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文化庁長官官房著作権課御中

一般社団法人日本映像ソフト協会

著作権法制に関する要望

環太平洋パートナーシップ協定（以下「IIIPP協定」といいます｡）大筋合意に伴う国内法

整備に際し、以下のとおり要望いたします。

1．著作権法第５４条第１項の映画の著作物の保護期間を延長すること

、ＰＰ政府対策本部がウェブサイトで公表した「環太平洋パートナーシップ協定（TPP

協定）の概要」’（以下「概要」といいます｡）３１頁には、著作物等の保護期間を「自然

人の生存期間に基づき計算される場合には、著作者の生存期間及び著作者の死から少な

くとも７０年」とする旨が記されています。それゆえ、保護期間の原則を定めるわが国の

著作権法第５１条第２項は当然５０年から７０年に延長されると拝察いたします。

他方、自然人の生存期間に基づき計算されない場合には、「最初の公表年の終わりから

少なくとも７０年」又は「創作から一定期間内に権利者の許諾を得た公表が行われない場

合には、（中略）創作の年の終わりから少なくとも７０年」とされていますので、「一定期

間内」が70年を許容する趣旨であるならば、「TPP協定」上の義務としては著作権法第

５４条第１項を改正する必要はないことになります。

しかしながら、著作権法第５４条第１項で公表後70年とされているのは、映画の著作

物の保護期間が一般の著作物の保護期間に比べて「著作者の生存期間」の分だけ短いこ

とから、著作権法第第５１条第２項の期間に「著作者の生存期間」を加えた期間としたも

のです｡２その立法趣旨からすれば､著作権法第51条第２項の期間を延長するならば、

第５４条第１項の期間も延長することが必要であると考えられます。

厚生労働省が公表している「平成26年簡易生命表の概況｣３の「表１主な年齢の平均

余命」（同資料２頁）によれば、生産年齢人口のうち年齢の高い層の平成26年の平均余

命は、５５歳では男性27.68年、女性33.28年、６０歳では男性23,36年、女性2868年、

６５歳では男性19.29年、女性24.18年となっております。自然人が著作物を創作する年

齢は様々でしょうが、控えめに生産年齢人口のうち年齢の高い層の平均余命を参考にし

’「環太平洋パートナーシップ協定（TPP協定）の概要」

<http://wwwもcas,gojpﾉIjp/tpp/pdf/2015/10/15100fLtpp-gaiyoU-koushin､pd仁
2遠山敦子国務大臣は衆参両院の文教科学委員会で次のように述べておられます。

「映画の著作物の保護期間は、一般の著作物の保護期間と比較すると著作者の生存期間の

分だけ実質的に短い状況にあります｡」（｢第156回国会参議院文教科学委員会会議録第１３
号｣１頁第３段、「第１５６回国会衆議院文部科学委員会議録第17号」（平成15年６月６日）

１８頁第８段）

<http://kokkai､ndl､go.』p/SEN0CAKU/syugiin/156/0096/15606060096017､pdf＞
<http://kokkai,ndl・go.jp/SENIlAKU7sangiin/156/0061/15605200061013.pdf〉
３〈http://www,mhlw,gojp/toukei/saikin/hw/life/lifbl4/dI/lifbl4-15､pdf＞



て「著作者の生存期間」相当の年数を考えるならば、著作権法第54条第１項の期間は少

なくとも９０年から９５年くらいとするのが妥当ではないかと思われます。

また、実質的にみても、映画の著作物の保謹期間より早く保護期間が満了する原著作

物の著作権や映画の著作物に録音録画されている著作物の著作権の保護期間が延長され

るならば、映画の著作権者は自らが著作権を有する映画を利用するにあたり使用料を支

払う期間が延長されることになるのですから、映画の著作権の保護期間も併せて延長さ

れる必要があると考えます。

2．法定損害賠償又は追加的損害賠償の対象に技術的保護手段回避装置等の提供を加える

こと

「概要」３１頁には、「著作権等の侵害について、法定損害賠償制度又は追加的損害賠償

制度を設ける｡」との記述がありますが、技術的保護手段回避装置等の提供行為等につい

てもその対象とすることを要望いたします。

技術的保護手段回避装置等は、著作権侵害行為の手段を提供することで著作権侵害の

結果を惹起している蓋然性があるのですから、その行為に対して法定損害賠償制度又は

追加的損害賠償制度を適用することは制度の趣旨に沿うものと思われます。

また、比較法的にみても、米国連邦著作権法では、第1203条第(c)項第(3)節で法定損

害賠償を定めていますので、法定損害賠償制度を導入するのであれば、技術的保護手段

回避装置等の提供行為もその対象とすることが適切であると考えます。

３．両罰規定の適用対象に教唆及び熱助を含む旨を明記すること

著作権法第124条第１項柱書では、「法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の

管理人を含む｡）又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し､次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは､行為者を罰するほか、

その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する｡」

と定めています。

しかしながら、「違反行為」に違反行為の「教唆」や「議助」が含まれるかどうかが明

記されていません。「違反行為」の教唆や講助も「法人又は人の業務に関じ」行われるこ

とはあり得ますし、そのような場合には法人等の教唆行為、講助行為とみるべき場合も

あると思われます。しかも法益侵害の程度や行為の社会的相当性の逸脱の程度は、正犯

にくらべて共犯の方が重大であることは少なくありませんし、それが法人等の業務とし

て行われる場合にはより大きな法益侵害を惹き起こすことも少なくありません。それゆ

え、一般予防の見地から法人等自体を処罰することを明記することが有効だと考えます。

したがいまして、著作権法第124条第１項柱書の「違反行為」の後ろに「(その教唆及

び輔助を含む｡)」等の文言を追加し、共犯にも両罰規定が適用されることを明記してく

ださいますよう要望いたします。

以上

勺
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(a）

(b）

prefbrablyareinwritingandstateanyrelevantfIndingsoffactandihe
reasoningorthelegalbasisonwhichthedecisionsandrulingsare
based;ａｎｄ．

aｪ巳publishedI07ol5ifpublicationisnotpracticable,､otherwisemade
availabletothepUblicinanationallanguageinsuchamannerasto
enableinterestedpersonsandPartiestobecomeacquaintedwiththem．

2，EachPartyrecognisestheimportanceofcollectingandanalysingstaljistical
dataandotherrelevantinfbrmationconcemingin髄ngementsoEintenectualproperty
rightsaswellascollectingjinfbrmationonbestpracticestopreventandcombat
infiingements．

3．EachPartyshallpublishorothejrwisemakeavailabletothepUblici】並brmation
onitseffbrtstoprovideeffectiveenfbrcementofintellectualpropertyrightsinits
civil，administrzftiveandcriminalSystems，suchasstatisticalinfblmationthatthe
PartymaycollectfbrsuchpurpoSes。

Articlel8､74：CiviIandAdministrativeProcedureｓａｎｄＲｅｍｅｄｉｅｓ

１．EachPartyshanmakeavailabletoIightholdersciviljudicialprocedures

concemingtheenfbmementofany･intellectualplopertyrightcoveredinthis
Chapteｪ'0８

2．EachPartyshallprovidethatitsjudicialauthoritieshavetheauthoritytoorder
mjunctivereliefthatconfbrmstoAJticle44oftheTR四sAgreement,includingto

preventgoodsthatinvolvethein髄ngem･ntofanintellectualpropertyrightunderthe
lawofthePartyprovidingthatrelieffromenteringintothechaqmnelsofcommerce．

3．EachPartyshallprovide1o9that,iIlciviljudicialproceedings,itsjudicial
authoritieshavetheauthorityatleasttoorderthein髄ngertopaytherightholder

damagesadequatetocompensatefbrthejil]jurytherightholderhassufreredbecause
ofanil血ngementofthatPerson，sintellectualpIoperiyrightbyanin丘ingerWho
knowingly5orwithreasonablegroundstoknowぅengagedininfingingactivity息

4．］mdetelminingtheamountofdamagesunderpara夢aph3,eachParty，sjudicial
authoritiesshallhaVetheauihoritytoconside喝amongotherthings，anylegitimate

Io7Forgreatercertai”,aPartymaysatisfytherequirementfbrpublicationbymakingthedecisionor
mlingavailabletothepubliconlheIntemet，
l08ForthepurposesofthisArticle,theterm‘‘rightholders，，shallincludethoseauthorisedliccnsees，
fbderationsandassociationsthathayethelegalstandingandauthoritytoassertsuchrights，TheteIm
"authorisedliccnsee”shallincludetheexclusivelicenseeofanyoneormoreoftheexclusive
intellectualpropertyrightsencompassedinagivenintellectualproperO/も
l09APartymayalsoprovidethattherightholdermaynotbeentitlcdtoanyoftheremediessetoutin
paragraphs3,5and7ifthereisafindingofnon-useofatrademark‘Forgreatercertainbﾉﾘthereisno
obligationfbraPa町toprovidefbrthepossibilityofanyof(heremediesinparagraphs3,５，６and7to
beorderedinparallel．

１８－４５

管 料．１



SubjecttoLegalReviewinEnglish,SpanishandF1･enchfbrAccuracyうClarity
andConsistency

、SubjecttoAuthenticationofEngIish,SpanishandFrenchVersions

measureofvaluetherightholdersubmits,whichmayincludelostprofits,thevalueof
thein鐘ngedgoodsorservicesmeasuredbytllemarketprice,orthesuggestedretail
prlce．

5．Ａｔｌｅａｓｔｉｌｌｃａｓｅｓｏｆｃｏｐｙｒｉｇｈｔｏｒｒｅlatedrightsinfiingementandtrademark
counterfbiting,eachPartyshallprovidethat,inciviljudicialproceedings,itsjudicial
authoritieshavetheauthoritytoordertheinfiingeI；atleastincasesdescribedin

溌護懸霊‘pay血e伽｡ld…伽叩･師st…･attribut…tho

6．Inciviljudicialproceedingswithrespecttothein丘ingementofcopyri

relatedrightsprotectingwolks，phonogramsolperfblmances，ｅａｃｈParty

establishormaintainasystemthatprovidesfbroneormoreofthefbllowing：

gｈｔｏｒ
ｓｈａｌｌ

(a)． pre-establisheddamages,whichshallbeavailableontheelectionofthe
rightholder;ｏｒ

(b）additionaldamages・ｌＩｌ

7．Inciviljudicialproceedingswithrespecttotrademarkcounterfeiting,each

Partyshallalsoestablishormaintainasystemthatprovidesfbroneormoreofthe
fbllowing：

(a）pre-establisheddamages,whiChshallbeavailableontheelectionofthc
'rightholder;ｏｒ

(b）additionala月、…Ｒｌｌ２Ｌ銀

8．Pre-establisheddamagesunderparａｇｒａｐｈｓ６ａｎｄ７ｓｈａｌｌｂｅｓｅｔｏｕｔｉｎａｎ
ａmountthatwouldbesu伍cienttocompensatetherightholderfbrthehanncausedby
theinfringement，andwithaviewtodeterringfUtureinftingements．

9．Inawardingadditionaldamagesunderparagraphs6and7,judicialauthorities
shallhavetheauthoritytoawardsuchadditionaldamagesastheyconsider
appropriate，havingregardtoallrelevantmatters，includingthenatureofthe
infioingingconductandtheneedtodetersimilarin戯ngementsinthefilture．

１０．EachPartyshallprovidethatitsjudicialauthorities,ifappropriate,havethe
authoritytoord“attheconclusionofciviljudicialproceedingsconcemlng
infiingementofatleastcopyrightorrelatedrights,patentsandtrademarks,thatthe
prevailingpartybeaWardedpaymentbythelosingpartyofcourtcostsorfbesand

ll0APartymaycompIywiththisparagraphthroughpresumingthoseproEtstobethedamagesre企ITed
toinparagraph3、

IIIForgreatercertaintyぅadditionaldamagesmayincludeexemplaIyorpunitivedamages・
I12ForgreatercertaintybadditionaldamagesmayincludeexemplaIyorpunitivedamages．

1８－４６
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appropriateattomey，ｓｆｂｅｓ,oranyotherexpensesasprovidedfbrundertheParty，ｓ■

law

ｌＬＩｆ,ａParty，sjudicialorotherauthoritiesappointatechniIcalorothereXpertina
civilproceedingconcemingtheenfbrcementofanintellectualpropertyrightand
requirethatthepartiestoiheproceedingpaythecostsofthatexpert,thatPartyshouId
seektoensurethatthosecostsarereasonableandrelatedappropriately5amongother
things,totheqUantilyandnatureofwo][ktobeperfbnnedanddonotumeasonably
deterrecoursetosuchproceedings．

１２．EachPartyshallprovidethatinciviljudicialproceedings：

(a）

(b）

(c）

atleastwithrespecttopiratedcopyrightgoodsandcounterfeit
trademalkgoods,itsjUdicialauthoritieshavetheamhori砿attheright
holder，srequest,toorderthattheinfringinggoodsbedestroyed,ｅxcept
inexceptionalcimumstances,withoutcompensationofanysort；

itsjudicialamhoritieshavetheautholitytoorder仇atmate画aIsand
implementsthathfwebeenusedinthemanufhctureorcreationofthe
in髄nginggoodsbe,withoutunduedelayandwithoutcompensationof
anysort,destroyedordisposedofoutsidethechalmelsofcommercein
suchamannerastominimisetheriskoEfilrljherjin伍ngement;and

inregardtocounterfbittrademalkgoods，ｔｈｅｓｉｍｐｌｅｒｅｍｏｖａｌｏｆ･the
tradema]kunlawfUllyaffixedisnotsufficient,otherlhaninexceptional
circumstances，ｔｏｐｅｒｍｉｔｔｈｅｒｅｌｅａｓｅｏｆｇｏｏｄｓｉｎｔｏｔｈｅｃｈａｎｎｅＩｓｏｆ
ｃｏｍｒｎｅｒ℃ｅ，

13.WithoutprEjudicetoitslawgovemingpxivilege，theprotectionof
confidentialityofinfbrmationsourcesortheprocessingofpeIsonaldata,eachParty
Shallprovjidethat,jincjMljudicialproceedjingsconcemingtheenfbrcementofan
intellectualpropertyright,itsjudicialauthoritieshavetheauthorityぅonajustifIed
requestoftherighthold“toorderthei城ingeroEinthealtemative,thealleged
in鐘ngertoprovidetothejrightholderortolhejudicialauthorities,atleastfbrihe
purposeofcollectingevidence,relevantinfbnnationasprovidedfbrinitsapplicable
lawsandregulationsthatthein髄ngerorallegedinj6dngerpossessesorcontrols・The
infbrmationmayincludeinfbrmationregardinganypersoninvolvedinanyaSpectof
thein通ngementorallegedin髄ngementandfhemeansofproductionorthechaImels
ofdistributionofthein丘jingingorallegedlyin趣nginggoodsorServices,including
theidentificationofthirdpersonsallegedtobeinvolvedintheproductionand
distributionofthegoodsorservicesandoftheirchannelsofdistribution．

１４．ＥａｃｈＰａ工tyshallprovidethatinrelationtoaciviljudicialproceeding
concemingtheenfbrcementofanintellectualpropertyright,itsjudjicialorother
authoriitieshavetheauthoritytoimposesanctionsonapartyうcounsel,eXpertsorother
personssuhjecttothecourt，sjurisdictionfbrviolationofjudicialordersconceming
theProtectionofconEdentialinfbrmationproducedorexchangedinthatproceeding．

1８－４７
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１５．EachPartyshallensurethatitsjudicialauthoritieshavetheauthoritytoordera
partyatwhoserequestmeasuresweretakenandthathasabusedenfbrcement
procedureswithregardtointellectualpropertyrights。includingtrademalks，

geographicalindications,patents,copyIightandrelatedrightsandindustlialdesigns，
toprovidetoapartywrongfilllyenjoinedorrestrainedadequatecompensationfbrthe
mjurysuffbredbecauseofthatabuse、Thejudicialauthoritiesshallalsohavethe
authoritytoordertheapplicanttopaythede企ndamtexpenses,whichmayinclude
appl･opriateattomey，sfbes．

１６．‘Ibtheextentthatanycivilremedycanbeorderedasaresultofadministrative
proceduresonthemeritsofacase，eachPartyshallprovidethatthoseprocedures
confbrmtoprinciplesequivalentinsubstancetothosesetoutinthisArticle．

１７．InciviljudicialproceedingsconcemingtheactsdescribedinArticle18.68
(TPMs)andArticle18.69(RMI)：

(a）

(b）

:鵠謡澱aUprovi…iisjudici…｡………伽

(i）imposeprovisionalmeasures,includingseizureorothertaking
intocustodyofdevicesandproductssuspectedofbeing
involvedintheprohibitedactivity；

(ii） orderthetypeofdamagesavailablefbrcopyrightiI1fimgement、胡

asprovidedunderitslawinaccordancewiththisA]rticle;'1４

(iii）ordercourtcosts，feesorexpensesasprovidedfbrunder
paragraphlO;ａｎｄ

(iv）orderthedestructionofdevicesandproductsfbundtobe
involvedintheprohibitedactivity;ａｎｄ

aPartymayprovidethatdamagesshallnotbeavailableagainstanon‐

profitlibrary§archive,educationalinstitution,museumorpublicnon-
commercialbroadcastingenti唾ifitsustainstheburdenofprovingｔｈａｔ
ｉｔｗａｓｎｏｔａｗａｒｅｏｒｈａｄｎｏｒｅａｓｏｎtobelievethatitsactsconstituteda

prohibitedactivity8

II3Forgreatercertainty》aPartymay；butisnotrequiredto,putinplaceseparateremediesinrespectof
Article18.68(TPMs)andArticle18.69(RMI),ifthoseremediesareavailableunderitscopyrightlawb
1I41faParty，scopyl･ightlawprovidesfbrbothpre-establiSheddamagesandadditionaldamages,that
Partymaycomplywiththerequirementsofthissubparagraphbyproyidingfbronlyoneofthesefbrms
ofdamages．

1８－４８
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2015/8/１９ＪＶＡニュースリリース

一般社団法人日本映像ソフト協会

リッピングソフトをアップロードしていた者を著作権法違反で初めて検挙

及び、出版社従業員等を著作権法違反の謂助でも検挙

．～『アンチリッピング」に大いに貢献～

神奈川県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課と戸部警察署は、自己の運営するウェ

ブサイトに「DVDShrink日本語版」（DVDの技術的保護手段と位置付けられたＣＳＳ

（ContentScrambleSystem）を回避して複製する「リッピングソフト」のひとつ)をアッ

プロードしていた者を著作権法違反で検挙しました。

これまで、ＣＳＳを回避して複製する「リッピングソフト」の提供行為については、不正

競争防止法違反で検挙されることはありましたが、２０１２年に改正された著作権法により、

著作権法違反で検挙されたのは初めてとなります。

また今回は、検挙された者が運営しているサイトにアップロードされていた「DVD

Shrink日本語版｣にリンクを張っていた出版社の従業員１名と編集プロダクションの従業

員２名も著作権法違反の輔助で検挙されました。著作権法違反の講助で検挙された従業員

等は、この出版社が販売していた出版物の付録のディスクに「DVDShrink日本語版」へ

のリンクを収録していましたが、このリンク先が当協会会員社の警告により「DVDShrink

日本語版」のアップロードを取り下げたため、新たに「DVDShriｪ〕ｋ日本語版」をアップ

している先(今回検挙)を見つけ、本年（2015年）１月初めに自社のウエブサイトからリンク

を張っていたものです。 リッピングソフトへのリンク行為が著作権法違反の鞘助で検挙さ

れたのも初めてとなります。

これらの事実に対し、当協会は本年１月、神奈川県警察本部にしかるべき対処をお願い

する上申書を提出していました。検挙に至る経緯は､|別紙資料を参照ください。

当協会は、２０１５年春から『アンチリッピングキヤンペーン』を実施しており

(http://wwwjva-net.o壁.jp/anti-ripping/)、今回の検挙は「アンチリッピング」に大いに貢献

するものとなりました。

本ニュースリリースに関するお問い合わせ

一般社団法人日本映像ソフト協会

著作権担当酒井まで

ＴＥＬ：03-3542-4433

または、ＪＶＡホームページhttp:"wwwjva-net､or・ｊｐの「お問い合わせ」へ

以上
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｢DVDgh,うＴｌｋ日本語版」をめぐる事件の経緯

一般社団法人日本映,像ソフト協会

＜端緒となったＡをめぐる動き＞

2014年７月当協会会員社１１社は、プロバイダ責任制限法に基づき、「DVD

Shrink日本語版」をインターネット上で提供していたサイトの運営

者Ａに関する発信者情報開示請求を、同サイトのレンタルサーバー

事業者に行う。

＊リッビングソフトの提供行為について、プロバイダ責任制限法で発信者情報開示請求を

したのは初めて。

2014年８月 発信者情報の開示を受けた当協会会員社１１社が、代理人を通して、

「DVDShrink日本語版」の提供者Ａに、不正競争防止法及び著作

権法違反である旨を警告。

2014年１２月２４日Ａは、アップロードしていた「DVDShrink日本語版」をウェブサ

イトから削除し、謝罪文を掲載。

＜今回の検挙に至った動き＞

2014年１２月上旬出版社Ｂが前述Ａのサイトの「DVDShrink日本語版」のリンクを

収録したＤＶＤコピー本を発行。

2015年１月下旬 当協会は、この出版者ＢのサイトからＣのサイトの「DVDShrirlk

日本語版」にリンクが張られているのを発見し、神奈川県警察本部に

上申書を提出。

2015年８月神奈川県警察本部と戸部警察署、Ｃを著作権法違反で検挙

2015年８月神奈川県警察本部と戸部警察署､出版社Ｂの従業員等３名を著作権法

違反の講助で検挙

＊2012年改正著作権法で技術的保護手段と位霞付けられたＣＳＳを回避して複製するリッ

ピングソフトの提供行為が著作権法違反で検挙されたのは初めて。

＊リッピングソフトへのリンク行為が著作権法違反の鼎助で検挙されたのは初めて。

以上

』
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