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2014 年 2月 17 日

「クラウドサービス等と著作権について」の意見

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

著作権専門委員会

1. ライセンスか権利制限か

クラウドやメディア変換サービス等においては、著作物の利用は基本的にはライセンス処理に委ね

られるべきと考える。但し、ユーザーが自らコンテンツを用意した場合には、技術的手段又は契約

により利用が制約されている場合を除き、自らの保有財産を自由に利用できるべきことは言うまで

もないこと(財産権や私的領域の活動の自由に基づく)であるし、対価の還元はすでになされている

蓋然性が高く、クラウドサービス等の利用に関して再度ライセンス処理を要求することは対価の還

元を二重に強制することになりかねないので不適切である。

2. 利用行為主体

著作物の利用行為主体については、少なくともユーザーが保存するコンテンツを用意した場合には、

当該ユーザーが主体と考えるべきである。ユーザーがコンテンツを用意する場合、サービス事業者

としては事前の権利処理や対価の還元の有無を都度確認することは実際上困難である。仮に権利処

理や対価の還元がなされていない著作物が混在する場合には、事後的に削除することで対応できる。

Youtube への投稿や 2 チャンネルの掲示板同様、事前のライセンス処理にはなじまないと考えられ

る。なお、ユーザーが保存するコンテンツを用意した場合及びユーザーがコンテンツを入手できる

場合で且つユーザーがどの著作物を保存するのか決定し、その後の保存行為のプロセスが技術的に

は自動化されている場合には、米国の cablevision 判決やドイツの save.tv 判決i同様、ユーザーが

複製の行為主体と考えるのが欧米の主流の考え方である。

3. 30 条第一項該当性

「個人的に又は家庭内その他これに準じる限られた範囲内」の文言は物理的な居宅等に限定されて

いないので、クラウドロッカーのように個人認証によって特定人以外が利用することができないよ

うに管理されている場合については、30 条第一項該当性は認められる。

4. 公衆用設置自動複製機器該当性

クラウド上のサーバーについては立法当時の想定の範囲外であることは多くの有識者も主張して

いるところであるからiiiiiiv、該当しないことを確認頂きたい。

5. 「公衆」該当性

事業者が送信行為の主体と評価される場合は、すでに審議会では承認済みの C 類型により、事業者

の利用行為は「著作物の表現を知覚することを通じてこれを享受するための利用とは評価されない

利用」に該当するとして認められるものと考えるv。したがって、この点の早期の立法化が期待され

るところである。

6. 権利者への適切な対価の還元

権利者への適切な対価の還元がなされるべきことについて一般論として異論はない。但し、対価の

還元が不十分であることを前提に政策を検討するというのであれば、具体的な実証データ等によっ

て対価の還元が不十分と評価される契約が具体的に明示されなければ政策の議論がそもそも困難

と考える。
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7. その他の論点

当協会が問題提起している「私的複製の支援サービス」及び「クラウド上の情報活用サービス」は、

「技術の急速な進歩への対応やインターネット等を活用した著作物の利用」として審議会ですでに

議論された日本版フェアユースの C 類型によって手当てされたであろうサービスである。残念なが

ら規定の導入が見送られたために今般課題提起しているvivii。したがって、C 類型の条文化でカバー

されなかった部分viiiixについては既存の条文(30 条の 4, 35 条、37 条、37 条の 2、47 条の 7、47

条の 9 等)の拡充又は条文の新設が検討されなければならない。

i 現代知的財産権法講座Ⅲ、横山久芳「ドイツ著作権法における「間接侵害」の規律のあり方」p.151 において、「最高裁

は、顧客が録画物の「作成者」となることを示唆しつつ、顧客が外部の関与なく録画を行っているかどうかについてはさ

らなる事実審理が必要であるとして、事件を控訴審に差し戻した。」と説明されており、クラウド側で顧客の指示に基づ

いて自動的にコンテンツを録画する行為の主体は顧客であると判旨している点が参考になる。
ii ジュリスト no. 1463, 2014February, 宮下佳之「クラウドと私的利用をめぐる実務上の問題点」p.22 は、昭和 59 年改

正が念頭においていたのは貸しレコード業者の店頭に設置された音楽テープの高速ダビング機であったという立法経緯

や趣旨を考慮することで公衆用設置自動複製機器該当性を否定することを提言されている。
iii 文化庁「クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究報告書」p.20 において、レンタル店等の店頭に設置

される高速ダビング機なのであって、これと性質が異なるクラウド上のサーバーは公衆用設置自動複製機器には該当しな

いとの意見が紹介されている。
iv SOFTIC LAW NEWS No.108 奥邨弘司 判例評釈「MYUTA 事件」の脚注 32 も立法趣旨から該当性を肯定すること

は合理性を欠くと説く。
v 情報管理vol.55, No. 10, 2013, 末吉亙「日本版フェアユース再論」p.767において、C類型(「著作物の表現を知覚す

ることを通じてこれを享受するための利用とは評価されない利用」)に関し、「技術の急速な進歩への対応やインターネッ

ト等を活用した著作物の利用」に関しては規定が置かれなかったと説明されている。

vi 前掲末吉

vii文化審議会著作権分科会 報告書平成２３年１月 p.48～p.50

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2301_ver02.pdf
viii 著作権法コンメンタール p.8 で「C 類型に関しては、23 年報告書における結論よりもさらに限定された規定になって

いるといわざるをえない」と立法担当者が説明している。
ix コピライト 585 号 p.16 で、立法担当者は C 類型にできるだけ忠実な条文化を試みたものの、条文審査の段階で立法事

実や明確性の原則との関係で限定されることになったと説明している。
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Web



7https://flets.com/azukeru/service.html

Amazon Cloud Drive

8http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref=sd_allcat_acd_lrn?ie=UTF8&docId=1000796931



Amazon Cloud Player

9http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref=sa_menu_mp3_hm?ie=UTF8&docId=1001422531

7digital

10http://www.7digital.com/about



audiobox

11https://audiobox.fm/

Style Jukebox

1000
Premium $2.99/ 20,000 ~100GB

12http://www.get-jukebox.com/en/welcome.aspx

$2.99/ 20,000



LG Cloud

13https://us.lgecloud.com/getstarted/lg_cloud

(1)

• Apple – iCloud , iTunes Match
http://www.apple.com/icloud/features/

• Google Drive , Play Music
https://drive.google.com/

• Microsoft – SkyDrive
http://windows.microsoft.com/ja-jp/skydrive/download

• dropbox
https://www.dropbox.com/https://www.dropbox.com/

• Justcloud.com
http://www.justcloud.com/

• Samsung Music Hub
http://www.samsungmusic.com/

• Baidu – Wangpan
http://wangpan.baidu.com/

• Kanbox
http://www.kanbox.com/
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Web

16https://addons.mozilla.jp/firefox/details/54452
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17http://www. .jp/audio.html

IVONA Speech Cloud

http://www.ivona.com/en/saas/

2001
2013 Amazon
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Acapela Group – acapelabox

•

• 25 91
/

19https://acapela-box.com/AcaBox/index.php

- HANVOICE

HanVOICE is a voice enabling system for websites. It integrates human

20http://www.kanhan.com/tc

HanVOICE is a voice enabling system for websites. It integrates human
sounding text-to-speech technology (TTS) to convert text into voice in real
time, supporting Chinese in Cantonese and Putonghua, English, Japanese
and Korean and possibly all other international languages when TTS for the
corresponding language is available.



Google

21http://translate.google.com/

Listening books

22http://www.listening-books.org.uk/home.aspx

(ADD/ADHD)

Frailty

5,000 4,500 1,000
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•
http://koelab.jp/

• VoXT

https://voxt.jp/

• Interact-AS

http://successforkidswithhearingloss.com/interact-as

• Bing Translator
http://www.bing.com/translator

• Readthistext.com

http://www.readthistext.com/index.php
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25

DVD

• 4,131

•

26http://fujifilm.jp/netprint/dvd/index.html
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http://fujifilm.jp/netprint/dvd/index.html

http://www.videoworks.jp/

28http://dvd.atw.ne.jp/service/cloud/index.html



DVD Your Memories

29

SIR SPEEDY

30
http://www.sirspeedy.com/centers/KVDubai370/productsandservices/ps_detail.cfm?type=ps&id=E93E
2F3D-07A8-FDD8-7205A3B1EBE97019&cid=BB3FF918-1372-403D-634CBB6446FB3F4B



VHS to DVD

31

http://www.vhstodvdtran
sfer.co.za/Older_Browse
rs/home.htm

vigod.ru

DIGITIZE TAPES, FILM AND
PHOTOGRAPHIC FILM

32http://vigod.ru/



VHS para DVD

33http://vhsparadvd.com.br/

(3)

• Media Transfer Service
http://mediatransferservice.com/Audio_Conversion.html

• Total Media
http://www.totalmediainc.com/analog_to_digital_video_conversio
n.html

• Video to DVD
http://www.video-to-dvd.co.uk/index.html

• Film & Video Service von Analog auf Digital
http://www.blickpunkt-gesundheit.de/seite88.htm

• Transférez vos vidéos anciennes sur DVD
http://www.transfert-montage.com/

• DigiteckMedia
http://www.digiteckmedia.com/

• big egg media
http://bigeggmedia.com.au/

• CYBERNEIGHBOR VIDEOWORKS
http://cyberneighbor.sulit.com.ph/

• AV showroom
http://www.avshowroom.com/
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Cablevision Optimum Multi-Room DVR

38http://optimum.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2580/

Cartoon Network, LP v. CSC Holdings, Inc., 536
F.3d 121 (2d Cir. 2008)



recordTV

RecordTV Pte Ltd v MediaCorp TV Singapore
Pte Ltd and others [2010] SGCA 43 (2010.12.1)

39http://www.recordtv.com/
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•

– TV Catchup
http://tvcatchup.com/

•
– BONG.TV

http://bong.tv/

– OnlineTvRecorder.com
http://www.onlinetvrecorder.com/v2/

Save.TV

•
– BooxTV

http://www.booxtv.fi/

•
– Magine

http://magine.com/

•
– Zon Multimedia

http://www.zon.pt/tv/iris/zononline
/Pages/default.aspx

– Save.TV
http://www.save.tv/

– Shift TV
https://www.shift.tv/stv/?lang=en

•
– Swisscom

http://www.swisscom.ch/en/resident
ial/swisscom-tv/functions.html

•
– KPN

http://www.kpn.com/prive/televisie/i
nteractieve-tv/wat-krijg-ik.htm 40

•
– Cisco systems (Zon Multimeda )

http://www.cisco.com/en/US/solutions/c
ollateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1
186/Cisco_Zon_CS.html

– Fabrix systems
http://www.fabrixsystems.com/solutions
/cloud-based-dvr

•
– Alcatel-Lucent (Swisscom )

http://www.alcatel-
lucent.com/solutions/cloud-dvr
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http://ec-club.panasonic.jp/mall/open/simulator/top.html
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44

http://www.eastlondonprinters.co
m/Photo-mug-printing.htm



pixartprinting.com

45http://www.pixartprinting.com/printing-flags-textiles/t-shirt/

ART COR BRASIL

Print Shirt

Custom T-Shirts , those who have a pattern with
several figures or names are valued , fun and
increasingly common items . In large events,
concerts and other occasions , printing t-shirts is a
fun option and that draws the attention of everyone .

Google

46http://www.artcorbrasil.com.br/servicos/home 46

The fever began printing t have a good time and
just grows . In international as well as national
shows, many fans send print shirts with pictures
or statements that show a bit more about their
idols .

In event of any kind , printed t-shirts is very
common practice among employees or for people
who want a different , unusual and certainly
draw the attention of all present clothing .

The Art Color Brazil understands that printing t-
shirts is a niche market that is growing every day
more and offers a fully integrated and high quality
for end users , companies and organizations
seeking custom T-shirts with prints of all kinds and
sizes service .

The best in personalized gifts



iLogo.in

47http://ilogo.in/no-minimum.html

BASMATIK

48http://www.basmatik.com/basmatik/tasarla

- Google
When upload visual to the system, the use of
the rights you are agreeing that you own.
Uploads any legal liability arising from the use
of the photo you're responsible!
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• cafepress
http://www.cafepress.com/

• TUNISIA PRINT
http://tunisia-print.com/

• Shiny Clown Peru
http://www.shinyclownperu.com/

• prostoprint
http://prostoprint.com/
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2013

53

2012 5 11

54http://reserves.library.gsu.edu/reserves/

75 70



CLA(Copyright Licensing Agency)

55
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/library-
museum-gallery/using-library/request-resources/ereserve/ereserve-about

56http://umanitoba.ca/libraries/services/reserve_guidelines.html



YONSEI Univ.

57http://library.yonsei.ac.kr/main/sub.do?menuCode=0203

Taiwan eLearning Center
e-learning

58http://elearning.rad.gov.tw/fet/home/ch



59http://www.elearn.fju.edu.tw/
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( )

http://megalodon.jp/

FreezePage ( )

http://www.freezepage.com/

Peeep.us ( )

http://www.peeep.us/

( URL )

http://www.hiyo.jp/

Wayback Machine ( )

http://archive.org/web/web.php

6161

http://archive.org/web/web.php

Google ( )

http://www.google.com/

Gyazo ( )

https://gyazo.com/

Browsershots ( )

http://browsershots.org/

Capture Full Page ( 1 )

http://www.capturefullpage.com/

PDFmyURL.com ( PDF )

http://pdfmyurl.com/
10

http://japan.cnet.com/news/society/35031581/

Screen Capture

62http://ctrlq.org/screenshots/
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iterasi

63http://www.iterasi.com/

The Zuckerberg Files

64http://zuckerbergfiles.org/



Web Archive

65http://www.webarchive.org.uk/ukwa/info/about

snapito

$300

66http://snapito.com/index.html

2014/2/12



Sazell

67http://sazell.com/default.aspx

Archivethe.Net

68http://archivethe.net/en/index.php/service/



WebCite

69http://www.webcitation.org/

Archive.is

URL

70http://archive.is/
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71

72http://www.ank.co.jp/works/products/copypelna/



turnitin

73http://turnitin.com/en_us/features/overview

iThenticate

74http://www.ithenticate.com/



plagscan

Plagiarism Check
PlagScan compares your document with billions of others and
highlights relevant correlations between them. It enables the
user to reliably identify fraudsters by checking with our
automatic online plagiarism detection service in real time.
( )

75http://www.plagscan.com/

( )

PlagTracker

76http://www.plagtracker.com/
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http://saku-tools.info/copyperin/
http://kagemusya.biz-samurai.com/
http://copy-check.com/
http://pakumori.net/

CheckForPlagiarism.net http://www.checkforplagiarism.net/

77

CheckForPlagiarism.net http://www.checkforplagiarism.net/
PlagiarismDetection.org http://plagiarismdetection.org/
Academic Plagiarism http://academicplagiarism.com/
The Plagiarism Checker http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
PaperRater http://www.PaperRater.com/
PlagiarismDetect.com http://en.plagiarismdetect.com/
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79http://www.hottolink.co.jp/kakaricho

SAP Social Media Analytics by Netbase

57

80http://global.sap.com/japan/include/social-media-analytics/index.epx



Salesforce.com Radian 6

81http://www.salesforcemarketingcloud.com/products/social-media-listening/

1 5000

17

Textalytics

It easily extracts the meaning

82https://textalytics.com/home

It easily extracts the meaning
from texts in social media and
documents of all types.



Linguamatics I2E

83
http://www.linguamatics.com/welcome/solutions/news_rss_social_media_analysi
s.html

Spotter

84http://www.spotter.com/
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Kintone Easy mining http://group.cybozu.jp/news/13121601.html
http://www.pa-consul.co.jp/service/engine/

ADPLAN SM http://www.adplan.ne.jp/product/sm/
http://boomresearch.tribalmedia.co.jp/

Report http://jpn.nec.com/bv/hoso/kandoreport/index.html
http://blog-hyoban.goo.ne.jp/
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SAS Social Media Analytics
http://www.sas.com/offices/europe/uk/software/customer-intelligence/social-
media-analytics/
Oracle Oracle Social Cloud
http://www.oracle.com/us/products/social-engagement-monitoring-
1845280.pdf
*
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TV

• No.1
400

http://www.ptp.co.jp/spiderpro/case/

VLE

87

http://www.vle.jp/headlinetv/use/

DB

SnapStream TV SEARCH

88http://www.snapstream.com/enterprise/default.asp



Media Monitoring Suite

89http://www.tveyes.com/?page_id=114

MULTIEYE , XENTAURIX

90http://www.artec.de/en/produkte.html



Media Monitoring

91http://us.cision.com/media-monitoring/media-monitoring-overview.asp
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• IT CPU OS
1

1
IT

•
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*

Windows Azure
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CATV
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CATV
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Sideload.com

http://www
http://www
http://www
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