新 旧対照 条文

後

現

行

（傍線の部分は改正部分）

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
）

正

○著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）
改

（定義）

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定
一～十九

（略）

めるところよる。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 第二条

（定義）
第二 条
（略）

めるところによる。
一～十九

なく用いられているものを除く。）であつて、著作物、実演、レコード

において同じ。）をする手段（著作権等を有する者の意思に基づくこと

を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号

する行為の防止又は抑止（著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害

二号及び第百二十条の二第一号において「著作権等」という。）を侵害

くは同条第六項に規定する著作隣接権（以下この号、第三十条第一項第

くは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若し

方法」という。）により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若し

て認識することができない方法（次号及び第二十二号において「電磁的

号において「著作物等」という。）の利用（著作者又は実演家の同意を

を除く。）であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送（次

手段（著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているもの

当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。）をする

（著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる

第一号において「著作権等」という。）を侵害する行為の防止又は抑止

る著作隣接権（以下この号、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二

第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定す

）により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は

て認識することができない方法（次号において「電磁的方法」という。

電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつ

、放送又は有線放送（以下「著作物等」という。）の利用（著作者又は

得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害とな

技術的保護手段

実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人

るべき行為を含む。）に際し、これに用いられる機器が特定の反応をす

二十

格権の侵害となるべき行為を含む。）に際し、これに用いられる機器が

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

電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつ

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

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

技術的保護手段

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

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

二十

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、

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
（新設）

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
電磁的方法により、著作物等の視聴（プロ

録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
技術的利用制限手段

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。
二 十一

- 1 -

グラムの著作物にあつては、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。
（略）

二十二～二十四 （略）
２～ ９
（保護期間の原則）
（略 ）

（略）

二十一～二十三
２～９

（略）

（略）

（保護期間の原則）
第五十一条

著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同

じ。）五十年を経過するまでの間、存続する。

著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同

著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後（共同

じ。）七十年を経過するまでの間、存続する。

（無名又は変名の著作物の保護期間）

著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後（共同 ２

第五十一条
２

（無名又は変名の著作物の保護期間）

を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著

無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年

を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著

作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著

無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年 第五十二条

作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著

作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消
（略）

作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消
２

滅したものとする。

（略 ）

滅したものとする。

第五十二条

２

（団体名義の著作物の保護期間）

法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、そ

の著作物の公表後五十年（その著作物がその創作後五十年以内に公表され

法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、そ 第五十三条

（団体名義の著作物の保護期間）
第五 十三 条

の著作物の公表後七十年（その著作物がその創作後七十年以内に公表され
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（略）

なかつたときは、その創作後七十年）を経過するまでの間、存続する。
２・ ３
（保護期間の計算方法）

（略）

なかつたときは、その創作後五十年）を経過するまでの間、存続する。
２・３

（保護期間の計算方法）

後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が

第五十四条第一項の場合において、著作者の死後七十年又は著作物の公表

十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公

五十年若しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七

第五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年、著作物の公表後

第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は

死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する

表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は 第五十七条

年の翌年から起算する。

（商業用レコードの二次使用）

第五十七条

（商業用レコードの二次使用）

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

る権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコード（送

一項において「放送事業者等」という。）は、第九十一条第一項に規定す

観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場

いた放送又は有線放送を行つた場合（営利を目的とせず、かつ、聴衆又は

る権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用

一項において「放送事業者等」という。）は、第九十一条第一項に規定す

放送事業者及び有線放送事業者（以下この条及び第九十七条第

じ。）を用いた放送又は有線放送を行つた場合（営利を目的とせず、かつ

合を除く。）には、当該実演（第七条第一号から第六号までに掲げる実演

放送事業者及び有線放送事業者（以下この条及び第九十七条第 第九十五条

、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送

で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同

（実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間）
（略）

実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算し

著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。

第百一条
２
一
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第九十五条

を行つた場合を除く。）には、当該実演（第七条第一号から第六号までに

（略）

じ。）に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。

（ 略）

著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。

２～

掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項まで
（略）

において同じ。）に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
２～

２

実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算し

て五十年を経過した時

レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起

算して五十年（その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算

二

算して七十年（その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算

して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が

レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起

14

して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が

二

て七十年を経過した時

一

第 百一 条

（実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間）

14

時

最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年）を経過した
時

最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年）を経過した
（略）

三・四

（略）

（略）

三 ・四

第百十三条

（侵害とみなす行為）

（略）

（侵害とみなす行為）
第百 十三 条
（略）

（略）

２

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 （新設）

２

３
著作物等の視聴を当該技術的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。

（略）

３

に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定す

（略 ）
に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定す

る二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権

４

る二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権

とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作

第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項

とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作

隣接権者（次条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する

第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項 ４

隣接権者（次条第五項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する

者を含む。）」と、同条第一項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権

５

者を含む。）」と、同条第一項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権

（ 略）
（損害の額の推定等）

５・６

（同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。）」とする。

（略 ）

（同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。）」とする。
６・７

（損害の額の推定等）

著作権者等」という。）が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は

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「

作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請

著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を

著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著 第百十四条

求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲

請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を

第 百十 四条

渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信（自動公衆送信の場合にあ
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情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとす

又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事

権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部

る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作

の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係

の侵害の行為がなければ販売することができた物（受信複製物を含む。）

数量（以下この項において「譲渡等数量」という。）に、著作権者等がそ

しくは実演等の複製物（以下この項において「受信複製物」という。）の

はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若

つては、送信可能化を含む。）を行つたときは、その譲渡した物の数量又

事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと

部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする

作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全

係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著

）の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に

その侵害の行為がなければ販売することができた物（受信複製物を含む。

の数量（以下この項において「譲渡等数量」という。）に、著作権者等が

若しくは実演等の複製物（以下この項において「受信複製物」という。）

又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物

あつては、送信可能化を含む。）を行つたときは、その譲渡した物の数量

譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信（自動公衆送信の場合に

する。
２・３

（ 略）

る。
（略）

接権を侵害した者に対し損害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。

い。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故

第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げ ４
ない。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に

意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定める

前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げな

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 （新設）

２・３
４

５

故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定め

について、これを参酌することができる。

（略）

るについて、これを参酌することができる。

第百十六条

（著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置）
（略）

（著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置）
第 百十六 条
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（略）

２

（略）

とができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受

２
とができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受

けた者は、当該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

著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をするこ

けた者は、当該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

て五十年を経過した後（その経過する時に遺族が存する場合にあつては、

著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をするこ ３

て七十年を経過した後（その経過する時に遺族が存する場合にあつては、

その存しなくなつた後）においては、その請求をすることができない。

３

その存しなくなつた後）においては、その請求をすることができない。

る権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。）を侵害する行為と

作権若しくは著作隣接権（同条第五項の規定により著作隣接権とみなされ

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

た者、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

に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つ

（第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。）

なされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く

十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみ

三号において同じ。）を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百

四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第

た者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権（同条第

に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つ

（第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。）

著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者（第三十条第一項

みなされる行為を行つた者、第百十三条第六項の規定により著作権若しく

。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併

著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者（第三十条第一項 第百十九条

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又は次項第三号

科する。

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者（第百十三条第三項の規

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円 ２
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者（第百十三条第四項の規

定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行
（略）

定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行

二～四

為を行つた者を除く。）

（略）

は提示されているもの（その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害

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

等（録音され、又は録画された著作物又は実演等（著作権又は著作隣接権

のに限る。）をいう。）の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信

れているもの（その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないも

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

され、又は録画された著作物又は実演等（著作権又は著作隣接権の目的と

第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等（録音

しないものに限る。）をいう。）の著作権又は著作隣接権を侵害する自動

（国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著

第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物 ３

二 ～四

為を行つた者を除く。）

一

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円

若しくは第四号に掲げる者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円

第百十九条

２

３

公衆送信（国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとした
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作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以

行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著

ならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。）を受信して

に処し、又はこれを併科する。

著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金

タル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は

作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。）を受信して行うデジ

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若し

くは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若し 第百二十条の二

下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十条の二
くは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

ことができるものを含む。）若しくは技術的保護手段の回避若しくは技

をその機能とする装置（当該装置の部品一式であつて容易に組み立てる

物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的

は技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製

部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。）若しく

技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置（当該装置の

術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製

をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し

一

物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的

、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為（当

技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うこと

をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し

該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合に

一

、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為（当

あつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能

業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者

該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合に

二

営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著

とする用途に供するために行うものに限る。）をした者

三

あつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能
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
業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避又は技術的利

より可能とする用途に供するために行うものに限る。）をした者
二

営利を目的として、第百十三条第四項の規定により著作者人格権、著

用制限手段の回避を行つた者
三

作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を

接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣

作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を
四

行つた者

営利を目的として、第百十三条第六項の規定により著作権又は著作隣

行つた者
四

接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

の複製物（二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。）を含む。）

次の各号に掲げる商業用レコード（当該商業用レコード 第百二十一条の二 次の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。）

を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布

第百二十一条の二

を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布
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。）は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併

年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く

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七十

の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者（当

。）は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併

年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く

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

の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者（当

（略）

（略）

第百二十三条

一・二

科する。
（ 略）

科する。
一・二
（ 略）

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

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

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 （新設）

。 ）。

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

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

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

、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

二

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。）。

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

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

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

、又は原作のまま公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能

一

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。

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行為を行うこと

又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込

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 （新設）

第百二十三条
２

３

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。
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４

無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について

告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する

無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る第一項に規定する ２
罪について告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書

場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでな

則

に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、こ

第十五条

（略）

（著作隣接権についての経過措置）

附

い。

則

の 限り でない 。
附
（著作隣接権についての経過措置）
（略）

著作権の存続期間の満了する日が新法第百一条の規定による期間の満了す

著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの

る日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の

著作権の存続期間の満了する日が新法第百一条の規定による期間の満了す

著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの

前項に規定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による

る日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の

存続期間の満了する日（その日がこの法律の施行の日から起算して五十年

前項に規定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による ２

第十 五条
２

存続期間の満了する日（その日がこの法律の施行の日から起算して七十年

を経過する日後の日であるときは、その五十年を経過する日）までの間と
（ 略）

を経過する日後の日であるときは、その七十年を経過する日）までの間と

３・４

する。
（略 ）

する 。
３・４
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