
情報社会論

わが国における知的財産権

情報社会における権利の保護



著作権保護のはじまり

• 著作権の保護は1886年のベルヌ条約に端を発す
る。（米国は当初拒否，1989加盟，無方式主義へ）

• 万国著作権条約，1952年
• WIPO（世界知的所有権機関）：1970年設立の工業
所有権・著作権保護の機関。WIPO著作権条約

– 1996年に採択したWIPO著作権条約・WIPO実演・レ

コード条約においてデジタルネットワークにおける著作
権保護の国際的枠組みを規定。

• 日本では著作者の死後50年間。映画やゲームソ
フトなど共同制作物は公表後70年間。



著作物

• 思想又は感情を創作的に表現したもの

• 単なるデータでなく、模倣でなく、頭の中に留まる
単なるアイデアでもない

• 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

• 工業製品等は含まれない

• 小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム
などが入る

• 新聞、雑誌、辞書、事典など配列に創作性を有
するものは編集著作物として保護される。



知的財産権

知的財産権

産業財産権

著作権、著作者人格権、著作隣接権

その他の権利（肖像権、キャラクタ
の商品化権）



著作権

著作権

複製権

上演・演奏権

公衆送信権

展示権

上映権・頒布権

譲渡権・貸与権

翻訳・翻案権

二次的著作物
利用権

翻訳・編曲・翻案して二次的著作物を作成する権利

美術や未発行写真の原作品を公に展示する権利

テレビ・ラジオ、CATV、インターネットを通じて送信することに
関する権利。アップロードだけでも「送信可能可権」に抵触

公的に上演･演奏する権利

映画を上映する権利、または複製物を頒布する権利

映画以外の著作物の複製の譲渡や貸与に関する権利

二次的著作物の利用許諾に関する権利

著作物を形あるものに複製する権利

文化庁の著作権制度に関する解説

口述権 著作物を口頭で公に伝える権利

21条

22条

23条

24条

25条

22条の2 26条

26条の2,3

27条

28条



著作者人格権

• 公表権：作品を公表するかしないかを決定する
権利。

• 氏名表示権：著作者名を表示するかしないかを
決定する権利。

• 同一性保持権：内容やタイトルを無断で改変さ
れない権利。

思想や感情を表現した著作物には、著作権以外
に著作者人格権が与えられる。著作権の譲渡後に
も、著作者人格権は原著作者に残る。（18,19,20条）



著作隣接権
歌手、演奏家、レコード製作者、俳優、放送事業

者などに与えられる権利。（以下は実演家のケース）

著作
隣接権

録音･録画権

二次的使用料
を受ける権

譲渡権

貸与権

自分の実演が記録された物を譲渡する権利

レコードなどが 初に販売されて1年間、貸与することがで
きる権利

実演を放送する権利、CDなどが利用された場合その二次
使用料を放送事業者から受け取る権利。

Webサーバなどにより自動送信できるようにする権利

自分の実演を録音・録画する権利

送信可能化権

放送権
有線放送権

自分の実演を放送する権利

92条の2

95条の3

95条の2

92条

91条

95条



権利の制限
（著作物が自由に使える場合）抜粋

• 私的使用のための複製（30条）：自動複製機器の使用、コピー
プロテクト外し、違法ダウンロードは適用されない。

• 図書館等における複製（31条）
• 引用（32条）
• 教科用図書等への掲載（33条）
• 教育機関における複製等（35条）
• 試験問題としての複製（36条）
• 営利を目的としない上演等（38条）
• 送信の障害の防止のための複製（47条の5）：ミラーリング、

バックアップ、キャッシング等の複製

• 送信可能化された情報の送信元識別符号検索等のため
の複製（47条の6）：検索サービスのための複製

• 電子計算機における著作物の利用に伴う複製（47条の8）：
コンピュータの内部処理で自動的に行われるコピー



平成21年 著作権法改正の3本柱

（1）インターネット等を活用した著作物利用の円
滑化を図るための措置

（2）違法な著作物の流通抑止のための措置

（3）障害者の情報利用の機会の確保のための
措置

情報社会にあっ
て重要な改正

文化庁 解説



（1）インターネット等を活用した著作物利用の円
滑化を図るための措置

• インターネット情報の検索サービスを実施するため
の複製等に係る権利制限

• 権利者不明の場合の利用の円滑化

• 国会図書館における所蔵資料の電子化（複製）に係
る権利制限

• インターネット販売等での美術品等の画像掲載に係
る権利制限

• 送信の効率化等のための複製に係る権利制限

• 電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限

ほか
フェアユースに戻る



平成24年 著作権法一部改正

• 私的使用の目的であっても、著作権または著作隣接権
を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル録音・
録画を、その事実を知りながら侵害したものに対する罰
則規定が盛り込まれた。親告罪（H21改正で違法化され

たが罰則規定なしだった）2年以下の懲役又は200万円以下の罰金

– Youtubeは見るだけでもダウンロードしながら再生するが、著作
権法第47条の8（電子計算機における著作物利用の伴う複製
規程で侵害にならない。

• DVDリッピング（アクセス・コントロール外しによるコピー）
が違法化された。（罰則規定なし）

• 2012年10月1日から施行された

– アノニマスによる反対活動



平成26年著作権法改正

文化庁Web：抜粋



ソフトウェアの著作権

1. プログラムの表現（コード）は著作権、アルゴリズム（ア
イデア）は特許権
 アップルとサムスンのスマートフォン特許訴訟（アップルはデ

ザイン模倣、サムスンは技術特許侵害を訴えている。）

2. 1999年10月1日の改正著作権法で「ビデオソフト、音楽
CDなどの技術的保護手段の回避装置や管理情報の
除去・改変の行為などに対する規制が明記される。

3. 情報社会はデジタルネットワーク社会であり、技術進歩
が早く、法整備が追いつかないのが現状である。

4. オンラインソフト
1. フリーウェア：著作権は著作者にあるが、複製･頒布（場合に

よっては内容の改変も）自由に無償で行えるソフト。

2. シェアウェア：頒布は自由だが有料のソフト。



産業財産権

• 特許権（発明）

• 実用新案権（考案）

• 意匠権（工業デザイン）

• 商標権（ロゴマーク）

知的財産権

産業財産権

著作権、著作者人格権、著作隣接権

その他の権利（肖像権、キャラクタの商品化権）

次に続く



肖像権とパブリシティ権
• ホームページに自分以外の人の写真を掲載するには，本人の承

諾が必要。人は肖像をみだりに他人の目にさらされないという人
格権の一種「肖像権」が認められた判例がいくつもある。意に反
して肖像を公開された場合，侵害した者が特定できれば，差止請
求をおこなうことができるし，精神的苦痛に対する損害賠償が認
められるケースもある。

• 写真が雑誌やテレビから取り込んだタレントやキャラクターの場
合には，出版社や製作会社の著作権（何か？）も侵害しているこ
とになる。タレントの場合，その顔をさらすことは，本人の利益に
もなるということから肖像権の侵害は認めらにくいが，肖像を利
用することで経済的利益を得ることができ，その支配権はタレント
本人にあるので，無断使用はいわゆる「パブリシティ権」侵害とな
る。ただし、これは法律的用語ではない。この実体は「肖像権」で
あったり「商標権」であったりする。



共有とWWW
• World Wide Web（WWW）は，異なるコンピュータ
システムの間で文書（テキスト）を共有するシステ
ムとして広まった．そもそも、権利保護より利用の
便宜を考えて作られたものである。

• やがて，絵や音声，動画といったマルチメディア
コンテンツの共有にまで広がり，コンピュータは
「計算機」から「情報機器」へと変貌していった．

• WWW→Mosaic→Netscape→InternetExplorer
• 当初は研究目的だったものが趣味や商売でも利
用されるようになってきた．→権利侵害の問題が
生じるようになった．



Webページのデータ形式
• Webページはテキスト文書であるが、タグによっ

てリンクや画像の表示を可能にしている。これを
HTML（Hyper Text Markup Language ）という。

• サーバーの決められた場所に保存することに
よって、HTMLファイルや文中に表示される画像

ファイル（別ファイル）を外部からの閲覧要求に
応じて送信する仕組み（送信可能な状態におく
こと）となっている。

• 情報は流れるだけでなく必要に応じてキャッシュ
される。（自動的な複製）

Cash（現金）×→Cache（貯え）○



Webページの著作権

• デジタル化しサーバーに意図して保存する行為
は複製にあたり、複製権に抵触する可能性があ
る。→他人の文章や画像などを無断で取り込む
ことは権利の侵害となる。

– 引用：批評や研究など正当な目的のもと、引用であ
ることを明確にし、正当な範囲内で、引用先を明示
することで、他人の文章の一部を利用すること。

– デジタルデータは複製が容易で低コストで受け渡し
できるので、著作権の侵害は深刻となる。→どのよ
うな事例が挙げられるだろうか？



リンクと著作権

• リンクを張ること自体は著作権の侵害にはなら
ない。
<A HREF=”MAITYO.PAPER.CO.JP”>毎朝新聞</A>

– 上記のように書けば、受信者はクリック以後、毎朝新
聞のwebページを直接閲覧するのであって，リンクを
していた一つ前のホームページから情報提供を受け
ているのではない。一つ前のホームページは、リンク
という形で、その所在を示し、ページ切り替えの便宜
を図っているに過ぎない。

– ただし、リンク先が著作権を侵害しているなど、違法
なコンテンツを含んでいる場合、不法行為責任が生
じる可能性がある。→リンクは慎重にすべき。



著作権を侵害する可能性のあるリンクの形式
（フレーム）

• フレーム表示を用いて、Bのコンテンツがあたか
もAの発信した情報であるかのように表示させる
ことが可能である。→氏名表示権の侵害。内容

の改変とみなされると同一性保持権の侵害。広
告表示がある場合、民法上の不法行為に当たる
可能性がある。例：トータルニュース社

他社のニュースページ

自社が集めた広告○×新聞

目次

•ニュース1

•ニュース2

• ・・・・・・

• ・・・・・・



ニュースリンク配信サービスに関する判例

• 見出し記事（２５文字）に対する著作権は認めら
れていない。

• 見出し記事は、新聞社の「多大の労力、費用を
かけた」ものであり、法的保護に値するとし、「限
度を超えた無断使用」として約２３万円の賠償
金の支払いを（デジタルアライアンスに）命じた。

– 無断での見出し記事の配信

– 営利目的かつ反復継続使用

– 情報鮮度の高い時期の見出し記事の送信

• 平成１７年（ネ）第１００４９号、ＹＯＬ（読売新聞社
）著作権侵害差止等請求控訴事件



その他の問題
• Googleニュースは、「コンピュータが生成するニュ
ースサイト」とされ、許可は取っていない。Google
自身による見解は「公開された見出しを機械的に
収集しているので問題ない」とのこと。

• Google Adwordsなども同様で通信の秘密に抵触し
ないとの見解。

• 2013年9月30日、政府の規制改革会議においてク

ラウドサービスが私的複製の制約でビジネスとして
育たないことが指摘される。→法改正へ

• ビッグデータの利活用について、匿名化の問題を
検討する検討会の設置。→制度見直し方針。



フェアユース

• 「公正な使用ならば著作権の侵害とならない」と
いう考え方。
– 米国の著作権法にある規定

– サーチエンジンは検索を早くする為にキャッシュとい
う一種のコピーを行っている。日本では違法。

– パロディはそれ自体が利益を生んでも元々の作品
の利益を侵害しない限り著作権の侵害とはならない。

– 産業振興の観点から、日本の著作権法にもフェア
ユースの考えを取り入れようという動きがある。

– 日本では2009年6月可決成立した改正著作権法に
より、キャッシュ生成、電子機器利用に必要な複製
は権利制限することを明記。→フェアユースの一部
が実現し、全面実現に慎重になりつつある。



米国著作権法
（CRICの邦訳より）

第１０７条 排他的権利の制限：フェア・ユース

第１０６条および第１０６Ａ条の規定にかかわらず、批評、解説、
ニュース報道、教授（教室における使用のために複数のコピーを作
成する行為を含む）、研究または調査等を目的とする著作権のある
著作物のフェア・ユース（コピーまたはレコードへの複製その他第１０
６条に定める手段による使用を含む）は、著作権の侵害とならない。
著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮
すべき要素は、以下のものを含む。

1.使用の目的および性質（使用が商業性を有するかまたは非営利的
教育目的かを含む）。

2.著作権のある著作物の性質。

3.著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量お
よび実質性。

4.著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。

上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著
作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。



共有：ハイパーリンクからP2Pへ
• ハイパーリンクという形でマルチメディア・コンテ
ンツのWebページにおける公開が広まると、そ
れを探すシステム（サーチエンジン）が登場する。
→Yahoo!、Googleなど（クライアント・サーバ形式）

– 各ユーザーが自分のファイルをWebに公開するのは
不可能。また、サーチエンジンにも限界がある。→
「情報の洪水」問題。

• P2P（ピア・ツー・ピア）という技術が開発された。

– ユーザー同士が情報資源（ファイルや計算能力）の
共有を行う方式。サーバーがリストなどで統括しやり
取りは個々に行う方式と、ユーザー同士が独立して
個々に接続・共有を行う形式のものがある。



P2P技術の性質

• クライアント・サーバー方式とP2P方式は対極に

ある。前者は負荷がサーバーに集中する傾向
があるが、後者は分散している。

• IP電話やファイル共有システムがP2P方式をとっ
ている。メッセンジャーの一部にもP2P技術を応
用したものがある。（Yahoo!メッセンジャー、スカ
イプなど）

• 常時接続なのでワームなどの悪意のあるプログ
ラムが感染・蔓延する可能性がある。→情報漏
洩事件



共有と著作権の侵害

• Winnyなどのファイル交換システム，投稿サイト
– 1999年創業したNapsterはMP3音楽ファイルを共有するシステ
ムで一躍有名になった．P2PだがNapster社のサーバーがリス
トを取りまとめて管理する方式だった．ほとんどが違法流通
だったため，敗訴の後サービス停止．（その後リニューアル）

– WinnyはP2P技術と公開鍵暗号を使った匿名ファイル共有シ
ステムであり，個別に動作する．違法なファイル交換に悪用さ
れ「公衆送信権の侵害」で逮捕者が出ている．また，ワーム
に感染した意図せぬ流出についても警察，自衛隊，刑務所，
裁判所，原発施設などの情報流出事件が頻発した．にもか
かわらず現在でも数十万人の利用者がいる．

– 米国の動画投稿サイト，ユーチューブ（YouTube）がJASRAC
（日本音楽著作権協会）や日本映画製作者連盟などの指摘
を受けて約3万件の投稿を削除した．（2006.10.20）→イタチ
ごっこ．社会に対する警告の意味が大きい．



ネットワークと匿名性

• インターネットの普及とともに各個人にIDが発行されると
は限らない利用形態が多くなってきた。

• 匿名であることで、弱い立場からの告発や権力からの
報復を心配することなく発言できる。

• しかしわが国では匿名掲示板の普及によって誹謗中傷、
名誉毀損、コメントスクラム（組織的誹謗中傷）など問題
が山積している。

• 米国のBlogは実名を明かしての情報発信、反論が行わ
れるため、社会的に認められ、影響力を持ち得た。→乙
武Blog炎上の件。実名記事に匿名での攻撃。

• 「私はあなたの意見には全く賛成しないが、あなたがそ
れを言う自由は、命をかけても守る。」（ヴォルテール）
→民主主義の本質といわれる。→「匿名」は言論を保障
するものか、言論を圧殺するものか。


