（略）

環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協
定の締結 に伴う関係法律の整備に関する法律（抄）

著作権 法（昭和四十五年法律第四十八号）の一部を次のよう に改正する。

（著作権法の一部改正）
第八条

第二 条第一項 第二十号 中「方 法（次号」の下に「及び第二十二号」を、「若し くは著作権」の下に「、

出版権」 を加え 、「有線 放送（次号にお いて」を「有線放送（以下」に改め、同項中第二十三 号を第二十

技術的 利用制限 手段

電磁的 方法により、著作物等の視聴（プログラムの著作物に あつては、

四 号とし、 第二十 二号を第 二十三号とし、第二十一号 を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加え
る。
二十一

当 該著作 物を電子 計算機に おいて利用する行為を 含む。以下この号及び第百十三条第三項において同

じ。 ）を制限 する手段 （著作 権者、出版権者又は著作隣接権者 （以下「著作権者等」という。）の意

思に基づ くこと なく用 いられて いるものを除く。）であつて、著作物等の視聴に際し、こ れに用いら
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れる機器 が特定 の反応 をする信号を 著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放 送に係る音

若 しくは 影像ととも に記録 媒体に記録し、若しく は送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要と

する よう著作 物、実演 、レコ ード若しくは放送若しくは有線放 送に係る音若しくは影像を変換して記
録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるも のをいう。
第五十一条 第二項中「五十年」を「七十年」に改める。

第五 十二条第 一項中「 公表後 五十年」を「公表後七十年」に改め、同項ただし 書中「五十年」を「七十
年」に改める。
第五十三条 第一項中「五十年」を「七十年」に改める。

第五十七条中「五十年、 著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年」を「七十年」に改め る。

第九十五 条第一 項中「商 業用レコード」の下に「（ 送信可能化されたレコードを含む。第九十七条第一
項及び第三項 において同じ。）」を加える。
第百一条第二項第一号及 び第二号中「五十年」を「七十年」に改める。

第百十三 条中第 六項を第 七項とし、第 五項を第六項とし、同条第四項中「次条第四項」を「次条第五項
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技術的 利用制限 手段の 回避（技術的利用制限手段 により制限されている著作物等の視聴を当該技術的

」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第 四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
３

利用 制限手段 の効果を 妨げる ことにより可能とすること（著作権 者等の意思に基づいて行われる場合を

除く。） をいう 。第百二 十条の二第一 号及び第二号において同じ。）を行う行為は、技術的 利用制限手

段 に係る研 究又は技 術の開 発の目的上正当な範囲内 で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害

しな い場合を 除き、当 該技術 的利用制限手段に係る著作権、出版 権又は著作隣接権を侵害する行為とみ
なす。

第 百十四条 第一項 中「著作 権者、出版権者又は著作隣接権者（以 下この項において「著作権者等」とい

う。 ）」を「 著作権者 等」に 改め、同条第四項中「前項」を「第三 項」に改め、同項を同条第五項とし、

著作権 者又は 著作隣接 権者は、前項の規定により その著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害

同条第三項の次に次の一項を加える。
４

の賠 償を請求 する場合 におい て、その著作権又は著作隣接権が著 作権等管理事業法（平成十二年法律第

百三十一 号）第 二条第一 項に規 定する管理委託契約に基づき同条第三項に規定する著作権等 管理事業者
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が管理す るもの であると きは、当該著 作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定 する使用料

規 程のうち その侵害 の行為 に係る著作物等の利用の 態様について適用されるべき規定により算出したそ

の著 作権又は 著作隣接 権に係 る著作物等の使用料の額（当該額の 算出方法が複数あるときは、当該複数

の算出方 法によ りそれぞ れ算出した額 のうち最も高い額）をもつて、前項に規定する金銭の 額とするこ
とができる 。
第百十六条第三項中「五 十年」を「七十年」に改める。

第百十九 条第一 項中「若 しくは著作隣接権（同条第 四項」を「、出版権若しくは著作隣接権を侵害する

行 為とみな される 行為を行 つた者、同条第四項の規定 により著作権若しくは著作隣接権（同条第五項」に

、「 第百十三 条第五項 」を「 第百十三条第六項」に改め、同条第二 項第一号中「第百十三条第三項」を「

第百十三条第四項」に改め、同条第三項中「有償著作 物等」を「録音録画有償著作物等」に改める。

第 百二十条 の二第 一号中「 を行う」を「若しくは技術的利用制限 手段の回避を行う」に改め、「により

」の 下に「可 能とし、 又は第 百十三条第三項の規定により著作権、 出版権若しくは著作隣接権を侵害する

行為とみ なされ る行為を 技術的 利用制限手段の回避により」を加え、同条第二号中「技術的保 護手段の回
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避」の下 に「又 は技術的 利用制限手段の 回避」を加え、同条第三号中「第百十三条第三項」を 「第百十三

条第四項」に 改め、同条第四号中「第百十三条第五項」を「第百十 三条第六項」に改める。
第百二十一条の二中「五 十年」を「七十年」に改める。

第百二十 三条第 二項中「 前項の」を「第一項に規定 する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項

前項の規 定は、次 に掲げ る行為の対価として財産上の利益を受 ける目的又は有償著作物等の提供若し

の次に次の二 項を加える。
２

くは提示 により 著作権者 等の得ること が見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれ かに掲げる

有償著作 物等につ いて、 原作のまま複製された複製物を公衆 に譲渡し、又は原作のまま公衆送信（

行為を行う ことにより犯した第百十九条第一項の罪については、 適用しない。
一

自動公衆 送信の 場合に あつては、送 信可能化を含む。次号において同じ。）を行うこと（ 当該有償著

作 物等の 種類及び 用途、当 該譲渡の部数、当該譲 渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当

該有 償著作物 等の提供 又は提 示により著作権者等の得ることが 見込まれる利益が不当に害されること
となる場合に限る。）。
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３

二

有償 著作物 等につい て、原作のま ま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま 公衆送信を

行 うため に、当該有 償著作 物等を複製すること（ 当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数

及び 態様その 他の事情 に照ら して、当該有償著作物等の提供又 は提示により著作権者等の得ることが
見込まれる利益が不当に害されることとなる場合 に限る。）。

前項に 規定する 有償著 作物等とは、著作物又は実 演等（著作権、出版権又は著作隣接権の目的となつ

てい るものに 限る。） であつ て、有償で公衆に提供され、又は提 示されているもの（その提供又は提示

が著作権 、出版 権又は著 作隣接権を侵 害するもの（国外で行われた提供又は提示にあつては 、国内で行
われたとし たならばこれらの権利の侵害となるべきもの）を除く 。）をいう。

則

附則第十五条第二項中「 五十年」を「七十年」に改める。
（略）
附

この法 律は、環 太平洋 パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国につ いて効力を

（施行期日）
第一条
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公布の日から起算 して二月を

生ずる日 （第三 号におい て「発効日」と いう。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規 定は、当該
各号に定める 日から施行する。
附則第九条の規定

公 布の日

一

第三 条中商 標法第二 十六条第三項第 一号の改正規定及び第十条の規定

第四条中 関税暫定 措置法 別表第一の三第○四○四・一○号の改 正規定（「九九円」の下に「（発効日

超えない範 囲内において政令で定める日

二

三

の前日以 後に輸 入される ものにあつて は、三五％及び一キログラムにつき一二○円）」を加 える部分に
発効日の前日

附則第十九条の規定

限る。）及 び附則第三条第一項の規定
四

第四 条の二 の規定及 び附則第三条第 三項の規定

環太平洋パートナーシップ協定が日本国 について効

環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の 前日

五
力を生ずる 日
（略）

（著作権法の一部改正に伴う経過措置）
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第八条 の規定に よる改正後の著作 権法（次項及び第三項において「新著作権法」という 。）第五十

新著 作権法 第百二十 一条の二の規定は 、同条各号に掲げる商業用レコード（当該商業用レコ ードの複製

ては、なお従前の例による 。

十 年を経過 した日 が施行日 以後である場合について適 用し、その経過した日が施行日前である場合につい

新著 作権法 第百十六 条第三項の規定は 、著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から 起算して五

、なお従前の例による。

日 において 旧著作権 法によ る著作権又は著作隣接権が 消滅している著作物、実演及びレコードについては

作権法」 という 。）によ る著作権又は著 作隣接権が存する著作物、実演及びレコードについて 適用し、同

の規 定は、施 行日の前 日にお いて現に第八条の規定による改正前の 著作権法（以下この項において「旧著

一 条第二項 、第五十 二条第 一項、第五十三条第一項、 第五十七条並びに第百一条第二項第一号及び第二号

第七条

２

３

物 （二以上 の段階 にわたる 複製に係る複製物を含む。 ）を含む。）で、当該各号の原盤に音を最初に固定

した 日の属す る年の翌 年から 起算して五十年を経過した日が施行日 前であるもの（当該固定した日が昭和
四十二年十二月三十一日以前であるものを含む。）に ついては、適用しない。
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施 行日前に した行為 及び附則第五条の規定によ りなお従前の例によることとされる場合における施

（罰則に関する経過措置）
第 八条

行日以後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。

こ の附則に 規定する もののほか、この法律の施 行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を

（政令への委任）
第 九条
含む。）は、政令で定める 。
（略）

著作 権法の 一部を 改正する法律（平成二十四年法律第四十 三号）の一部を次のように改正する。

（著作権法の 一部を改正する法律の一部改正）
第十 七条

附則第七 条第一 項中「有 償著作物等」を「録音録画 有償著作物等」に、「新法第百十九条第三項」を「
著作権法第百 十九条第三項」に改める。
附則第八条中「有償著作 物等」を「録音録画有償著作物等」に改める。
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