--中国政府に対しての摘発強化の働きかけをする事 

--商標権侵害物品の個人使用目的所持・輸入の法令による規制をする事 

--商標権侵害物品が税関で差し止められる事の周知活動をする事 

Ⅱ）国内取締について 

刑事事件の進展について通知して頂けるとありがたい。又、商標権侵害物品の販売を既に停止している事件

についても摘発を積極的にして頂きたい。又、商標法に精通されていない検事に対して同法についての研修

の機会を作って頂きたい。 

Ⅲ）水際対策について 
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認定手続きについて、以下の４項目に付き検討して頂きたい。 

--国際郵便貨物（ＥＭＳ）以外に考えられる商標権侵害物品の輸入ルートの状況把握と、必要がみとめられ

た場合、それに応じた対策の実施をお願いしたい。 

--国際郵便貨物（ＥＭＳ）の送り状の写真を認定手続開始通知に添付し、送り状記載の輸入者の電話番号を

認定手続開始通知に記載する事を検討してほしい。 

--認定手続期間中の意見書提出の効率性をあげる事を検討頂きたい。 

--侵害品かどうかの判断にあたり、ＩＰＭを参照することやその結果を考慮することをご検討頂きたい。 

又、輸入差止申立について、添付資料である侵害疎明と識別ポイントの二つの資料の一本化と、輸入差止申

立の手続及び受理されている輸入差止申立に権利・商品を追加する場合の手続の簡素化をご検討頂きたい。

又、輸入差止申立の識別ポイントの拡充として電気機器等の結果を認める事と、同一ブランドグループ内で

商標権者が変更となった場合の申立の簡易な手続による承継を検討頂きたい。 

更に、反則事件の結果の権利者への通知を検討して頂きたい。 

Ⅳ）立法 

特定商取引法の強化、損害賠償金を回収できるようにするための手当、国際郵便貨物（ＥＭＳ）が違法行為

に利用されないようにする法令整備等についてご一考頂きたい。 

Ⅴ）司法機関（裁判所） 

被害回復を円滑にするため、商標法 39 条で準用する特許法 105 条の 3を活用して頂きたい。又、被害の立

証責任を推定する等として軽減して頂きたい。 

Ⅵ）入管 
在留許可申請の際に海外から商標権侵害物品を送らせると例え私物でも違法となる事がある旨と銀行口座

を貸したり売ったりすると在留資格に影響する場合がある事を周知して頂きたい。 

Ⅶ）インターネットについて 

オークションで、出品地を偽った場合に出品禁止にする等の対策を強化していただきたい。又、オークショ

ン等の出品者が商標権侵害物品を販売した場合、出品者から違約金を徴収し、権利者に分配する仕組みを検

討してほしい。更に、ＣＩＰＰの策定したガイドラインの運用範囲拡大を目指して、ショッピングモール、

フリマ、オークションを運営するプラットフォーマー（スマートフォンのアプリ運営者を含む）にＣＩＰＰ

への参加を促して頂きたい。 

ドメイン名登録において、他人が許可を得ずに登録商標と同一の文字列を含むものを登録する事ができない

ようにするための施策を検討して頂きたい。 

意見（全文） 

Ⅰ）商標権侵害物品販売サイト、詐欺サイト、偽サイトについて 

 

海外サーバーにホスティングする「商標権侵害物品販売サイト」、「詐欺サイト」、「偽サイト」の被害が拡大

している。 

 

このような状況を鑑み、以下の８点についてご検討をお願いしたい。 

-- インターネット上の商標権侵害物品販売サイト、詐欺サイト、偽サイトを違法情報とする事 

--インターネット上の商標権侵害物品販売サイト、詐欺サイト、偽サイトへのアクセスをブロッキングする

事 

--検索サイトの検索結果から商標権侵害物品販売サイト、詐欺サイト、偽サイトを排除する事 

--インターネット上での特定商取引法の運用を強化する事 

-- 商標権侵害物品販売サイト、詐欺サイト、偽サイトが使用する銀行口座凍結の制度化 

-- 中国政府に対しての摘発強化の働きかけ 

-- 商標権侵害物品の個人使用目的所持・輸入の法令による規制 

-- 商標権侵害物品が税関で差し止められる事についての周知活動 

 

Ａ）商標権侵害物品販売サイト等の送信情報を違法情報とする事 

 

「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」において、わいせつ物の公然陳列、規制

薬物に係る広告等が違法情報とされ、警察機関等からの送信防止措置依頼について取り決めがなされてい

る。 

 

商標権侵害物品販売サイト等に対して、権利者からの商標権侵害に基づく送信防止措置の依頼のみで対処す
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る事には、以下の理由から限界があると考えざるを得ない。 

-- 商標権侵害物品販売サイトでは、一つのサイトで複数のブランドが取り扱われており、全ての情報につ

いて送信防止措置を執ってもらうためには関係とする権利者全てが依頼する必要性があるが、これは殆ど

不可能である 

-- 詐欺サイトでは、商標権侵害での依頼ができない 

-- 偽サイトの被害が、ブランドのホームページのコピーであるならばブランド権利者が対応できるが、そ

うでない業者のホームページがコピーされた場合、権利者は何もできない（上記業者の全てが送信防止措

置依頼を出す事に精通しているわけではないので残る事になる可能性が高い） 

 

従って、警察機関、警察外郭団体、権利者団体のいずれかから、一つのサイト全体について、違法情報に係

わるとの事で一括して送信防止措置を依頼できるようにする事は理にかなっていると考える。 

又、商標権侵害物品販売サイト等を違法情報とする事によって、社会的周知が徹底され、サイトから購入す

る消費者に対して注意を促す事や、他にも執られるであろう施策の後ろ盾にもなると思料する。 

 

この件について、ご検討を頂きたい。 

 

Ｂ）商標権侵害物品販売サイト等へのアクセスをブロッキングする事 

 

米国でも実施されている「商標権侵害物品販売サイト等へのアクセスをブロッキングしてしまう事」が有効

な手段だと思われる。被害が押さえきれないという現状の中、サイト自体を削除する事は、ホスティングし

ているサーバーの所在する場所が世界各国に分散している現状を鑑みると実質的に不可能であるし、この方

策によって守られるインターネット利用者の利益は計り知れない。「ブロッキング」という方策は、他の事

案に対して既に用いられているために憲法の保障する権利等に対しての考察がある程度軽減され導入にス

ピード感が得られるものと思量する。 

ブロッキングされたサイトにアクセスした場合は、米国のように必要な情報の掲示（アクセスブロッキング

の理由やクレームがある場合の申し出方法、被害に遭った消費者に対してどのような対処が有効かの掲示）

を行うべきと考える。 

 

この件についてご検討を頂きたい。 

 

Ｃ）検索結果から商標権侵害物品販売サイト等の情報を排除する事 

 

グーグル等の検索サイトの検索結果から商標権侵害物品販売サイト等の情報を削除して頂きたい。 

グーグルに申し出をすれば、著作権侵害等に関わるサイトの情報を削除してくれるが、あくまでグーグルの

独自判断によるものであり、日本の法令による規制の結果ではない。 

検索結果の下に商標権侵害物品販売サイト等である旨の注意書きを添付するなども一つの排除方法であろ

うと考えるが、いずれにしても検索エンジンの運営者が適切な規制措置をとることができるような何らかの

法的根拠の手当をして頂ければと思量する。 

 

Ｄ）インターネット上での特定商取引法の運用を強化する事 

 

現在、消費者庁もインターネット上での特定商取引法の運用を強化する方向で施策を決定実施されているも

のと理解している。 

例えば、国内大手のプラットフォーマーが運営するショッピングモール等で、特定商取引法を遵守している

販売者であることの適正な表示がなされる事が実施されれば、これを行っていない商標権侵害物品販売者及

びサイトが差別化され、そのような販売者の運営するサイトへのインターネット利用者のアクセスも減少す

るものと思量する。このように、特定商取引法をより積極的に活用する運用強化について考察して頂ければ

と考える。 

又、インターネット取引の健全化を促進させる方向で特定商取引法の改正を行うべきだと思量する。 

 

Ｅ）商標権侵害物品販売サイト等が使用する銀行口座凍結の制度化 

 

商標権侵害物品販売サイト等では、代金の支払先として依然として銀行口座が多く使用されている。 

現在、取り扱われた事件ごとに取り扱った警察署もしくは都道府県警察本部が関係する銀行に口座凍結を依
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頼する方法で措置して頂いているが、これでは事件化された事案のみしか対処できない。 

 

事件化された件に限らず、権利者及び消費者からの被害通報に基づき、警察もしくはその他の機関から銀行

に口座凍結の要請をできる制度についてご考察を頂きたい。 

 

Ｆ）中国政府に対しての摘発強化の働きかけ 

 

販売される商標権侵害物品の殆どが中国から発送されている事から、発生源であるところの中国に対して、

侵害品販売等の摘発を強化してもらう働きかけをするべきだと考える。ホスティングをするサーバーの位置

が国を跨いで転々としている事実を鑑みるに、中国での摘発を強化してもらうための働きかけはせざるを得

ないものと思量する。 

 

発送国である中国は、商標権侵害物品販売サイトが日本語で記載されている事から、中国では被害の実態や

事実を把握するのは困難であるとの前提で、日本の取締当局との連携を模索すべきだと思量する。 

 

又、中国のＡＣＴＡ加盟への働きかけを政府におかれては積極的に進めて頂いていると理解しているが、現

在の商標権侵害物品の主たる流出元が中国である事を考慮頂き、より積極的に上記働きかけを進めていくよ

うにお願いしたい。 

 

Ｇ）商標権侵害物品の個人使用目的所持・輸入の法令による規制 

 

模倣品であると承知しないで購入した消費者が増加しているのも否定はできないが、商標権侵害物品を販売

していると消費者にわかるような記載をするサイトも存在している事から、模倣品を販売していると承知の

上で購入している消費者・業者も依然として多数いる事も否定できない。 

商標権侵害物品販売サイトは、商標権侵害物品を国際郵便貨物（ＥＭＳ）で少数ずつ小分けにして送付して

くる。これは、日本が商標権侵害物品の個人使用目的の所持や輸入・購入を規制していない事を悪用したも

のである。 

そもそも、日本が商標権侵害物品の個人使用目的の所持や輸入・購入を規制していない事が消費者をだます

ような商標権侵害物品販売サイト等を発生させた元凶であると考える。 

 

諸外国においても、商標権侵害物品の個人使用が一定の範囲で許容されている事は理解しているが、その場

合でも無制限に個人輸入が認められている訳ではない。例えば、米国においては、個人輸入について厳しい

条件が付されている。すなわち、合衆国法典(United States Code)タイトル 19 セクション 1526 及びこれを

受けた連邦規則集(Code of Federal Regulations)タイトル 19 セクション 148.55 によれば、米国において

登録されている商標を侵害する物品の輸入は原則として禁止されており、以下の条件を満たす場合に限って

商標権侵害物品の個人輸入が認められる。 

・米国に到着する個人が携行している物品
．．．．．．．．

である事 

・当該物品は同人が使用するためのものであり販売を意図していない事 

・１種類につき１点までである事 

・同人の到着前３０日以内に同人が本例外の適用を受けていない事 

 

つまり、米国においては、郵便（旅行者の別送品やエア・クーリエ等民間によるものも含む）やカーゴによ

る輸入貨物については、一切個人使用目的での輸入は適用されないのである。このような、携行品以外の商

標権侵害物品の輸入は一切認めないという米国法制は極めて注目に値するところであり、日本の商標法制と

の違いを踏まえつつ個人輸入の規制について是非検討をお願いしたいと考える。 

 

又、日本に於いては、真正品ではないもの（商標権侵害物品であるが個人使用目的であるとの事で輸入が許

可された物品に対して「商標権侵害物品」と呼称するのは適当ではないため「真正品ではないもの」と記載

した。以下、「非真正品」と記載する）が個人使用と認められ輸入が許可された際に、税関は、譲渡しない

旨を記載した誓約書を輸入者に提出させるようにしていると聞いているが、当該誓約書に反し譲渡した場

合、刑事罰の適用があり得る事を輸入者に周知して頂きたいと考える。ちなみに、上記米国法においては、

個人輸入として輸入が認められた物品を輸入から１年以内に販売した場合は、当該物品またはその価額を没

収する旨の規定がおかれている（連邦規則集タイトル19セクション148.55）。名寄せ等の問題から実際に没
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収が可能か否かは別として、このような規定は輸入者に対する有効な抑止効果を有しうるものと思量する。

又、たとえ譲渡する目的がなくても、反復継続する意思をもって輸入を行えば、業としての輸入に該当し得

るので、輸入者に対しては、通関した非真正品を譲渡しないだけでなく、今後そのような物品を輸入しない

事も併せて誓約するようご指導頂きたい。 

更に、抜本的な方策として、輸入については業としての輸入と推定する規定を商標法におく等の手当てを検

討して頂ければ、安易な商標権侵害物品の輸入に対する抑止効果が期待できると共に認定手続への対応にお

ける税関・権利者の負担が軽減されると思量するので、是非、ご検討を頂きたい。 

尚、かかる規制は個人の取引の自由を制約するものであるとの批判もあろうが、結果的には消費者が商標権

侵害品販売サイト等を通じて模倣品をつかまされる事が減り、消費者の利益に資するものと確信している。

 

Ｅ）商標権侵害物品が税関で差し止められる事の周知活動 

 

現在、ほとんどの商標権侵害物品は、民間のエア・クーリエ便に比してインボイス等の記載が簡易である事

から商標権侵害物品販売業者に悪用されるとの背景からか、国際郵便貨物（ＥＭＳ）で送付されてくる。そ

こで、インターネットを通じてブランド品等を購入する消費者に対して、国際郵便貨物（ＥＭＳ）で商品が

送られてくる場合に商標権侵害物品である可能性は高く、税関では厳しく検査をしており、検査の結果で商

標権侵害物品であれば差し止められる可能性が高い旨、消費者庁、国民生活センター、日本郵便、各インタ

ーネット通販サイト等のウェブサイトにおいて周知すれば安易な購入者に対する抑止が期待できると考え

るのでこの件についてご検討頂きたい。 

 

Ⅱ）国内取締について 

 

Ａ）事件の結果の通知について 

 

刑事事件において、権利者が鑑定を行った後、事件がどのような結果に至ったのかわからない事が多い。 

折角取り締まって頂けるのだから権利者としても結果が知りたいところであるという心情的な側面と、権利

者は企業であり企業である限りは活動した事についての結果を数値で得られなければならないという現実

的側面をご理解頂き上記した内容の通知についてご考察頂きたい。 

 

Ｂ）刑事事件の摘発について 

 

刑事事件が商標権侵害物品の販売が継続している事案に偏っていると感じる。商標権侵害物品の販売が継続

されている事案については、販売が継続されているという点において悪質であり、それ以上の商標権侵害物

品の販売を抑止するという意味でその摘発に意義があるという事に異論はない。しかし、商標権侵害物品の

販売を既に止めている場合でも販売数量や方法から悪質である事案も存在するし、刑事事件の偏りが世間の

知るところになれば多量に販売して逃げるという事案が多発しかねないと懸念している。 

ついては、商標権侵害物品の販売を既に止めている事案についても積極的摘発をして頂きたい。 

 

Ｃ）検察における商標法被疑事件の研鑽について 

 

警察に積極的に摘発をすすめて頂いている現状、検察にて対処頂く商標法被疑事件の件数は膨大であると存

じ感謝しているところであるが、伴い同事件に不慣れな担当者が対応される事が多くなったのか、昨今、警

察経由もしくは検察から直接頂くご質問の質に疑問を抱かざるを得ない事柄が多くなってきている。 

 

例えば、判例でも確立されている商標の類似判断の内、称呼類似や部分類似についてご説明をしても、更に

は、特許庁の判断が添えられている場合に於いても、そのような類似は認められないとの判断をされる場合

もある。 

法律の運用として、大多数が認める学説・多数存在する判例を無視する事はあり得ない事であるので、この

方面について精通されていないが故との理解をしている。 

知的財産高等裁判所の判事ではない検察のご担当者となられる方にとって、商標法は、常日頃研鑽を積まれ

ている分野ではないのは当然であると考えるので、何らかの形で同法についての研修の機会等を設ける事に

ついてご一考頂きたい。 
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Ⅲ）水際対策について 

 

Ａ）認定手続について 

 

以下４項目につきご検討を頂きたい。 

 

a) 今日輸入差止される貨物の大半が国際郵便貨物（ＥＭＳ）である事は税関発表の統計からも明らかであ

るが、他の輸送手段を用いた輸入が試みられるもしくは行われている事は想像に難くない。他の輸入手段に

おいての状況の把握と、必要が認められた場合は、これに応じた対策の実施をお願いしたい。 

 

b) 国際郵便貨物（ＥＭＳ）においては、ほとんどの場合、発送者の住所氏名は、虚偽、記載不備もしくは

判読不能であるが、権利者としては送り状から読み取れる情報もあるので、送り状の写真を認定手続開始通

知に添付する等して頂けるとありがたい。 

又、輸入者の住所についての記載も、私書箱センター等輸入者以外のものであったり、アパートの空室や架

空の住所等虚偽のものであったりして、認定手続開始通知に記載された情報が役に立たない事が多い。送り

状記載の電話番号は、輸入者が税関と連絡を取るために真正なものである事が多いと考えられるので、認定

手続開始通知に記載して頂きたい。 

関係情報として送り状の写真や電話番号の記載を行う事は、他の同様の行政手続において前例のない事、ま

た個人情報保護の観点での考察が必要な事等からハードルの高いものであることは理解しているが、是非、

ご検討を頂きたい。 

 

c) 認定手続期間中の意見書提出において、無駄ともいえる手間が発生している。輸入者に素人が多いため

なのか、法律的に無意味なものや思いつきで纏めずに複数の意見書を五月雨式に提出してくる等の事があ

る。税関及び権利者においてこれに一々対応しているために煩雑な状況が発生するものと思われる。このよ

うな無駄を省く手続の進め方ついて検討して頂きたい。 

 

d) 税関においては、既にＩＰＭの活用に向けてお取り組みいただいているところであると理解しているが、

認定手続の際に、必要に応じてＩＰＭを参照することやその結果を考慮することをご検討頂きたい。商標権

侵害物品は常に変化しており、当然、真贋を識別するためのポイントも必要に応じ変更せざるを得ない。そ

のような状況では、輸入差止申立で提出した識別ポイントは時間の経過と共に陳腐化することが避けられ

ず、識別ポイントの改訂をいかに簡易化して頂いてもどうしても追いつかないことになる。又、職権による

差止の場合で、全く識別に関わる情報が税関にない状況において、差止を行うか否かの判断にＩＰＭは有効

であろうと考えられる。 

ご検討を頂きたい。 

 

Ｂ）輸入差止申立について 

 

輸入差止申立の添付資料として侵害疎明と識別ポイントの二つの資料の提出が求められるが、権利者にとっ

ては侵害疎明と識別ポイントの意味するところが理解し難い場合が多く、更には、実際一つの情報をどちら

に記載した方が良いか判然としない場合が多い。両者を一本化して頂く事をご検討頂きたい。 

 

又、輸入差止申立及び既に受理されている輸入差止申立に権利・商品を追加する手続の更なる簡素化をご検

討頂きたい。例えば、輸入差止申立に類似する商標を追加しようとすると、侵害疎明の資料からの提出を求

められるが、申立に関わる商標と追加の商標の類似が自明な場合（なにをもって自明とするのか等線引きの

難しい面もあることは理解している）、その必要はないように思われる。より一層、輸入差止申立がなされ

やすく且つ申請内容の更新が適時・的確になされやすくなるよう申請手続全般的での簡素化につき今一度ご

考察を頂きたい。 

又、輸入差止申立の識別ポイントの拡充として電気機器等の利用を認めて頂きたい。昨今の部材・機器によ

る識別技術の発展は著しいものがあり、例えば、手元にある電気機器であるスマートフォンを利用しアプリ

ケーションでＱＲコードを読み取って行う等の方式も開発され導入が以前より容易なものもある。又、物品

上では差異が出ないような侵害品、例えば、高度に模倣された侵害品や権利者の製造委託先等による契約違

反に関わる侵害品（横流し又は契約終了後の違法な製造に関わる物品等）の排除が可能となるので極めて有

効性は高い。 

機器を保管するスペースの問題や各税関官署において機器を管理する必要が生ずるという問題はあろうか
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と思うが、一部の官署で試験的に導入することも含めてご検討頂きたい。 

 

更に、同一ブランドグループ内で商標権者が変更となった場合、新規に輸入差止申立を行わずに申立を承継

できる簡易な手続を認めて頂けるとありがたい。 

 

 

Ｃ）事件の結果の通知について 

 

刑事事件と同様に犯則事件において、権利者が鑑定を行った後、事件対処がどのように進展しているのかわ

からない事が多い。 

前述の通り、折角摘発して頂けるのだから権利者としても結果が知りたいところであるという心情的な側面

と、権利者は企業であり、企業である限りは活動した事についての結果を数値で得られなければならないと

いう現実的側面をご理解頂き上記した内容の通知についてご考察頂きたい。 

 

 

Ⅳ）立法 

 

Ａ）特定商取引法 

 

前記したとおり、現在、消費者庁もインターネット上での特定商取引法の運用を強化する方向で施策を決定

実施されているものと理解しているが、インターネット上のショッピングモールでの商標権侵害物品の販売

が多量であり、状況は芳しくない。平成２６年に弊法人がプラットフォーマー（ショッピングモール主催者）

に通知し削除された物品の品目数は３０万品目を超え、インターネット上のオークションの状況がひどかっ

た平成１６年の約２４万点を超えている。 

上記の状況を鑑みるに、現行法の運用強化だけでは不十分であると思量する。以下のようなインターネット

取引を健全化させるための改正についてご考察頂きたい。 

商標権侵害物品を販売している業者は、販売業者の表記が不完全・不正確である事がいまだに多い。従って、

特定商取引法の遵守を徹底し、違反している業者はサイトもしくは販売店舗を閉鎖する等の然るべき罰則を

課せられるような法体制を構築して頂きたい。 

又、Ｂ２Ｂサイトも出店者情報の開示を義務づけて頂きたい。 

更に、国際郵便貨物（ＥＭＳ）を利用した商標権侵害物品の販売が多い事から、特定商取引法でインターネ

ット取引での物品送付方法の表示を罰則付きで義務づける規定を設ける事をご検討頂きたい。 

 

Ｂ）損害の回復について 

 

前記したとおり、警察においては、銀行口座の凍結に取り組んで頂いていると理解しているが、凍結された

口座に残された残高については、現状では、詐欺の被害者のみが詐取された金額を基準に配当を受けられる

事になっており、商標権侵害物品の販売により被害を蒙った権利者が損害金を取得する道は開かれていな

い。仮に商標法・不正競争防止法に基づいて通常の民事手続により仮差押え・差押えしようとしても、侵害

行為の特定や損害額の立証は事実上不可能と言ってよく配当を得る事はできない。権利者が凍結口座から何

らかの配当を受けられる方途をご検討頂きたい。 

同様に、プラットフォーマーが商品購入者から預かっている代金がある場合についても、侵害者に払い渡さ

れる前であれば差し押さえて損害賠償金を回収できるような仕組みを構築して頂きたい。 

 

又、損害賠償請求の場合、実務上は侵害者の利益を基準に損害を算定している事が多いが、侵害者が正確な

資料を提出しない等から過小な利益しか認定されない事も多い。ブランドイメージの毀損等も考慮して、よ

り柔軟に損害が認定されるよう立法面等で検討して頂きたい。特に、ＴＰＰにおいては、損害額がはっきり

しなくても一定の賠償金を侵害者に支払わせる法定損害賠償の導入が議論されていると聞いているので、そ

のような制度の立法化を是非ご検討頂きたい。 

更に、職業的侵害者を相手とする場合、資産を隠匿しており、損害賠償が認められても回収できる見込みが

低い。民事執行法 196 条以下の財産開示手続は実効性がなくほとんど利用されていないと考えられるので、

損害賠償の実効性が上がる仕組みを構築して頂きたい。 

 

刑事事件手続での事になるが、商標権者に対する損害賠償命令が出せるようにして頂ければよりありがたい
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と考えている。 

 

Ｃ）国際郵便貨物（ＥＭＳ）について 

 

国際郵便貨物（ＥＭＳ）は、郵便物に分類されている。しかし、その実態は貨物を送る民間のエア・クーリ

エ便と何ら変わりがない。にもかかわらず、郵便法に則って送り状には簡易な記載しか求められていないよ

うである。薬物・銃器・商標権侵害物品等輸入禁制品の輸入にも国際郵便貨物（ＥＭＳ）が悪用されている

事は周知の事実である。実際、海外の商標権侵害物品販売業者が出鱈目な発送人情報を記載して商標権侵害

物品を国内消費者に直送する事により、自らは商標権侵害物品輸出者としての責任を免れ、消費者は輸入者

として税関の認定手続に対応しなければならなくなる上、海外の商標権侵害物品販売者は購入者からの問い

合わせに応じないので代金の返金は受けられず、権利者は海外の商標権侵害物品販売者にアクションを取る

事ができず、消費者・権利者の双方が損害を蒙っている。ＥＭＳが違法行為に利用されるのを防止する対策

を講じて頂きたい。 

 

Ⅴ）司法機関（裁判所） 

 

商標権侵害においては、損害賠償の算定根拠となる資料は侵害者が有している事が多く、文書提出命令等の

手続を利用しても、十分な資料が開示されない事が多い。また、そもそも侵害者がきちんとした記録を残し

ていない事も多く、権利者が十分な損害賠償を受けられない事が多い。裁判所にあっては商標法 39 条で準

用する特許法 105 条の 3を活用して頂きたい。 

 

又、大量の商標権侵害物品が長期間にわたって消費者に販売された場合、損害賠償請求訴訟においては一つ

一つの売買行為（日にち、場所、当事者、商品、価格、侵害された商標等）を権利者が特定する立証責任を

負うが、自身が行った売買ではないため、侵害者がきちんとした記録を残していない限り、そのような立証

はほぼ不可能である。侵害者の反証がない限り一部の売買行為の証明をもって他も推定するといった、立証

責任の軽減をお願いしたい。 

 

Ⅵ）入管 
 

税関で差し止められた貨物について、輸入者である在留外国人が、本国の親族・知人から贈答品等として送

ってもらったものであると主張する事がかなりある。外国人の場合、私物だとさえ言えばいくらでも商標権

侵害物品を輸入できると誤解している可能性があるので、海外から商標権侵害物品を送らせると、例え私物

でも違法となる事がある旨、在留許可申請の際などに周知して頂きたい。 

又、留学生が、日本で開いた銀行口座を商標権侵害物品販売業者に貸したり売ったりしている例がかなりあ

る。用途が不明な者に対して、銀行口座を売ったり貸したりすると、違法行為を幇助したものとして自己の

在留資格に影響する場合もある事を、在留許可申請の際などに周知して頂きたい。例えば、水際取り締まり

に関する税関のポスターを入国管理局にも掲示して頂くだけでも、一定の効果があると考えるのでご検討頂

きたい。 

 

Ⅶ）インターネットについて 

 

インターネットオークションで出品地を国内と偽り消費者を騙し海外から商標権侵害物品を送りつける例

が多々見られる。中には出品地国内としながら国際郵便貨物（ＥＭＳ）の利用と堂々と謳っている例もある。

出品地を偽った場合は出品禁止にする等プラットフォーマーが対策を強化するようにして頂きたい。 

 

又、著名なブランド名を無断で使用したドメイン名の登録が横行しているが、現状では、登録を受け付ける

プロバイダは特に事前審査を行う事なく自動的に登録しているようである。このようなドメイン名の登録・

使用は、不正競争防止法違反に該当する可能性があるが、同法上は「不正の利益を得る目的で、又は他人に

損害を加える目的で」というのが要件となっているため、ブランド名が使用されているだけで直ちにプロバ

イダが不正競争行為であると判断することは実務上難しく、権利者がいちいち指摘しない限り、プロバイダ

が自主的にチェックする事は行われていないようである。プロバイダにおいて、権利者の許可を得ずに登録

商標と同一の文字列を含むドメイン名を登録する事は認めないと利用規約に規定する等の対応を取っても

らうためには、登録商標のドメイン名への使用は商標の使用に該当することを商標法で明文化するといった

措置が必要ではないかと考える。 
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更に、オークションにおいて、出品者が商標権侵害物品を販売した場合、プラットフォーマーが権利者の指

摘を受けてＩＤを無効にする事があるが、商標権侵害物品の出品は、たいていの場合プラットフォーマーの

利用規約違反となるので、このような出品者から違約金を徴収し、権利者に分配する仕組みを検討してほし

い。 

 

ショッピングモール、フリマ、オークションを運営するプラットフォーマー（スマートフォンのアプリ運営

者を含む）にＣＩＰＰへの参加を促し、同協議会の策定しているガイドライン等に基づきインターネット市

場の運営がなされるように努めて頂きたい。 

 

                               以 上

 

No. 法人・団体名 

31 一般社団法人日本経済団体連合会 知的財産委員会 企画部会 

意見（全文） 

経済のグローバル化が進展する中、イノベーション創出を促進するには、わが国の保有する知的財産が適

切に保護・活用されることが必須である。時代の変化に対応するため、わが国の知財制度の改善に向けた継

続的な議論は有意義である。 

知的財産法制度の分野においては、昨年の特許法改正による職務発明制度の見直しと不競法改正による営

業秘密の保護強化、一昨年の著作権法改正による電子出版権の創設と、大きな改正が続いた。 

これらはいずれも産業界の要望を踏まえたものであり、わが国企業の競争力向上が期待されることから、

各社においては人的・時間的リソースを投じ、これら改正によって必要とされる対応を迅速・円滑に行なう

ことが求められる。 

政府におかれては、相次いだ改正に対するユーザーの対応をバックアップすることを最優先とし、改正の

趣旨に即した実務慣行の樹立に尽力すべきである。 

 

1. 知財紛争処理システムの活性化 

(1) 総 論 

○ 特許制度を適正に機能させるためには、当事者間の協議で合意に至らない場合、裁判による解決が可能

であることが必須であり、知財立国を目指す上でも、公正・公平な訴訟の機会が提供されていることは極

めて重要である。 

○ しかし、訴訟件数・勝訴率・損害賠償額といった数値を諸外国と横並びで比較し、これらの数値を引き

上げること自体を目的とする議論は望ましくない。制度や運用の改善を図るのであれば、いかにイノベー

ションの創出を促進するかといった観点で検討すべきである。単に、訴訟件数を増やすことはイノベーシ

ョンの促進にはつながらないものと思量する。 

○ 具体的な施策については、海外の競合企業による技術模倣や濫用的な権利行使の懸念が高まっている現

状を踏まえた検討を行なうべきであり、わが国の産業競争力の低下を引き起こすことがないよう、最大限

の留意が必要である。 

○ 現行制度における具体的な課題を洗い出し、直接的な解決策を講じた結果として、数値が上がるという

ことはありうる。 

 

(2) 「証拠収集手続の拡充」について 

○ 近年の改正によって、証拠収集手続については相当程度法制化が図られている。新たな仕組みを設ける

よりは、既存の証拠収集の各種手法をより的確に活用し、運用改善を図るべきである。 

○ 安易かつ過度な原告の立証責任の軽減や証拠収集手続の拡充によって、訴訟提起のハードルを下げれば、

訴訟リスクが高まるだけではなく、海外企業が訴訟提起の可能性を示唆し、交渉を有利に進めようとする

リスクの増大も考えられる。そのようなリスクを抱えることは、企業法務や裁判所の疲弊、重要な訴訟の

遅延、わが国の産業の競争力低下が懸念される。 

○ さらに、証拠収集手続を通じた企業情報の漏えいにも十分な留意が必要である。一部の新興国企業等が

裁判を通じてわが国企業の営業秘密や技術情報を入手し、自社製品の品質向上、わが国等の市場への参入

およびシェア拡大を狙うおそれがある。裁判の過程で開示された情報の流出を防止する施策、ならびに不

正に流出した者に対する罰則強化についても議論を進めていただきたい。 
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(3) 「損害賠償制度の引上げ」について 

○ 諸外国と比較して賠償額が低過ぎるとの指摘があるが、市場規模や訴訟に対する認識、訴訟にかかるコ

ストの違いなどを十分に踏まえるべきである。 

○ 高い賠償額は企業の訴訟コストにつながるという点も踏まえ、わが国の賠償額が他国と比較して不当に

低いといえるか、詳細な検証が必要である。 

○ 追加的損害賠償制度は、わが国の不法行為体系と合致しないため、導入に反対する。産業界のニーズも

ない。 

 

(4) 「差止請求権の制限」について 

○ 特許権者は侵害者に対し実施の差止めを求めることが可能であり、権利侵害に対する抑止力を持つこと

で、発明の奨励と産業の発達に寄与するという制度趣旨の実現を図っている。 

○ 一方、通常の権利行使に伴う差止請求ではなく、過度に高額なライセンス料金を獲得することのみを目

的とした差止請求を示唆する権利者も増加しており、国際的に対応が議論されている。 

○ 特許権者にとっての差止請求権の重要性に鑑みれば、例えば標準必須特許を一律に制限の対象とするの

ではなく、個別案件に応じ、公正な競争が阻害されている場合等に限り行使制限を認めるべきである。 

○ 権利者と利用者双方にとっての予見可能性を高めるため、差止請求権の行使が制限されるべき類型をよ

り明確にすることが望ましい。 

 

(5) 「権利の安定性」について 

○ 特許庁の審査を尊重することにより、一層安定した特許権行使が担保され、イノベーション促進につな

がることを評価する意見もある。一方、現状では質の低い特許が生まれてくることもあり、その場合も無

効の主張に対する立証責任を重くすることは、パテントトロール問題の深刻化を招きかねない。引き続き

バランスの取れた議論が行われるべきである。 

○ ダブルトラック制度については批判もあるが、審判と訴訟のいずれが適しているかは、個別事案によっ

て異なる。より迅速・効率的な解決が望める手段を採用できるので、産業界からは意義を指摘する声も多

い。 

 

(6) 今後積極的に議論すべき事柄 

○ 紛争を未然に防ぐための特許庁のサービス充実化（例：知財総合支援窓口） 

○ 客観的で明確な賠償額の算定基準の検討（例：寄与率） 

○ 新興国における知財制度整備支援（「3．」で後述） 

○ 海外企業との訴訟対応を見据えた知財人材育成 

○ 地方の中小企業や大学・研究機関における知財の活用促進 

 

2. デジタルネットワーク時代に合致した著作権制度 

○ わが国において、良質な著作物の創作を促し、国際競争力を維持するためには、権利者と事業者の双方

に利益が還元されることが必須である。 

○ 権利者の許諾を経ずして著作物が自由に流通すれば、権利者は著作物の創造サイクルが維持できず、コ

ンテンツビジネスの発展が阻害される。そのため、著作物の利活用にあたっては、権利者から許諾を得る

ことが原則35である。 

○ 一方、デジタル・ネットワークの発展に伴い、事前に権利者の許諾を得ることが極めて困難である一方、

公共性、公益性等の観点から、著作者の許諾を得ずに著作物を利用することが認められてもよいと考えら

れるケースも顕在化してきた。 

○ 著作権法は、そうした新たな利用について個別に権利制限の対象とする法改正を重ね、技術の進化に対

応してきたが、必ずしもタイムリーに実現するとは限らない。そうした場合でも、技術の発達を取り込み、

コンテンツの利活用やサービスの拡充が適切に図れるよう、円滑な権利許諾管理のあり方や権利制限のあ

り方等、弾力的な運用を可能とする措置について検討することが必要である。 

○ 現在、知財本部においては、大量の情報集積・活用型ビジネスに限定し、民間での取引の成立可能性、

利用行為の性質・態様、利用行為の目的や社会的要請を視点として、権利制限のあり方や権利者への利益

の還元のあり方等を検討している。こうした検討を加速するとともに、具体的な利用場面を想定しつつ類

型化や一定程度の抽象化を図る議論は有益であり、引き続き当事者の予見可能性に配慮した検討が求めら

れる。 

                                                  
35 民間同士の契約締結を促し、当事者間の負担を軽減する観点からは、集中管理体制の構築が重要である。 
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○ また、今後の検討においては、当該著作物が、個人の個性の発露として創作されたものなのか、あるい

は製作者が経済的投資を行い、多数の創作者等が関与し、その創作・実演等を利用して産業的に製作され

たものであるかを振り分け、後者については利活用を促進することが望ましいという観点36も踏まえられ

たい。 

 

3. 新興国等に対する知財制度整備支援 

○ 我が国の財・サービス・コンテンツは諸外国においても高く評価されており、その利用により、権利者

が十分な保護と適切な利益還元を享受することが、極めて重要である。 

○ 企業の国際展開、特に海外での現地生産、技術提携やＭ＆Ａに鑑み、我が国企業が最も適した形で新興

国におけるビジネス展開が図れるよう、新興国に対する営業秘密保護の法整備支援・協力を積極的・戦略

的に進めるべきである。 

○ 今後の我が国の財・サービス・コンテンツの国際展開を後押しするためにも、各国への派遣員などを通

じ、新興国における必要な制度整備支援をより一層加速すべきである。 

 

4. 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定との関係 

○ TPP については、早期締結に向けて必要な制度改正を速やかに行なうべきである。 

○ TPP の知財分野には、知財に関する保護の意識が必ずしも高くない新興国に対し、知財の侵害に対する

適切な処罰の手続や民事による損害賠償制度の構築を求めるための項目も多く盛り込まれており、わが国

として対応が必須のものもあれば、そうでないものもある。 

○ 改正が検討されている項目については、権利と利用のバランスに配慮しながら、それぞれ改正の要否ま

で含めた議論が必要である。 

 

5. その他 

○ 国の研究開発プロジェクトの研究開発成果としての知的財産権に関する報告は、現行では省庁毎、管理

部署毎、年度毎に異なる形で求められるため、受託者の研究開発に取り組むインセンティブを損なってい

るとの指摘もある。米国バイ・ドール制度やEU のHorizon2020 の運用実態などを参考にしつつ、さらな

る見直しを含め事業化促進を図るものとすることが望ましい。 

○ 医薬品等一部の分野では、特許取得後も安全性の確保等を目的とする試験・審査等を経ることが求めら

れており、この試験・審査期間中は特許権を実施できない。特許が有効であるにも係らず権利の専有によ

る利益を享受できない不合理を是正するため、特許延長を認めることができる規定が設けられているが、

認められないことも多く、適正に機能していないとの指摘もある。製品の安全性を確保しつつイノベーシ

ョンを促進する観点から、特許期間延長に関する適切な制度見直しが図られたい。 

以 上

 

No. 法人・団体名 

32 ヤフー株式会社 

意見（要旨） 

デジタル化による技術や社会の急速な変化や多様性に対応できるよう、著作権の権利制限規定をよりフレキ

シブルにする（一般規定導入含む）必要があり、早急な検討および施策の推進をお願いしたい。また、知財

侵害への対応について、ブロッキングやアクセス遮断は強い制約力を持つものであり、「表現の自由」「通信

の秘密」の点で問題があり、運用にあたって事業者に対して過度な負担をかけるものでもあるため、採用に

反対する。 

意見（全文） 

（１） デジタル・ネットワークの発達に対応した法制度等の基盤整備について 

 インターネットを取り巻く技術の進展に伴い、次々と新しいプレーヤーが出現し、多様なサービスが非常

に早いスピードで展開されている。サービスは容易に国境を越えるため、日本の法制度が米国等の他国の制

度に遅れをとると、日本の産業の発展が阻害されるおそれが生じかねない。急速に発展していく技術による

利便性を、世界に遅れることなく日本の利用者が享受できるようにするためには、著作権の保護と利用のバ

ランスを保ちつつ変化と多様性に対応できる著作権制度のあり方を模索する必要がある。 

 かかる観点からは、権利制限の一般規定の導入を含め、著作権の権利制限規定をよりフレキシブルにする

ことが特に重要であると考える。この点については、知的財産戦略本部 次世代知財システム検討委員会や、

                                                  
36 「デジタル化・ネットワーク化時代に対応する複線型著作権法制のあり方」（2009 年 1 月 20 日： 

https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/007.pdf）参照。 
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文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会 新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関

する WT において、検討が進められているが、多大な時間を費やしてもなお結果がでないということのな

いよう、スピード感をもって議論を進め施策を講じていただけるようお願いしたい。 

 また、コンテンツのさらなる利用促進を進めることも喫緊の課題である。たとえば、ウェブキャスティン

グ等については、アメリカやヨーロッパでは、放送と同様、強制許諾や報酬請求権の対象となっているレコ

ード製作者の権利等について、日本では個別に許諾を得なければならないこととされており、サービス提供

が困難となっている。法制度の見直しや権利の集中管理の促進等、利用流通促進策を進めるべきである。 

 
（２）国境を越えるインターネット上の知財侵害への対応について 
 知的財産戦略本部次世代システム検討委員会において、「国境を越えるインターネット上の知財侵害への

対応」を検討するにあたっての「参考となり得る対応策」として、「アクセス遮断」や「児童ポルノ情報に

ついてのブロッキング」が挙げられている。 
しかし、現代においてインターネットにおける情報流通は、社会におけるさまざまな表現・情報の伝達に

貢献しており、インターネットは人々の「表現の自由」の実現を支える重要なインフラとして重要な役割を

果たしている。そして、インターネットがこのような役割を果たしえるのは、インターネットそのものが情

報を自由に流通させる環境（構造）であることが前提となっている。 
 ところで、インターネット上の情報流通には、情報の発信者と受信者の間に、レジストリ、レジストラ、

ホスティングプロバイダ、サイト運営者、アクセスプロバイダ等の多様な主体が関与しているところ、違法

情報に対して、どの主体がどのような措置を講じるべきかは、各主体の情報発信への関与の度合いや、その

主体が措置を講じた際の副作用も踏まえて個別に判断されるべきものである。この観点からみると、「ブロ

ッキング」や「アクセス遮断」はこうした情報を自由に流通させる環境そのものに対して制限を課し、イン

ターネットを利用する個々人のアクセス自体を根本的に不可能とするものであるところ、このような規制手

法は極めて強い制約力を持っており、当該規制手法を安易に採用し続けると、インターネットの「表現の自

由」の実現を支える重要なインフラ的機能が損なわれてしまうため、採用の是非については「表現の自由」

の観点から極めて慎重な判断が必要となる。 
また、「ブロッキング」や「アクセス遮断」は、事業者が個別の通信の内容を確認して当該通信を遮断す

るものであるため、こうした手法は「通信の秘密」の観点からも制約が極めて大きい措置といえ、このよう

な手段を講ずる場合は極めて限定的なケースに限られるべきである。 
さらに、プロバイダをはじめとするインターネット事業者は違法情報の発信・管理に関与していない立場

にあり、こうした各事業者に対して個別の情報流通を制限させることは、当該事業者に対して過度な負担を

課すものである。 
なお、現在わが国においては児童ポルノについてブロッキングを行っているが、これは児童ポルノ情報の

流通が当該児童の人格的尊厳を著しく傷つけるものであり、その違法行為の重大性及び救済の緊急的必要性

に鑑みて、事業者全体の協働の基、例外的に行われているものであり、私人の財産権である著作権の侵害情

報の流通とは性質を異にするものである。 
以上の通り、「ブロッキング」や「アクセス遮断」はプロバイダにそのような義務を課すことは適切でな

いだけでなく、法的な整理も困難であることに十分ご留意いただきたい。 
以上

 

No. 法人・団体名 

33 一般社団法人電子情報技術産業協会 法務・知的財産権委員会 

意見（全文） 

■「知的財産推進計画２０１５」第１部 重点３本柱「第２．知財紛争処理システムの活性化」についての

意見 

・ 知財紛争処理システムはイノベーションの促進の観点で議論すべきものであり、徒に訴訟件数を増や

すことはイノベーションの促進にはならないものと思量する。係争の解決手段の一つとしての訴訟が

さらに合理的且つ実効性のあるものとなる方向での議論・検討を尽くすべきと考える。 

【証拠収集手続】 

・ 権利者側と実施者側とのバランスの観点から、訴訟提起後の証拠収取手続を適正化すべく、例えば、

以下の事項を検討すべきである。 

 （１）特許法 105 条 1 項に基づく証拠開示に関しては、当事者の申立てによる証拠開示の拒否などの

基準等の見直し。 

 （２）訴訟において当事者が提示した営業秘密に係る情報の十分な秘密保持のための方策について、
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相手方当事者が当該営業秘密の閲覧対象者に含まれる点、及び、技術的な知見を有する第三者の専門

家に対して当該営業秘密を閲覧させられない点などの特許法 105 条の 4（秘密保持命令）の議題を考

慮した見直し。 

・ 米国ディスカバリー制度の導入については、費用等の負担が大きいのみならず、迅速かつ効率的に判

断を下す日本の特許訴訟の利点を損ないかねないため、検討には慎重を要する。 

【損害賠償額】 

・ イノベーションを促進し、我が国の産業を守るための合理的根拠に基づく正しい権利活用を図るため

に、ビジネスの実態に即した適正な損害賠償額のあり方を検討すべきである。侵害得であるような低

額の賠償額では不十分であるが、米国のような懲罰的賠償の導入は産業界が行う権利活用の実態とは

かけ離れており、PAE の活動を助長するだけなので厳に避けるべきである。 

 

■「知的財産推進計画２０１５」第２部 重要８施策「４．産学官連携機能の強化」の（日本版バイ・ドー

ル制度の運用等の見直し）についての意見 

・ 経済産業省から平成２７年５月に公表された「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する

運用ガイドライン」中で、産業技術力強化法第１９条第１項の「国が委託した技術に関する研究及び

開発の成果」に関するバイ・ドール制度（以下「R&D バイ・ドール」という）の運用等について見直さ

れたが、研究開発は、事業化までのロードマップを中長期的に見ていくものであることや、変化スピ

ードが速い昨今、市場状況次第で必ずしも良い技術が事業化されるとは限らないことに留意する必要

がある。 

・ 一方で、R&D バイ・ドールと同じ第１９条第１項の「国が請け負わせたソフトウェアの開発」に関する

バイ・ドール制度（以下「ソフトウェアバイ・ドール」という）については、プログラム等の再利用

が容易に可能ではあるが、現在ソフトウェアの成果の事業者による活用については、浸透していない。

浸透している R&D バイ・ドールと同様に、ソフトウェアバイ・ドールについても、バイ・ドール制度

の趣旨に基づいた請負者への権利帰属と活用に向けた実運用を促進頂きたい。 

・ ソフトウェアバイ・ドールに関しては、2014 年 12 月 3 日付「政府情報システムの整備及び管理に関す

る標準ガイドライン」（各府省情報化総括責任者（CIO）連絡会議決定）及び 2015 年 3 月 19 日付同ガ

イドライン「実務手引書」（内閣官房情報通信（IT）総合戦略室および総務省）において、「国に請け

負わせたソフトウェアの開発の成果」について、一定の場合を除きソフトウェアバイ・ドールに従い、

原則として請負者に帰属すると明記され、大きな前進があった。しかしながら、ガイドラインに基づ

いた契約条文は現状見受けられない。そこで、R&D バイ・ドールと同様、是非この運用の浸透と定着の

支援をお願いしたい。 

 

■「知的財産推進計画２０１５」第２部 重要８施策「５．デジタル・ネットワークの発達に対応した法制

度等の基盤整備」についての意見 

・ 知的財産推進計画 2015 において「柔軟性の高い権利制限規定・・・など新しい時代に対応した制度等

の在り方について検討する」とされ、現在、「次世代知財システム検討委員会」においてご検討いただ

いている。 

・ 現行著作権法は、新しいサービスが著作物の利活用を促進し且つ権利者の利益を不当に害しないもので

あっても、現行法の規定から逸脱すれば侵害のおそれがあるため、事業者が委縮してサービスの提供が

困難になるという課題を抱えている。 

・ 例えば、実世界のあらゆるモノがネットワークでつながる IoT（Internet of Things）の進展により、

膨大なデジタルデータの収集・蓄積が可能となり、収集・蓄積されたデータを解析・変形・編集し、そ

の結果を実世界へフィードバックすることにより、実世界とサイバー空間の相互連関（CPS（Cyber 

Physical System））が生じ、そこから生まれる新たな情報が、個人の生活をはじめ、様々な産業に大き

な影響を及ぼし始めている。IoT 時代の新たなビジネスにおいては、様々な種類のデジタルデータが利

活用されることが予想されるところ、当該デジタルデータには著作物が混在することは明らかである

が、権利者の利益を不当に害する利用態様でなくても現行法の規定から逸脱してしまう場合がある。 

・ このような問題（上述の IoT の問題を含むがそれに限らない）に対応すべく、現在、世界各地で著作権

法に柔軟性のある規定を導入する動きが相次いでいる。それらの国では、著作権の保護と利用のバラン

スを確保しつつ、イノベーションを促進させることを目的にそのような改正を行っており、国際競争に

勝つためには我が国も同様かそれ以上の改革が必要である。 

・ 権利者に不当な不利益を与えない範囲で、国民が世界最先端の技術の恩恵を享受できるよう、「日本を

『世界で最もイノベーションに適した国』にする」べく、著作権法の改革の断行をお願いする。 

・ 特に、著作権に関して TPP 協定への対応のために改正が必要とされる項目はいずれも著作権等の保護を
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強化にするものであり、かつ、著作物等の種類や利用態様をあらかじめ限定せずに、利用行為の適法性

を柔軟に判断する「柔軟性のある規定」を導入することが不可欠と考える。 

 

■その他「asean TMview」についての意見 

 

・ 東南アジア諸国当局の商標データベースが 1つのシステムとして統合される方向性であることについ

ては、利用者の利便性向上の観点から歓迎する。 

・ しかしながら、検索の精度やシステムの使い易さ、機能面等においては、たとえば検索結果が表示され

るまでに長時間を要することや、書誌情報が現地語から翻訳されていないものがあることなど、なお改

善の余地は大きいものと考える。 

・ より一層の利便性の向上のため、関係各国・機関に対しては、我が国として積極的かつ継続的な働きか

け（e.g. システム改良の促進。技術やノウハウの供与。）がなされることを希望する。 

 

以上

 

No. 法人・団体名 

34 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン（特定非営利活動法人コモンスフィア） 

意見（要旨） 

・3D データのオープン化を推進するべき 

・柔軟な権利制限規定を導入するべき 

・教育目的の権利制限をインターネットに対応させるべく拡大するべき 

など 

意見（全文） 

１．3D プリンターの普及などを踏まえた政策 

 

 

・政府機関が保有する 3D データのオープン化を推進するべき 

 

オープンデータ全般と同様に、3D データにも様々な用途がある。学習や鑑賞に使う、ゲームやアニメーシ

ョンなど 3D データの活用が進んでいるコンテンツ分野で創作活動のベースとして活用する、各種案内資料

や土産物づくりなど鑑賞を主たる目的とはしないような分野で活用する、建築や空間シミュレーションなど

立体を扱う業務分野で研究や学習に活用する、更には 3D データを扱うアルゴリズム開発や AI の学習、3D

プリンターなどの製造機器の性能検査など研究開発に用いる、などが想定しやすい用途だが、おそらくは現

時点での想定を超える利用も出てくることと思われる。 

 

 米国では大統領の呼びかけの下にこのオープン化が推進されている。国内でも、3DCG のオープン化の取

り組み Ark Project や、3D データのレポジトリ開発などもある。政府が保有しているデータは、特殊な事

情がなければオープン化を実施し、また今後政府が取得することになる 3D データについても、契約段階で

の権利処理を行った上で迅速・効率的にオープン化をするべきである。 

 

 

 

・地方公共団体や外郭団体、公的援助を受けている諸機関等にも推奨するべき 

 

 

オープンデータと同様、国だけでなく、公的機関やそのほかの組織・団体なども含めた展開を進めることが

より効果的である。そこで、3D データについても、政府の支援を受けている組織や公共性の高い組織、3D

データを保有している組織などにオープン化を働きかけていくことが望ましい。 

 

 

・応用美術品や実用品の著作権法上の扱いについては、制限を明確にするべき 
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応用美術品やそれ以外の実用品の権利については、拡大・創設がイノベーションを大いに妨げる可能性があ

ることを踏まえ、権利を制限する方向で整理することがおそらくは望ましい。更に、国際的な平仄がとれて

いないことがインターネット上でのビジネスの法的リスク対応を困難にすることが予想されることから、国

際的な状況を整理し、ガイドラインを提供することにも意義がある。 

 

 

２．海賊版対策やそのほかの侵害対策について 

 

経済学の実証分析においては、無許諾の流通は作品の売り上げなどに影響しないか、若干貢献するという結

果になるものが多くみられる。（一部の非常に著名なアーティストにとっては負の影響が出るとされる場合

もある） 

 

 

政府が一律に法律や外交圧力などを通じて対策を打つことは、コンテンツ産業に負の影響を与え、著名でな

いクリエイターにとっても負の影響を与える可能性があることに留意するべきである。 

 

 

コミケ文化や、海外の勝手なマンガ本翻訳など、翻案的利用についても、それがファン層を広げ、購買意欲

の高いファン層を作り出し、あるいは市場を開拓するといった効果がある。 

 

 

個別の企業や作品の海賊版対策への支援であれば、この危険は少なくなるため、政府はそのような支援策を

超えた網羅的な対策については慎重であるべきである。 

 

 

このようなきめ細かな対策を講じる上で、作品とその権利者のデータベースを構築し、そこで侵害に対する

強硬な取り締まり・摘発などをどの程度希望しているかを表明できるようにし、政府や関係者が参照した上

で対策の優先順位をつける、権利者が積極的に望んでいない侵害の摘発を通じた萎縮効果や経済効果の逸失

を起こさないようにする、という手段も考えられる。 

 

 

３．アクセス・コントロールや技術的保護手段の回避の合法化について 

 

 

イノベーション推進の観点からは、著作物へのアクセスや既存の技術を研究し、関連するサービスの開発な

どを妨げるものとなっている。違法性の条件を緩和するべきである。 

 

 

４．柔軟な権利制限規定 

 

イノベーション推進の観点からは、これだけでは十分ではないとしても、このような制度が欠如しているこ

とには大きな問題がある。 

 

 

５．教育に関する権利制限規定の拡大によるインターネットへの対応 

 

教育・学習機会はインターネットの普及・発展やインターネットに接続された機器の多様化等に関連して増

大しているが著作権法はそれに対応できていない。これを改めるべきである。 

 

 

他人の著作物を授業の過程で利用するにあたっては、授業を行うものとその学習者以外にも、様々な者がそ

の授業の内容を知ることが可能であることが望ましい。また、学校教育に密接に関連した文脈で著作物利用

が円滑に可能であることにも、様々なメリットがある。現状ではこれが明白に侵害となっている、またはグ

レーな状態にある。例えば、以下が挙げられる。 
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・複数の教育者間での研究授業の実施 

 

・授業参観 

 

・履修を検討する者や入学を検討する者による授業内容の閲覧 

 

・オンライン教育や、オンラインと教室での教育の混合型教育 

 

・ネット環境を活用した自習や教えあい 

 

・遠隔地間をつないでの共同授業 

 

・学校間をまたがる教材の共同開発 

 

・学校におけるサークル活動や自主的勉強会、その資料のオンライン共有 

 

 

このような状況を改善することが望ましい。 

 


