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１．知的財産権について

１

知的財産権について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「知的財産権」とは，知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される，

他人に無断で利用されない権利であり，これには以下のようなものが含まれます。なお，
同じものを意味する用語として，
「知的所有権」や「無体財産権」という用語が使われるこ
ともあります｡
著作者の権利
著作権

著作物を保護（原則として創作の時から著作者の死後70年）
著作隣接権
実演等を保護（実演等を行った時から70年）
特許権（特許法）
発明を保護（出願の日から20年）
実用新案権（実用新案法）

知的財産権

産業財産権

考案を保護（出願の日から10年）
意匠権（意匠法）
物品のデザインを保護（出願の日から25年）
商標権（商標法）
マーク等の営業標識を保護（登録の日から10年,更新可能）

回路配置利用権（半導体集積回路の回路配置に関する法律）
半導体の回路配置を保護（登録の日から10年）
その他

育成者権（種苗法）
植物新品種を保護（登録の日から25年（樹木は30年））
営業秘密等（不正競争防止法）
営業秘密や商品の表示等を保護

これらの権利のうち産業財産権等は，権利を取得するために「申請」
「登録」などの手
続きが必要ですが，著作権は，こうした手続きを一切必要とせず，著作物が創られた時点
で「自動的」に付与するのが，国際的なルールとされています（権利取得のための「登録制
度」などは禁止）
。これを「無方式主義」といいます。
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２．著作権制度の沿革

２

著作権制度の沿革

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
著作権の保護の歴史は非常に古く，15 世紀中頃の印刷術の発明に始まるといわれ，ヨー

ロッパ諸国では 18 世紀から 19 世紀にかけて，著作権の保護に関する法律が作られました。
2

また，多くの国々が陸続きで接し合うヨーロッパでは，著作権は国を越えて保護しなけ
れば意味がないため，19 世紀後半から，ヨーロッパ各国の間で，二国間条約による相互保
護が行われてきましたが，明治 19（1886）年 9 月 9 日，10 カ国がスイスのベルヌに集まり，
いわゆる「ベルヌ条約（文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約）」が作成され
ました。
一方，我が国の著作権法制は，江戸時代まで遡ることができるとする説もありますが，
「図書を出版する者」を保護する規定を持つ「出版条例」
（明治 2（1869）年）が，その先駆
と考えられています。
我が国が近代的な著作権法を備えたのは，明治 32（1899）年に「著作権法」（いわゆる
「旧著作権法」
。以下「旧法」）を制定したときであり，この年同時に，著作権保護の基本条
約である「ベルヌ条約」を締結しました。なお，アメリカが「ベルヌ条約」を締結したのは，
平成元（1989）年のことです。
この法律は，数度の改正がなされましたが，昭和 45（1970）年に至って全面改正が行わ
れ，現在の著作権法が制定されました。
近年，デジタル化・ネットワーク化の進展により，誰もが簡単に著作物を創作し利用で
きる環境になり，社会は大きく変化しています。最近では，このようなデジタル化・ネット
ワーク化への対応や国際ルール（条約）により定められた保護水準への適合など，著作権
等の適切な保護と利用の円滑化を図るための制度の見直しが行われています。

著作者の権利（著作権）
著作権

著作者人格権
著作権（財産権）
実演家人格権

実演家等の権利

（著作隣接権)※

著作隣接権（財産権）

※著作隣接権には、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利が含まれます。
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３．著作権制度の概要

３

著作権制度の概要

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
知的財産権のうち「著作権」は，国際的なルール（条約）に従い，次のような権利によっ

て構成されています。
（１） 著作者の権利 （著作権）
○ 著作物………………………… 小説，講演，音楽，美術，映画，コンピュータ・プログラ
ム，データベースなど

○ 著作者………………………… 著作物を創作した者
○「著作者の権利」の付与 ……｢著作者の権利」は，著作物を創作した時点で「自動的」
に付与されるので，登録等は不要（無方式主義）

○「著作者の権利」の内容 ……人格的利益（精神的に「傷つけられない」こと）を保護す
るための「著作者人格権」

財産的利益（経済的に「損をしない」こと）を保護する
ための「著作権（財産権）」
公表権
著作者人格権

氏名表示権
同一性保持権
複製権

著作者の権利

上演権・演奏権

（著 作 権）

上映権
公衆送信権
公の伝達権
権

口述権

（財 産 権）

展示権

著

作

譲渡権
貸与権
頒布権
二次的著作物の創作権
二次的著作物の利用権

○ 財産権における「○○権」の意味……他人が「無断で○○すること」を止めることが

できる（使用料などの条件を付けて，他人が○○
することを認める）権利（許諾権）

○「著作権（財産権）
」の保護期間………原則として，創作のときから著作者の死後 70
年間まで（公表後起算の例外あり）

○「著作者人格権」の保護期間 …………著作者の生存中（ただし，著作者の死後におい

ても，原則として，著作者人格権の侵害となるべ
き行為をしてはならない）
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（２） 著作隣接権
○ 著作隣接権………………著作物等を「伝達する者」
（実演家，レコード製作者，放送事
業者，有線放送事業者）に付与される権利

○「著作隣接権」の付与 …著作隣接権は，実演等を行った時点で「自動的」に付与され
るので，登録等は不要（無方式主義）

3

○ 著作隣接権者

・実演家…………………著作物を演じる「歌手」
「俳優」など（アマチュアがカラオケ
で歌っているような場合も含まれる）
・レコード製作者………音を最初に固定（録音）した人（アマチュアが鳥の鳴き声な
どを録音したような場合も含まれる）
・放送事業者……………同じ内容を受信者の手元まで無線で同時に送信する事業者
（各国ごとの規制行政とは無関係であり，キャンパスＦＭなど，
「放送法」等に基づく免許を得ていない場合も含まれる）
・有線放送事業者………同じ内容を受信者の手元まで有線で同時に送信する事業者
（各国ごとの規制行政とは無関係）

（注）・「放送法」上の放送

：
「不特定の人」向けの同時無線送信

・「著作権法」上の放送：「不特定の人」又は「特定多数の人」向けの同時無線送信
（「特定多数の人」向けの場合，｢放送法｣では「通信」に当
たります）
※著作権法には「通信」という概念は存在しません。

○ 著作隣接権の内容

氏名表示権

実演家人格権

同一性保持権
録音権・録画権

放送権，有線放送権

許諾権

送信可能化権
譲渡権

貸与権（レコード発売後1年間）

実演家の権利
財産権

CD等の「放送」「有線放送」（同時再送信を含む）
について使用料を請求できる権利
報酬請求権

CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権
利（レコード発売後2年目～70年目まで）
生の実演が含まれる放送の「有線放送」による同時
再送信について使用料を請求できる権利

（注） 実演家の了解を得て「映画の著作物」に「録音」｢録画｣された実演については，その後
の利用について，実演家に財産権がありません。
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許諾権

複製権

送信可能化権
譲渡権

貸与権（レコード発売後 1 年間）

レコード製作者の権利

CD 等の「放送」「有線放送」（同時再送信を含
報酬請求権

む）

CD 等の「レンタル」について使用料を請求できる
権利（レコード発売後 2 年目～70 年目まで）
複製権

放送事業者の権利

許諾権

再放送権，有線放送権
送信可能化権

テレビ放送の公の伝達権
複製権
有線放送事業者の権利

許諾権

放送権，再有線放送権
送信可能化権

テレビ放送の公の伝達権

※レコード製作者，放送・有線放送事業者には「人格権」はなく，「財産権」のみ認められています。
（注） ・許諾権………… 他人が「無断で○○すること」を止めることができる（使用料などの
条件を付けて他人が○○することを認める）権利
・報酬請求権……他人が「○○した」ときに使用料を請求できる権利
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○ ｢著作隣接権｣（財産権）の保護期間
保護の始まり
その実演を行ったとき

実演後70年

レコード

その音を最初に固定（録音）したとき

発行（発売）後70年（発行されなかったとき
は，固定〔録音〕後70年）

放

その放送を行ったとき

放送後50年

その有線放送を行ったとき

有線放送後50年

実

3

保護の終わり

演

送

有線放送

○ ｢実演家人格権｣の保護期間…………実演家の生存中（ただし，実演家の死後において

も，原則として，実演家人格権の侵害となるべき
行為をしてはならない）

（３）「伝達的な行為」をする者の権利
国際的なルール（条約）では，著作隣接権は，
「実演家」
「レコード製作者」
「放送事
業者」に付与することとされていますが，我が国はこれよりも保護が厚く，
「有線放送
事業者」にも著作隣接権を付与しています。
また，
「映画の製作・上映」や「本の出版・販売」も，ある意味で「原作」等の「伝
達」を行っている（
「レコード製作者」と似た行為をしている）ともいえますが，著作
権に関する条約や多くの国々の著作権法は，次のような考え方を採っています（ただ
し，「レコード製作者」を著作者として保護したり，「出版者」に著作隣接権を付与し
たりしている国も，一部には存在しています）。
○ 映画の創作者 ＝ 著作者

映画の創作はある意味で「原作」や「脚本」を「伝達している」ともいえますが，映画
を創る行為は，
「著作物の創作」であるという考え方により，映画の創作者には「著作
者の権利」が付与されています。

○ レコード製作者 ＝ 著作隣接権者

レコードの製作（
「音」の録音）は，
「著作物の創作」ほどの創作性はないが，
「著作物
の創作に準ずる行為」であるという考え方により，レコード製作者には「著作隣接権」
が付与されています。

○ 出版者 ＝ 権利なし
本の製作（
「文章」や「写真」などの印刷）は，現行の条約や多くの国の著作権法では，
権利の対象となる行為とはされておらず，出版者には，著作者の権利も著作隣接権も
与えられていません。
（ただし，当事者間の契約により出版者に「出版権」を設定する
ことは可能です。
）
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４

著作者の権利

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（１）著作物
「著作者の権利」によって「保護」されている（著作者に無断でコピーなどをしては
ならないこととされている）ものは「著作物」といわれています。
「著作物」は，著作
権法の規定では，
著作物 ＝「思想又は感情を創作的に表現したものであつて，
文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するもの」
と定義されています（第2 条第1 項第1 号）
。

具体的にどのようなものが著作物であるのかは，8 頁の表に例示されています。しか

し，これらはあくまでも例示であって，著作物はこれだけに限りません。先に述べた定
義にあてはまるもの，すなわち，以下の条件をすべて満たすものは，表に掲げられてい
ないものであっても，著作物に該当することになります。
（a）「思想又は感情」を
（b）
「創作的」に

（c）
「表現したもの」であって，

（d）
「文芸，学術，美術又は音楽の範囲」に属するもの

（a）の条件によって，
「東京タワーの高さ：333 メートル」といった「単なるデータ」
など（人の思想や感情を伴わないもの）が著作物から除かれます。
（b）の条件によって，他人の作品の「模倣品」など（創作が加わっていないもの）
が著作物から除かれます。また，
「ありふれたもの」
（誰が表現しても同じようなものに
なるもの）も創作性があるとはいえません。
（c）の条件によって，
「アイディア」など（表現されていないもの）が著作物から除
かれます（ただし，アイディアを解説した「文章」は表現されているため著作物になり
得ます）。
（d）の条件によって，「工業製品」などが著作物から除かれます。
（注） ｢特許権｣は｢アイディア｣を保護し，｢著作権｣は｢表現｣を保護しています。この
ため，例えば，ある｢薬｣の製法について特許権が付与されている場合，1） そ
の製法に従って，その薬を｢製造・販売｣すること（アイディアの利用）は，特許
権の侵害となり，2） その製法を書いた｢論文をコピー｣すること（表現の利用）
は，｢著作権｣の侵害になります。
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① 保護を受ける著作物

我が国の著作権法によって保護を受ける著作物（無断で利用してはいけない著作物）

は，次のいずれかに該当するものです（第6 条）。

（a） 日本国民が創作した著作物（国籍の条件）
（b） 最初に日本国内で発行（相当数のコピーが頒布）された著作物（外国で最初
に発行されたが発行後 30 日以内に国内で発行されたものを含む）
（発行地の条件）

（c） 条約により我が国が保護の義務を負う著作物（条約の条件）
次のような著作物については，著作権の目的とはならないとされています（第13 条）
（ｲ）憲法その他の法令（地方公共団体の条例，規則を含む。）

4

（ﾛ）国，地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人の告示，訓令，通達など
（ﾊ）裁判所の判決，決定，命令など
（ﾆ）（ｲ）から（ﾊ）の翻訳物や編集物（国，地方公共団体又は独立行政法人・地
方独立行政法人が作成するもの）
②

著作物の種類
ア 一般の著作物

著作物の定義については，
（１）で説明しましたが，この定義をさらに明確にする

ため，著作権法では，次の表に掲げられているように，著作物の種類を例示してい
ます（第10 条）
。
言 語 の 著 作 物 講演，論文，レポート，作文，小説，脚本，詩歌，俳句など
音 楽 の 著 作 物 楽曲，楽曲を伴う歌詞など
舞踊，無言劇の著作物 日本舞踊，バレエ，ダンス，舞踏，パントマイムの振り付け
美 術 の 著 作 物

絵画，版画，彫刻，マンガ，書，舞台装置など
茶碗，壺，刀剣等の美術工芸品も含む

建 築 の 著 作 物 芸術的な建築物
地 図 ， 図 形 の 著 作 物 地図，学術的な図面，図表，設計図，立体模型，地球儀など
映 画 の 著 作 物

劇場用映画，アニメ，ビデオ，ゲームソフトの映像部分などの「録画さ
れている動く影像」

写 真 の 著 作 物 肖像写真，風景写真，記録写真など
プ ロ グ ラ ム の 著 作 物 コンピュータ・プログラム

なお，
「映画の著作物」を除き，著作物として保護されるためには，
「固定」
（録音，
録画，印刷など）されている必要はありませんので，
「原稿なしの講演」や「即興の
歌」なども保護の対象となります。
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イ 「創作的な加工」によって創られる「二次的著作物」

ある外国の小説を日本語に「翻訳」した場合のように，一つの著作物を「原作」と

し，新たな創作性を加えて創られたものは，原作となった著作物とは別の著作物と
して保護されます（
「翻訳」などをした人が著作者）。このような著作物は，
「二次的
著作物」と呼ばれています。小説を「映画化」したもの，既存の楽曲を「編曲」した
ものなども，このような二次的著作物です（第2 条第1 項第11 号，第11 条）
。

なお，二次的著作物を「創る」場合には，原作の著作者の了解が必要です（ 18 頁

の「二次的著作物の創作権」参照）。また，第三者が二次的著作物を「利用」する（コ
ピーや送信などをする）にあたっては，
「二次的著作物の著作者」の了解のほかに，
「原作の著作者」の了解も得ることが必要です（ 18 頁の「二次的著作物の利用権」
参照）。
ウ 「創作的な組合せ」によって創られる「編集著作物」と「データベースの著作物」

詩集，百科事典，新聞，雑誌のような「編集物」は，そこに「部品」として収録

されている個々の著作物などとは別に，「全体」としても「編集著作物」として保
護されます（第12 条）
。

したがって，こうしたものの「全体」をコピーするような場合には，
「部品」であ

る個々の著作物すべての著作権者の了解を得るとともに，全体（編集著作物）の著
作権者の了解も得なければなりません。
また，収録されているもの（部品）は「著作物」である必要はなく，データや英語
の単語のようなものでもかまいません。
このように，編集物が著作物として保護されるためには，そこにどのようなものを
収録するか，又は，その順序をどのようにするかということ（「選択」又は「配列」
）
について，
「創作性」がなければなりません。
したがって，
「ある作家が，生まれてから死ぬまでに書いたすべての小説」を「書
かれた順」に収録したような全集は，
「選択」についても「配列」についても何らの
工夫・創作も行っていないため，
「編集著作物」にはなりません（個々の部品（作品）
は著作物です）
。
このような編集物のうち，コンピュータで検索できるものを「データベースの著
作物」といい（第2 条第1 項第10 号の3，第12 条の2）
，コンピュータで検索できない

もの（紙に書かれたものなど）を「編集著作物」といいます。データベースの著作物
の場合も，部品が「著作物」である場合と「データ」等である場合がありますが，編
集著作物と同様に，収録されている「部品」とは別に，「全体」が保護されます。
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４．著作者の権利

③ 共同著作物

２人以上の者が共同して創作した著作物であって，その各人の寄与分を分離して個

別に利用できないものを「共同著作物」と呼びます（第 2 条第 1 項第 12 号）
。具体的に
は，誰がどこを分担すると決めずに共同で書いた場合など，それぞれの人が書いた（創

作した）部分を明確に区別できない場合のことです。ただし，第 1 章はＡさん，第 2 章
はＢさんと分担するところを定めて書いた場合はこれに当てはまりません。
なお，共同著作物の場合は，原則として，全員が共同で（全員一致の意思により）そ
の権利を行使することとされています（第 64 条第 1 項，第 65 条第 2 項）
。また，そ

の著作権の保護期間は，最後に死亡した著作者の死亡時から起算されます（第 51 条第
4

2 項）
。

（２） 著作者
① 「著作者」とは

著作者とは，
「著作物を創作する人」のことです（第2 条第1 項第2 号）
。一般には，小

説家や画家や作曲家などの「創作活動を職業とする人」だけが著作者になると考えら
れがちですが，創作活動を職業としていなくても，作文・レポートなどを書いたり，絵
を描いたりすれば，それを創作した人が著作者になります。つまり，小学生や幼稚園
児などであっても，絵を描けばその絵の著作者となり，作文を書けばその作文の著作
者となります。うまいか下手かということや，芸術的な価値などといったことは，一切
関係ありません。
また，私たちが手紙を書けば，多くの場合，その手紙は著作物となります。私たち
は，日常生活を送る中で，多くの著作物を創作しています。ただ，そうした著作物が出
版されたり，放送されたりして経済的に意味のある形で利用されることがほとんどな
いため，著作者であることや著作権を持っていることを意識することが少ないだけの
ことです。
なお，著作者とは「著作物を創作する人」のことであるため，著作物の創作を他人や
他社に委託（発注）した場合は，料金を支払ったかどうか等にかかわりなく，実際に著
作物を創作した「受注者側」が著作者となります。このため，発注者側が納品後にその
著作物を利用（例：自社のコピー機による増刷など）するためには，そのための契約を
あらかじめ交わしておくことが必要になりますので，注意を要します。
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② 法人著作（職務著作）

著作者になり得るのは，通常，実際の創作活動を行う自然人たる個人ですが，創作

活動を行う個人以外が著作者となる場合が法律により定められています。 例えば，新
聞記者によって書かれた新聞記事や，公務員によって作成された各種の報告書などの
ように，会社や国の職員などによって著作物が創作された場合などは，その職員が著
作者となるのではなく，会社や国が著作者となる場合があります（第15 条）
。

しかし，会社や国の職員などが創作した著作物のすべてについて，会社や国などが

著作者になるわけではありません。
次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り，会社や国などが著作者になります（な
お，プログラムの著作物については，公表されない場合も多いため，
（d）の要件を満た
す必要はありません）
。
法人著作の要件

（a）その著作物をつくる「企画」を立てるのが法人（注）その他の「使用者」（例えば，
国や会社など。以下「法人等」という）であること
（b）法人等の「業務に従事する者」が創作すること
（c）「職務上」の行為として創作されること
（d）「公表」する場合に「法人等の著作名義」で公表されるものであること
（e）「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと
（注） 著作権法上の「法人」について
著作権法上の｢法人｣には，｢法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定め
があるもの｣を含むこととされています（第 2 条第 6 項）。このため，自治会，ＰＴＡ
のような団体も著作者となる場合があります｡

③ 「映画の著作物」の著作者

「映画の著作物」については，
「プロデューサー」，
「監督」，
「撮影監督」，
「美術監督」

など，映画の著作物の「全体的形成に創作的に寄与した者」が著作者となります。原
作，脚本，映画音楽など，映画の中に「部品」などとして取り込まれている著作物の著
作者は，全体としての「映画」の著作者ではありません （映画をコピーするときには，
これらの「部品」なども同時にコピーされるため，これらの人々の了解も得ることが必
要）
（第16 条）｡
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（３） 権利の内容
① 「著作者人格権」と「著作権 （財産権）」

「著作者人格権」と「著作権（財産権）」は，著作物が創作された時点で「自動的」に

付与されます。したがって，権利を得るための手続きは，一切必要ありません（無方式
主義（第17 条第2 項）
）
。

「著作者人格権」
は，
著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり，

創作者としての感情を守るためのものであることから，これを譲渡したり，相続した
りすることはできないこととされています（第59 条）
。

一方，財産的利益を守るための 「著作権（財産権）」は，土地の所有権などと同様
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に，その一部又は全部を譲渡したり相続したりすることができます。したがって，通
常，著作物が創作された時点では，
「著作者」
（創作者）と「著作権者」
（「著作権（財産
権）」を持つ人）は同一ですが，
「著作権（財産権）」が譲渡されたり相続されたりする
と，著作者と著作権者は異なることになります（第61 条）
。

また，「著作権（財産権）
」が譲渡されても，「著作者人格権」は引き続き「著作者」

に残っていますので，
「著作権（財産権）を持っている人」と契約する場合には，その
人は「著作者」なのか，又は「著作権（財産権）を譲り受けた人」なのかを，よく確認
することが必要です。それによって，著作者人格権を持つ人の了解を得なければなら
ない利用について，
「誰の了解を得るか」が違ってくるからです。
なお，映画の著作物については，
「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が，自動
的に監督等の著作者から映画会社に移ることとされています（第29 条）
。

映画の著作物の場合，
「著作者人格権」と「財産権」がどのように帰属するかについ

ては，創作の実態によって以下のようになります。
（a）個人が自分だけで｢映画の著作物｣を創った場合，その人が著作者となり，｢著作者
の権利｣の全部（｢著作者人格権｣「財産権」）を持つことになります。
（b） 映画会社が，社員だけで｢映画の著作物｣を創った場合，
「法人著作」
（11 頁参照）
となり，映画会社が｢著作者の権利｣の全部（｢著作者人格権｣「財産権」）を持つこと
になります。
（c）映画会社が，外部の監督等に依頼して｢映画の著作物｣を創った場合，映画の著作
物については，
「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が，自動的に監督等の著作
者から映画会社に移ることとされており（第29 条）
，このため，映画会社が「財産権」
を持ち，監督等は「著作者人格権」のみを持つことになります。
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② 「著作者人格権」の具体的な内容
ア 公表権（無断で公表されない権利）

まだ公表されていない自分の著作物について，それを「公表するかしないかを決

定できる権利」（無断で公表されない権利）です（第18 条第1 項）｡

ただし，「未公表の著作物」の「著作権 （財産権）」を譲渡した場合や，「美術

の著作物の原作品」や「写真の著作物で未公表のものの原作品」を譲渡した場合な
どには，著作物の公表に同意したものと推定されます（第18 条第2 項）｡
イ 氏名表示権（名前の表示を求める権利）

自分の著作物を公表する時に，「著作者名」を「表示するかしないか」，表示する

とすれば「実名」（本名）か「変名」（ペンネーム等）かなどを決定できる権利です
（第19 条第1 項）。

ただし，著作物の利用目的や態様に照らして，著作者が創作者であることを主張

する利益を害するおそれがないと認められるときは，公正な慣行に反しない限り，
著作者名の表示を省略することができます。例えば，ホテルのロビーでＢＧＭを流
している場合に，いちいち作曲者名をアナウンスする必要はありません（第 19 条第
3 項）
。

ウ

同一性保持権（無断で改変されない権利）

自分の著作物の内容や題号を，自分の意に反して無断で「改変」（変更・切除等）

されない権利です（第20 条第1 項）。

ただし，著作物の性質やその利用の目的・態様に照らしてやむを得ないと認めら

れる場合は除かれます（第20 条第2 項）。例えば，印刷機の性能の問題で色がうまく
出ないとか，「歌手の歌が下手」などという場合が，これに当たります。
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③ 「著作権（財産権）
」の具体的な内容

我が国の著作権法では，利用行為ごとに財産権「○○権」を定めており，「アナログ

方式」の利用の場合も「デジタル方式」の利用の場合も，すべてカバーされています｡
＜コピーを作ることに関する権利＞
ア 複製権（無断で複製されない権利）

手書き，印刷，写真撮影，複写，録音，録画，パソコンのハードディスクやサーバ

ーへの蓄積など，どのような方法であれ，著作物を「形のある物に再製する」（コピ
ーする）ことに関する権利で，すべての著作物を対象とする最も基本的な権利です。
4

「生」のものを録音・録画・筆記するようなことも含まれます（第21 条）｡

なお，脚本等の演劇用の著作物の場合は，それが上演・放送されたものを録音・録

画することも，複製に当たります｡
また，建築の著作物に関しては，その「図面」に従って建築物を作ることも，複製
に当たります （建築に関する図面自体は，｢図形の著作物｣として保護されます）。
＜直接又はコピーを使って公衆に伝えること（提示）に関する権利＞
ア 上演権・演奏権（無断で公衆に上演・演奏されない権利）

著作物を公衆向けに「上演」
（演劇等の場合）したり，
「演奏」
（音楽の場合）した

りすることに関する権利です（第22 条）
（「公衆」の定義については，19 頁の「（注）

「公衆」とは？」を参照）
。

上演・演奏には，CD やＤＶＤなどの「録音物・録画物を再生すること」や，著作
物の上演・演奏を離れた場所にあるスピーカーやディスプレイに伝達して見せたり，
聞かせたりすることも含まれます｡
イ 上映権（無断で公衆に上映されない権利）

著作物を，機器（映写機等）を用いて，公衆向けに「上映」する（スクリーンやデ

ィスプレイに映し出す）ことに関する権利です（第22 条の2）｡

この権利は，映画の著作物に限らず，すべての著作物が対象となりますが，
「機器」

を用いた場合に限定されているので，
「現物を直接見せる」という場合は含まれませ
ん（16 頁の「展示権」を参照）。
なお，インターネットを通じて入手し，いったんパソコン内に固定されている「動
画」や「静止画」を，ディスプレイ上に映し出して公衆に見せる行為も，上映に当た
ります。
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ウ 公衆送信権（無断で公衆に送信されない権利）

公衆送信権は，著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利（第23 条）

です。公衆向けであれば，無線・有線を問わず，あらゆる送信形態が対象となりま
す。具体的には，次のような場合が含まれます｡
（a） テレビ，ラジオなどの「放送」や「有線放送」
（著作物が，常に受信者の手元まで送信されているような送信形態）
（b） インターネットなどを通じた「自動公衆送信」

受信者がアクセスした（選択した）著作物だけが，手元に送信されるような送信
形態。受信者が選択した著作物を送信する装置（自動公衆送信装置＝サーバーな
ど）の内部に著作物が蓄積される「ウェブサイト」のような場合と，蓄積されな
い「ウェブキャスト」などの場合がある
（c） 電話などでの申込みを受けてその都度手動で送信すること
ファックスやメールを用いるもの。サーバー等の機器によってこれを自動化した
ものが（b）の場合。
上記（b）の場合，この権利は，サーバー等の｢自動公衆送信装置｣からの「送信」
だけでなく，その前段階の行為である，
「自動公衆送信装置」への「蓄積」
（いわゆる
アップロード）や「入力」
（ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合）などにも及び
ます。こうした行為により，蓄積・入力された著作物は，
「受信者からのアクセス（選
択）があり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため，これらの行為は「送
信可能化」と総称されています。
つまり，無断で「送信可能化」すると，まだ，受信者への送信が行われていなくて
も，権利侵害となるわけです。
なお，この公衆送信権は，学校内などの「同一の構内」においてのみ行われる「送
信」の場合は対象となりません（校内放送で音楽を流すことは「演奏」にあたりま
す）。校内ＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワーク）を使う場合も同様です（ただ
し，プログラムの著作物は，この例外となります）。
エ 公の伝達権（無断で受信機による公の伝達をされない権利）

公衆送信された著作物を，テレビなどの受信装置を使って公衆向けに伝達する（公

衆に見せたり聞かせたりする）ことに関する権利です（第23 条）
。

この権利については，後に述べる大幅な「例外」
（86 頁エ．参照）が設けられてい

ますが，テレビ受信機などによって番組を公衆に見せる行為は，原則としては無断
で行ってはならないこととされています。

－15－

4

４．著作者の権利

オ 口述権（無断で公衆に口述されない権利）

小説等の「言語の著作物」を，朗読などの方法により口頭で公衆に伝達すること

（演劇的な著作物の口演は除く。）に関する権利です（第24 条）｡

「口述」には，CD などに録音された著作物を再生することや，著作物の口述を離

れた場所にあるスピーカー等に伝達して聞かせることも含まれます｡
カ 展示権（無断で公衆に展示されない権利）

「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として

付与されている権利で，これらを公衆向けに「展示」することに関する権利です（第
25 条）｡

4

原作品とは，美術の著作物にあっては画家が描いた絵そのもののことです。また，

写真の著作物については，ネガフィルムは原作品ではなく，印画紙にプリントされ
たものが原作品となります｡なお，通常，絵画が売買されても，売主から買主へ移転
するのは，物としての絵画の「所有権」だけで，
「著作権」は，著作権を譲渡すると
いう契約が行われていなければ，著作権者が引き続き持っています。
したがって，物としての絵画を購入しても，著作権者に無断で「複製」や「展示」
は原則としてできないことになりますが，
「美術の著作物等の原作品の所有者による
展示」については，後に述べる例外があります（88 頁⑨ア.参照）。
＜コピーを使って公衆に伝えること（提供）に関する権利＞
ア

譲渡権（無断で公衆に譲渡されない権利）

著作物の原作品又は複製物を公衆向けに譲渡することに関する権利です（第 26 条
の2）｡

この権利が設けられたのは，主として，無断で海賊版を大量に作った侵害者が，

これを全部第三者に一括して転売してしまった場合に，海賊版作成者ではない第三
者による販売を差し止められるようにするためです。したがって，次のような限定
がかけられています。第一に，
「いったん適法に譲渡されたもの」については，譲渡
権がなくなります（第 26 条の 2 第 2 項第 1 号）
。例えば，店頭で売られている本や
音楽 CD を買った場合，譲渡権はすでに消滅していますので，転売は自由です。第

二に，この権利が働くのは「公衆」向けに譲渡する場合のみですので，
「特定少数の
人」へのプレゼントのような場合には，この権利は働きません。第三に，後に解説す
る「例外」
（64 頁以降参照）によって「例外的に無断で複製できる場合」で，公衆へ
の譲渡が当然想定されているような場合（例：教員による教材のコピー）には，譲渡
についても例外とされ，無断でできることとされています（第 47 条の７）。
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イ 貸与権（無断で公衆に貸与されない権利）

著作物の複製物の「貸与」に関する権利です（第26 条の3）
。

貸与には，どのような名義・方法でするかを問わず，貸与と同様の使用の権原を

取得させる行為，例えば買戻特約付譲渡等も含まれます。なお，図書館などでの館
内貸出しは，著作権法上は，
「貸与」には該当しません。
公共図書館からの館外貸出しの場合など，
「非営利目的で無料」の貸与については，
後に解説する例外があります（85 頁参照）。
「貸与権」は，貸レコード業をはじめと
するレンタル業の発達に対応するため，昭和 59（1984）年の著作権法改正により導
入された権利です。レンタル業のうち，当時の貸本業は零細な事業者が多く，事業
者数もそう多くなかったことから，書籍・雑誌の貸与は，
（主として楽譜により構成
されているものを除いて）当分の間は貸与権が働かないこととされました。しかし
ながら，平成 15（2003）年ごろから大手の事業者が貸本業に参入してきたことなど
から，平成 16（2004）年に著作権法が改正され，平成 17（2005）年 1 月 1 日から
は，他の著作物と同様，書籍等の貸与についても原則として権利者に無断でできな
いことになりました。
ウ 頒布権（無断で公衆に頒布されない権利）

「映画の著作物」
（映画，アニメ，ビデオなどの「録画されている動く影像」）の場

合に限り，
「譲渡」と「貸与」の両方を対象とする「頒布権」という権利が付与され
ています（第26 条）
。

「頒布」とは，公衆向けに「譲渡」したり「貸与」したりすることですが，
「映画の

著作物」の「頒布権」は，譲渡・貸与する相手が公衆でない場合（特定少数である場
合）であっても，公衆向けの上映を目的としている場合には，権利が及ぶ「頒布」に
該当するとされています。この「頒布権」のうち譲渡に関する部分については，
「譲
渡権」の場合とは異なり，適法に譲渡された後の再譲渡にも権利が及ぶことに注意
が必要です。
しかし，この強力な権利は，市販用のビデオなどが出現する前の「劇場用映画」の
配給形態を前提としたものであり，公衆に提示することを目的としない映画の著作物
のコピー（市販用ビデオ・ＤＶＤや家庭用ゲームソフトなど）を譲渡することについ
ては，いったん適法に譲渡された後は，
「頒布権」は（公衆に再譲渡することについて
は）消滅するという判断が示されました（平成 14（2002）年 4 月 25 日の最高裁判決
「中古ゲームソフト差止請求」事件参照）
。
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＜二次的著作物の創作・利用に関する権利＞
ア 二次的著作物の創作権（無断で二次的著作物を「創作」されない権利）

著作物（原作）を，翻訳，編曲，変形，脚色，映画化などにより，創作的に「加

工」することによって，
「二次的著作物」を創作することに関する権利です（第27 条）｡

これらのことを行うためには，
「原作」の著作者の了解を得ることが必要です。し

たがって，例えば，Ａさんの原作をＢさんが翻訳して出版したい場合，ＢさんはＡさ
んの了解を得なければなりません。

4

イ 二次的著作物の利用権（無断で二次的著作物を「利用」されない権利）

自分の著作物（原作）から創られた「二次的著作物」をさらに第三者が利用するこ

と（
「二次的著作物」を利用すること）に関する原作者の権利です（第28 条）
。

例えば，Ａさんの原作をＢさんが（Ａさんの了解を得て）翻訳した場合で，この翻

訳物（二次的著作物）を，さらに第三者であるＣさんがコピーするとします。この場
合，この翻訳物の著作者はＢさんですので，ＣさんはＢさんの了解を得る必要があ
ります。さらに，原作者であるＡさんが，この「（自分の著作物の）二次的著作物の
利用に関する権利」を持つため，Ｃさんは，Ａさんの了解も得なければならないわけ
です。
原 作 者（英語版 （原作） の著作者）
「二次的著作物（日本語版）の創作に関する権利」
「二次的著作物（日本語版）の利用に関する権利」を持っている。
翻訳（二次的著作物の創作）
について了解を得る
翻 訳 者（日本語版（二次的著作物）の著作者）
「日本語版のコピーに関する権利」を持っている。
「日本語版のコピー」について
了解を得る
利用者
（日本語版（二次的著作物）をコピーしたい）
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（注） ｢公衆｣ とは？
「公衆」とは，「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「一
人」であっても，「誰でも対象となる」ような場合は，「不特定の人」に当たりますの
で，公衆向けになります。
例えば，「上映」についていうと，一人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱
の中でビデオを上映している場合，「１回に入れるのは一人だが，順番を待って 100 円
払えば誰でも入れる」というときは，「公衆向けに上映した」ことになります｡ ま
た，「送信」についていえば，ファックス送信などの場合，1 回の送信は「一人向け」で
すが，「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送
信した」ことになります（これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送
信装置です）。
さらに，一つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合，「特定の一人」に対
して，「あなたに見て（聞いて）欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとは
なりませんが，「誰か欲しい人はいませんか？」と言って希望した人に渡した場合は，
「不特定の人」＝「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは，｢会員のみが対象なので，不特定の人
向けではない」という脱法行為を防ぐためです。なお，何人以上が「多数」かについ
ては，著作物の種類や利用態様によって異なり，一概に何人とはいえません。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが，例えば「電話
で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合が
これに当たり，こうした場合には著作権は働きません。
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【参考】プロバイダ責任制限法について
他人の著作物の「放送」
「有線放送」
「インターネットでの送信」などは，権利者に無断で行
ってはならない行為です。これらのうち「放送」などの場合は，
「誰が無断で放送しているの
か」ということの確認が比較的容易ですが，インターネットが使われた場合は，
「誰がサーバ
ー等への蓄積・入力をしているのか」ということを確認するのが極めて困難です。
このような場合，権利者は，特定が可能な「サーバー管理者（プロバイダ）
」に対して，
「私
の権利が侵害されているので，サーバーから削除してくれ」とか，
「自分で相手を訴えるので，
誰が蓄積・入力しているのか教えてくれ」などと要求することになります。
4

しかし，プロバイダ側は，
「利用者（蓄積・入力する人）との契約」に基づいてサーバーを貸
しているため，利用者に無断で削除すると，利用者の側から契約違反で訴えられる可能性があ
ります。また，利用者の名前を教えてしまうと，逆にプライバシー侵害や通信の秘密の漏洩に
問われる可能性があります。
このような事態に対応するため，
「プロバイダの責任の範囲」
（どのような行動をとれば，利
用者・権利者の双方から訴えられずにすむかということ）を定めたのが，いわゆる「プロバイダ
責任制限法」です（平成 14（2002）年 5 月施行。正式名称「特定電気通信役務提供者の賠償責
任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」）
。
インターネットを通じた権利侵害は，
「著作権侵害」だけではなく，
「プライバシー侵害」
「肖像権侵害」
「名誉毀損」など，さまざまな場合があり得るため，この法律は，これらすべて
を対象とするものとして定められました。
その内容としては，第一に，
「私の権利が侵害されているので，サーバーから削除してくれ」
という要望が権利者からあった場合については，
「権利侵害が明らかである場合」と「明らか
でない場合」を分けています。前者の場合には，プロバイダは，その情報を直ちに削除しても
利用者から訴えられることはなく，逆に削除しないと権利者から訴えられる立場に立つことに
なります。また，後者の場合には，いったん利用者に通知するなどの手続きが定められていま
す。
第二に，
「自分で相手を訴えるので，誰が蓄積・入力しているのか教えてくれ」という要望
については，法律上、「発信者情報開示請求権」が権利者に与えられていますので，こうした
請求を行えるようになっています。
また，インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害について，より迅速に被害者救済を
図るため，発信者情報開示に関する新たな裁判手続（非訴手続）の創設等を内容とする改正プ
ロバイダ制限責任法が令和３年４月に成立しました。
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（４） 保護期間
① 保護期間とは

著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており，

この期間を「保護期間」といいます｡
これは，著作者等に権利を認め保護することが大切である一方，一定期間が経過し
た著作物等については，その利用による新たな創造の観点から，権利を消滅させ，社
会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられたためです｡
② 「著作者人格権」の保護期間

「著作者人格権」は一身専属の権利とされているため（第59 条）
，著作者が死亡 （法

人の場合は解散） すれば権利も消滅することとなります｡ つまり，保護期間は著作者
の「生存している期間」です。

しかし，著作者の死後（法人の解散後）においても，原則として，著作者人格権の侵
害となるべき行為をしてはならないこととされています（第60 条）｡
③ 「著作権（財産権）
」の保護期間
ア

原則

「著作権（財産権）
」の保護期間は，著作者が著作物を「創作したとき」に始まり，
原則として著作者の「生存している期間」＋「死後 70 年間」です（第51 条）｡

イ 例外

著作物の種類
保
護
期
間
○無名・変名の著作物
公表後70年
（周知の変名は除く）
（死後70年経過が明らかであれば，その時点まで）
（第52条）
○団体名義の著作物
公表後70年
（著作者が法人か個人かは問わない） （創作後70年以内に公表されなかったときは，創作
（第53条） 後70年）
○映画の著作物

公表後70年
（第54条）（創作後70年以内に公表されなかったときは，創作
後70年）

なお，新聞・雑誌等の継続的刊行物 （定期刊行物など） に掲載された著作物に
ついても，原則として保護期間は「死後 70 年」までですが，上記の「無名・変名」
の著作物など，保護期間が「公表後 70 年」とされるものについては，公表時点をい
つにするか問題が生じます。これについては，以下のようになります （第56 条）｡

－21－

4

４．著作者の権利

区
分
保
護
期
間
○著作物の一部分ずつが発行さ 最終部分が公表されたときから70年
れ，一定期間内に完成されるも 継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公
の（連載小説など）
表されないときは，すでに公表されたもののうち最終の部
分が公表された時から70年
○上記以外のもの
各号・各冊の公表の時から70年

また，
「公表された著作物」とは別に，新聞・雑誌等の全体も「編集著作物」とし
て保護されますが，こうした定期刊行物（編集著作物）であって，その保護期間が
「公表後 70 年」とされるものについても，同じ規定が適用されます。具体的には，
「公表」の時点は，次のようになります。
4

（a） 百科事典や文学全集のように「全巻を合わせて 1 つの編集著作物」となるもので
あって，定期刊行によって最後に全巻がそろうもの
→

最終部分が公表されたとき

（b） 上記「（a）」以外の一般の定期刊行物
→ 各号・各冊が公表されたとき
ウ 保護期間の計算方法

計算方法を簡単にするため，すべての期間は，死亡，公表，創作した年の「翌年の

1 月 1 日」から起算します（第57 条）｡ 例えば，手塚治虫さんの著作物は，手塚さん
が平成元（1989）年 に亡くなられましたから，平成 2（1990）年 1 月 1 日から起算
して，70 年後の，令和 41（2059）年 12 月 31 日まで保護されます｡
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【参考１】旧著作権法下における著作権の保護期間について
旧著作権法（明治 32（1899）年制定，以下「旧法」）と現行著作権法（昭和 46（1971）
年 1 月 1 日施行）では著作物の保護期間が異なっていますので，旧法の時代に公表又は創
作された著作物の著作権が存続しているか否かを考える際には，旧法及び現行著作権法の
保護期間の規定を調べる必要があります。※１
旧法及び現行著作権法における著作物の保護期間は，数次にわたる改正の結果，次の表
のようになっています。
昭和45年(1970
著作物の種類

公表名義の別

旧法による
保護期間

年)法(昭和46年
(1971年)1月1日
施行)制定後の保
護期間

映画・写真以外の著作
物（小説、美術、音
楽、建築、コンピュー
タ・プログラムなど）
写真の著作物

映画の著作物（独創性
のあるもの（劇場用映
画など））

平成8年(1996年)著
作権法(平成9年
(1997年)3月25日施
行)改正後の保護期間

平成15年(2003年)

平成28年(2016年)

著作権法改正(平成

著作権法改正(平成

16年(2004年)1月1

30年(2018年)12

日施行)後の保護期

月30日施行)後の

間

保護期間※５

実名（生前公表）

死後38年間

死後50年間

実名（死後公表）

公表後38年間

死後50年間

死後70年間

公表後50年間※３

公表後70年間

公表後50年間※４

公表後70年間

無名・変名
団体名義
－

公表後38年間

※２

公表後33年間
発行又は創作後
13年間

公表後50年間

死後50年間

死後70年間

死後70年間

実名（生前公表）

死後38年間

公表後50年間

公表後70年間

実名（死後公表）

公表後38年間

公表後50年間

公表後70年間

無名・変名

公表後38年間

公表後50年間

公表後70年間

公表後33年間

公表後50年間

公表後70年間

公表後50年間

公表後70年間

団体名義

映画の著作物（独創性
のないもの（ニュース
映画、記録映画な

－

発行又は創作後
13年間

ど））

※１ 法改正により保護期間の長さが変更される場合は，それぞれの改正法の施行の際，現に
著作権が消滅していないもののみが，変更された保護期間の適用を受けます
（附則第 2 条，
平成 8 年改正法附則第１条第 2 項，平成 15 年改正法附則第 2 条，平成 28 年改正法附則
第 1 条）。なお，旧法の時代の著作物の保護期間については，変更後の保護期間と比べて，
旧法に定められた保護期間のほうが長い場合は，その長い保護期間が適用されます（附則
第 7 条，平成 8 年改正法附則第１条第 3 項，平成 15 年改正法附則第 3 条）。また，次の
「【参考２】映画の著作物の著作権の保護期間に関するこれまでの裁判例について」もご
参照ください。
※２ 無名・変名により公表された後，昭和 45（1970）年 12 月 31 日までの間に実名登録を
受けたものについては，保護期間は，著作者の死後 38 年間となります。
※３ 旧法の時代の著作物のうち，昭和 46（1971）年 1 月 1 日以降において，かつ，公表後
50 年が経過するまでの間に，実名登録を受けたもの又は実名・周知の変名により公表され
たものについては，保護期間は，著作者の死後 50 年間となります。
※４ 旧法の時代の著作物のうち，昭和 46（1971）年 1 月 1 日以降において，かつ，公表後
50 年が経過するまでの間に，実名・周知の変名により公表されたものについては，保護期
間は，著作者の死後 50 年間となります。
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※5

ＴＰＰ１１協定の発効日が平成 30（2018）年 12 月 30 日となったことにより，著作物等
の保護期間の延長を含めた著作権法改正が同日から施行され，原則として昭和 43 年（1968
年）以降に亡くなった方の著作物の保護期間が延長されることとなりました。具体的には，
昭和 43 年（1968 年）に亡くなった方の著作物の保護期間（原則）は平成 30（2018）年 12
月 31 日まででしたが，平成 30（2018）年 12 月 30 日付けで著作者の死後 50 年から 70
年に延長され，20 年長く著作物が保護されることとなりました。
例えば，藤田嗣治さんの著作物は，藤田さんが昭和 43（1968）年に亡くなられましたか
ら，昭和 44（1969）年１月１日から起算して，これまでは 50 年後の，平成 30（2018）年
12 月 31 日まで保護されるとされていましたが，
TPP 整備法による著作権法の改正により，

4

70 年後の， 2038 年 12 月 31 日まで保護されることとなりました。
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【参考２】映画の著作物の著作権の保護期間に関するこれまでの裁判例について
○「シェーン事件」（平成 19（2007）年 12 月 18 日，最高裁判所判決）

・「シェーン事件」訴訟は，昭和 28（1953）年に公開された映画『シェーン』の著作権を
侵害されたとして，米国の映画会社と，国内で同作品に関する権利を譲り受けた会社（原
告）が，『シェーン』のいわゆる廉価版ＤＶＤを製造・販売した会社（被告）に対し，そ
の製造・販売の差止めと損害賠償の請求等を行ったものです。
・この訴訟では，映画『シェーン』の著作権の保護期間は，平成 15（2003）年の著作権法
改正（平成 16（2004）年 1 月 1 日施行）により公表後 70 年に延長され，平成 35（2023）
年まで存続するのか，それとも，同法改正の規定は適用されず，改正前の公表後 50 年の
保護期間のまま平成 15（2003）年 12 月 31 日をもって終了するのか，という点について
争われました。
・この点について，最高裁は，映画『シェーン』は昭和 28（1953）年に団体の著作名義を
もって公表された（独創性を有する）映画であるとの認定の下，そのような映画の著作物
は，平成 15（2003）年改正による保護期間の延長措置の対象とはならず，その著作権は
平成 15（2003）年 12 月 31 日で消滅した，という旨の判断を下し，原告の請求は認めら
れませんでした。

○「チャップリン作品事件」（平成 21（2009）年 10 月 8 日，最高裁判所判決）

・「チャップリン作品事件」訴訟は，故チャップリン氏が監督した映画のいわゆる廉価版Ｄ
ＶＤを，複製・販売している会社（被告）を相手に，チャップリンの著作権管理会社（原
告）が，著作権侵害を理由として，その複製・販売の差止め等を求めたものです。
・この訴訟では，大正 8（1919）年から昭和 27（1952）年に公開されたチャップリンの映
画 9 作品の著作権がすでに消滅しているか否かが問題となったため，①それらの映画の著
作者はだれか（団体なのかチャップリンか），及び②団体名義の公表なのか著作者の実名
の公表なのかという点が中心の争点となりました。
・知財高裁は，①映画の著作物の著作者は，旧法下においても，現行著作権法第 16 条と同
様，「映画著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」がその著作者に当たるものと解す
べきであり，各映画の著作者は，（団体ではなく）チャップリンであると判示しました。
また，②各映画の著作権の保護期間については，チャップリンが監督である旨映画中に表
示されていることなどから，各映画の公表は団体名義ではなく著作者の実名により行われ
たものであり，旧法第 3 条に定められる「著作者の死後 38 年間」の保護期間の適用があ
る旨判断しました。そして，これらの判断の結果，各映画の著作権の保護期間は満了して
いないとの判断がなされました。
・この判断を不服として廉価版ＤＶＤ販売会社が上告しましたが，最高裁は，知財高裁の判
決を支持して上告を棄却し，原告の請求が認められました。
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④ 条約により保護すべき著作物の保護期間について
ア 原則

ベルヌ条約上及び万国著作権条約上の保護は，外国人の著作物についても自国民

と同等以上の保護を与えることとされています（これを「内国民待遇の原則」とい
います）
。
したがって，原則として，条約上保護義務を負う著作物の保護期間は，我が国の
著作権法の仕組みによることとなります。
イ 外国人の著作物の保護期間の特例
4

（a） 保護期間の相互主義

我が国より保護期間が短い国の著作物は，その相手国の保護期間だけ保護され

ます（これを「保護期間の相互主義」といいます）。例えば，ある国で著作権の保
護期間が著作者の死後 25 年間であれば，我が国の著作物は当該国では 25 年間保
護される一方，我が国でも当該国の著作物は 25 年間保護すれば足りることとなり
ます（第58 条）
。
（b） 保護期間の戦時加算

平和条約に基づき，条約関係にある連合国及び連合国の国民が第二次世界大戦

前又は大戦中に取得した著作権については，通常の保護期間に戦争期間（昭和 16
（1941）年 12 月 8 日又は著作権を取得した日から平和条約の発効する日の前日ま
での実日数（アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・フランス：3794 日，
ブラジル：3816 日，オランダ：3844 日，ノルウェー：3846 日，ベルギー：3910
日，南アフリカ：3929 日，ギリシャ：4180 日等）
）を加算することとなっていま
す（連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第41条）
。
（c） 翻訳権の保護期間
（ｲ） 翻訳権10年留保

我が国はかつて，著作物が最初に発行された年から 10 年以内に翻訳物が発行

されなかった場合翻訳権が消滅し，自由に翻訳することができる制度（翻訳権
不行使による 10 年消滅制度）を適用することを，ベルヌ条約上，宣言していま
した。
しかし，現行法制度制定当時に，同宣言を撤回したことから，現行著作権法
施行前に発行された著作物についてのみ，翻訳権不行使による 10 年消滅制度が
適用されます（附則第8 条）
。
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（ﾛ） 翻訳権の7年強制許諾

著作物が最初に発行された年から 7 年以内に翻訳物が発行されない場合で，

翻訳権者から翻訳の了解が得られない時，文化庁長官の許可を受け，所定の補
償金を払って翻訳することができる制度があります。なお，この制度は，万国著
作権条約に基づく保護のみを受ける国の著作物について適用されます（万国著
作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第 5 条）。

4
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５

著作隣接権

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
広い意味の「著作権」は，
「著作者の権利（著作権）」と「著作隣接権」に分かれています

が，
「著作者の権利（著作権）
」が著作物を「創作した者」に付与されるものであるのに対し
て，「著作隣接権」は，著作物などを人々に「伝達した者」に与えられる権利です。
こうした「伝達」は，さまざまな形態で行われていますが，条約の規定や諸外国の著作権
法では，多くの場合「実演家」
「レコード製作者」
「放送事業者」の三者が，著作隣接権を持
つ主体とされています。しかし，日本の著作権法はこれよりも保護が厚く，
「有線放送事業
者」にも著作隣接権を付与しています。
例えば「放送」の場合，音楽番組であっても通常は「既存の音楽」を放送するだけで，
「音楽の著作物の創作」は行われていません。しかし，放送局がその番組を制作する（放送
によって音楽を人々に伝達する）過程で，どの曲を選ぶか，誰に歌わせるか，伴奏はどうす
5

るか，背景やライトをどうするか，カメラはどこに置くか，などといったことについて，準
創作的な工夫がなされています。こうしたことを評価して，
「著作者の権利」よりは少し弱
い「著作隣接権」という権利を付与しているわけです。
なお，著作権の世界でいう「放送」とは，
「無線放送」
（番組が常に受信者の手元まで届い
ているような送信形態）のことを意味しており，
「レコード」とは，磁気テープ，レコード
盤，CD，DVD，ハードディスクなどの媒体を問わず，
「音が固定されたもの」を意味しま
す。
これらの方法で「伝達」されるものは，音楽などの「著作物」である場合と，
「著作物以
外のもの」である場合があります。例えば，著作物以外のものが「実演」される場合とは，
手品や曲芸などが演じられる場合であり，
「レコード」になる場合とは，鳥の鳴き声や虫の
音などが録音される場合であり，
「放送」される場合とは，自然の風景やスポーツの試合な
どが生中継される場合です。
また，
「著作者の権利」と同様に「著作隣接権」は，
「実演」
「レコード製作（音の最初の
録音）」
「放送」
「有線放送」などの行為が行われた瞬間に自動的に付与されるのが国際的な
ルールですので，申請や登録などの手続きは一切必要ありません。権利を持つ者も，
「著作
者の権利」の場合と同様に「プロ」とは限らず，例えば，一般の人々がカラオケで歌った
（実演した）場合や，SL の音を録音した（レコードを製作した）場合，キャンパスＦＭなど
で番組を送信した（放送した）場合などにも，権利が与えられます。
なお，放送などを行う場合には，
「放送法」等による「規制」を受ける場合（国から「免
許」を得なければならない場合など）がありますが，これは，各国が国内的な必要によって
それぞれ独自に定めている「規制」であって，国際的な「私権」のルールに従って付与され
る著作隣接権の有無とは全く無関係です。
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さらに，
「著作者の権利」の場合とは異なり，
「著作隣接権」の場合は，関係する行為をす
るだけで権利が付与され，
「創作性」は権利付与の要件ではないということにも，注意する
必要があります。
なお，
「著作者の権利」には，
「著作者人格権」と「財産権（著作権）」がありますが，
「著
作隣接権」の場合は，実演家についてのみ，「実演家人格権」が付与されています。

（１） 実演家の権利
① 実演

「著作物を，演劇的に演じ，舞い，演奏し，歌い，口演し，朗詠し，又はその他の方

法により演じること」や，「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有する
もの」です（第2 条第1 項第3 号）｡

著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するものとは，具体的には，奇

術，曲芸，手品，ものまねなどのことです。アクロバットショーやアイススケートショ
ーのように「観客向けのショー」として行われるものは実演になります。
② 実演家

実演を行った者（俳優，舞踊家，歌手など），実演を指揮した者，実演を演出した者

です（第2 条第1 項第4 号）。
③ 保護を受ける実演 （第7 条）
ア 日本国内で行われた実演

イ 保護を受けるレコードに固定された実演
ウ 保護を受ける放送で送信された実演
エ 保護を受ける有線放送で送信された実演
オ 「実演家等保護条約」「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」
「TRIPS 協定」「視聴覚的実演に関する北京条約」により我が国が保護の義務を負
う実演

－29－

5

５．著作隣接権

④

権利の種類 （第89 条第1 項，第90 条の2～第95 条の3）
氏名表示権

実演家人格権

同一性保持権
録音権・録画権
放送権，有線放送権

実演家の権利
許諾権

送信可能化権
譲渡権
貸与権(レコード発売後1年間)

財産権

ＣＤ等の「放送」「有線放送」
（同時再送信を含む）について
使用料を請求できる権利
報酬請求権

ＣＤ等の｢レンタル｣について使
用料を請求できる権利

(レコー

ド発売後2年目～70年目まで)

5

生の実演が含まれる放送の「有
線放送」による同時再送信につ
いて使用料を請求できる権利

⑤

権利の内容
＜「実演家人格権」と「財産権」＞

実演家には，実演家の人格的利益（精神的に「傷つけられない」こと）を保護するた

めの「実演家人格権」と，財産的利益（経済的に「損をしない」こと）を保護するため
の「財産権」の 2 つがあります。
これらのうち，「実演家人格権」はすべての実演が対象となります。
また，財産権については，
「生の実演」と「レコードに録音された実演」と映画，放
送番組，ビデオなどの「映画の著作物に録音・録画された実演」について分けて考える
と理解しやすいでしょう。例えば，「映画の著作物に録音・録画された実演」の場合，
俳優などの実演家の了解を得て録音・録画された実演を利用しようとするときに，原
則として，改めて実演家の了解を得る必要はありません（第91 条第2 項，第92 条第2 項，

第92 条の2 第2 項）
。

音楽 CD などをコピーするような場合には，「作詞・作曲家」「レコード製作者」だ

けでなく，
「歌手」や「演奏家」などの「実演家」の了解も得ることが必要です。これ
に対して，ビデオや DVD をコピーする場合には，映画製作者や脚本家等の了解を得
ることは必要ですが，出演している「俳優」などの「実演家」の了解を得る必要はあり
ません。
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＜「実演家人格権」の具体的な内容＞

著作者人格権には，
「公表権」
「氏名表示権」
「同一性保持権」の 3 つの権利がありま

すが，実演家人格権は，
「氏名表示権」「同一性保持権」の 2 つの権利となっており，
実演家には「公表権」が付与されていません。これは，実演が行われる際には，公表
を前提として行われることが多いことによるものです。
ア 氏名表示権

自分の実演について，
「実演家名」を「表示するかしないか」，表示するとすればそ

の「実名か変名か」などを決定できる権利です（第90 条の2）
。

ただし，実演の利用の目的及び態様に照らして，
「実演家の利益を害するおそれが

ないとき」又は「公正な慣行に反しないとき」は，実演家名を省略することができま
す。例えば，BGM として音楽を利用する場合に氏名表示を省略することが，これに
当たります。

5

イ 同一性保持権

自分の実演について，無断で「名誉声望を害するような改変」をされない権利で

す（第90 条の3）
。
「著作者」の「同一性保持権」の場合は，
「意に反する改変」のすべてについて権
利が及びますが，「実演家」の「同一性保持権」は「名誉声望を害するような改変」
のみに権利が及んでおり，侵害があった場合には，権利者である「実演家」が「名誉
声望を害された」ということを立証しなければなりません。
また，実演の性質やその利用の目的・態様に照らして，
「やむを得ない」と認め
られる場合や，
「公正な慣行に反しない」場合は，除かれます。例えば，童話を教科
書に収録する場合に，
学年に合わせて未学習の漢字をひらがなに直すようなことが，
これに当たります。
＜実演家の「財産権」の具体的な内容＞

著作者の「財産権」は基本的にすべて「許諾権」ですが，実演家の「財産権」には，

「許諾権」と「報酬請求権」があります。
「許諾権」は，他人が無断で利用（録音・録画やインターネット送信など）すること
を止めることができる権利です。
また，使用料などの条件を付けて他人が利用（録音・録画やインターネット送信な
ど）することを認めることもできる権利です。
これに対して，
「報酬請求権」は，他人が利用することを止めることはできませんが，
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利用（放送・有線放送，レンタル）した際に使用料（報酬）を請求できる権利であり，
つまり，「許諾権」よりも弱い権利です。
＜｢許諾権｣＞
ア 録音権・録画権（無断で録音・録画されない権利）
（ア） 生の実演

自分の「生の実演」を，ディスク，テープ，フィルムなどに録音・録画すること

に関する権利です（第91 条第1 項）
。
（イ） レコードに録音された実演

この権利は，自分の実演が「録音」された CD などをコピー（複製）すること

にも及びます（第91 条第1 項）
。

したがって，音楽 CD などをコピーする場合には，
「著作者」である作詞家，作

5

曲家だけでなく，歌手や演奏家などの「実演家」の了解も必要となります。
（ウ） 映画の著作物に録音・録画された実演

〈「実演家人格権」と「財産権」〉の項で述べたように，いったん実演家が（自ら

の実演が映画の著作物に録音・録画されることを）了解した場合には，原則とし
て，その実演を改めて録音・録画，放送・有線放送又は送信可能化する（二次利用
する）際に，改めて実演家の了解を得る必要はなくなります（第91 条第2 項，第92

条第2 項，第92 条の2 第2 項）
（ただし，サントラ盤のように映画の著作物から録音

物を作成する場合は，例外的に権利が働きます）
。このため，通常の実務では，実
演家は，多くの場合，出演契約時において「録音・録画の了解」をするのと同時
に，映画の二次利用を考慮した対価の条件を交渉しています。劇場用映画，Ｖシ
ネマその他の映像作品については，おおむねこれに該当しますが，一方で，放送事
業者が製作した放送番組については，実演家が録音・録画を了解せずに放送され
ている場合があり（この場合，実演家は放送につき了解し，出演料は放送の対価
のみとなります）
，その場合には，放送番組の二次利用につき改めて実演家の了解
を得る必要があります。
これは，実演を放送することについて実演家の了解を得た放送事業者等は，そ
の実演を放送等するために技術的に必要である場合，録音・録画についての了解
を得なくても，その実演を固定（録音・録画）することができるという特別の規定
が存在するからです。すなわち，放送局がこの特別規定を用いて放送番組に「録
音・録画」した実演については，実演家から未だ「録音・録画の了解」を得ていな
いために，その後の利用について，改めて実演家の了解を得ることが必要になり
ます。
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このように「映画」と「放送番組」
（局製作番組）とでは，
「録音・録画の了解」
の有無の違いから，その後の二次利用手続きにおける実演家の権利処理に違いが
あります。
「放送番組」においては，あらためて実演家の了解を得て二次利用を行
い，二次利用で得た収益から実演家への対価を支払うのが通常の実務です。
特別規定を用いて固定された実演が円滑に二次利用されるためには，実演家が
まとまって許諾を付与し使用料を受領する仕組みが必要です。このため，一般社
団法人映像コンテンツ権利処理機構（aRma）が，実演家に関する権利処理の窓口
を一元化する取組を実施しています。
イ 放送権・有線放送権（無断で放送・有線放送されない権利）
（ア） 生の実演

自分の「生の実演」を，テレビやラジオなどにより放送・有線放送することに関

する権利です（第92 条）
。
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（イ） レコードに録音された実演

実演家の了解を得ないで作成されたレコードを用いて放送・有線放送する場合

に権利が働きます（第92 条第1 項）
。
（ウ） 映画の著作物に録音・録画された実演

実演家の了解を得ないで映画の著作物に録音・録画された実演を用いて放送・

有線放送する場合に権利が働きます（第92 条第1 項）
。なお，サントラ盤等を用い

て放送・有線放送する場合についても，例外的に権利が働きます。
ウ 送信可能化権（無断で送信可能化されない権利）
（ア） 生の実演

自分の「生の実演」を，サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」「入力」

することにより，
「受信者からのアクセスがあり次第『送信』され得る」状態に置
くことに関する権利です（第92 条の2 第1 項）
。

「入力」による送信可能化とは「自動公衆送信装置への蓄積（複製）」を伴わな

い場合であり，
「生の実演」について，いわゆる「ウェブキャスト」
「インターネッ
ト放送」などによって（サーバー等を通じて）そのまま流す場合です。
（イ） レコードに録音された実演

レコードに録音された実演を送信可能化する場合にも権利が働きます（第92条

の2）
。
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（ウ） 映画の著作物に録音・録画された実演

実演家の了解を得ないで映画の著作物に録音・録画された実演を用いて送信可

能化する場合に権利が働きます（第92条の2第1項）。なお，サントラ盤等を用いて
送信可能化する場合については，実演家の了解の有無に関わらず権利が働きます
（第92条の2第2項第2号）｡
エ 譲渡権（無断で公衆に譲渡されない権利）
（ア） レコードに録音された実演

自分の実演が「録音」された CD などを公衆向けに譲渡することに関する権利

です（第95 条の2 第1 項）
。

この権利は，著作者の譲渡権の場合と同様に，いったん適法に譲渡された CD な

どについてはなくなりますので，購入した CD などの転売は自由です。
5

（イ） 映画の著作物に録音・録画された実演

実演家の了解を得ないで映画の著作物に録音・録画された実演の複製物を譲渡

する場合は，権利が働きます（第95条の2第1項）
。なお，サントラ盤等を用いて譲
渡する場合については，実演家の了解の有無に関わらず権利が働きます（第95条
の2第2項第2号）。

オ 貸与権（無断で公衆に貸与されない権利）
（ア） レコードに録音された実演

自分の実演が「録音」された CD など（市販用に限る）を公衆向けに貸与する

ことに関する権利です（第95 条の3）
。

この権利については，立法時の経緯から，特別の扱いがなされており，発売後

「1 年間は許諾権」
「残りの 69 年間は報酬請求権」とされています。
＜｢報酬請求権｣＞（レコードに録音された実演のみ）
ア CD等や配信音源の「放送」
「有線放送」（同時再送信を含む）について使用料を請
求できる権利

自分の実演が「録音」された CD など（市販用に限る）や配信音源が，放送や有
線放送（同時再送信を含む）で使われた場合，非営利・無料で放送を受信して同時
に「有線放送」をする場合を除き，放送事業者や有線放送事業者に対して使用料（報
酬）を請求できる権利です（第95 条）
。

「著作者」の場合には，
「公衆への送信」
（放送，有線放送，インターネットでの送

信（送信可能化を含む）など）は，すべて「許諾権」の対象とされています。これに
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対して，実演家の著作隣接権の場合は，
「生の実演」については「許諾権」の対象で
すが，「録音された実演」については「送信可能化権」だけが「許諾権」の対象で，
放送・有線放送については，
「報酬請求権」とされています。
なお，この権利の行使は，文化庁が指定する団体（公益社団法人日本芸能実演家
団体協議会）を通じて行われます。
イ

CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権利

自分の実演が「録音」された CD など（市販用に限る）の公衆向けレンタルにつ
いては，発売後 1 年間は「許諾権」が付与されていますが，2 年目から 70 年目まで
の 69 年間については「報酬請求権」とされています。このため，実演家はレンタル
店に対して，使用料（報酬）の請求のみができることとなります（第95 条の3 第3 項）
。
なお，この権利の行使は，文化庁が指定する団体（公益社団法人日本芸能実演家

団体協議会）を通じて行われます。
ウ

生の実演が含まれる放送の「有線放送」による同時再送信について使用料を請求
できる権利

生の実演が含まれる放送を受信して同時に「有線放送」する場合については，報
酬請求権が付与されています。ただし，非営利・無料で行われる場合はこの権利は
及びません（第94 条の2）
。
（２） レコード製作者の権利
① レコード

音（著作物に限られない）を最初に固定（録音）したもの（いわゆる「原盤」のこ

と）で，媒体は問われませんので，CD，テープ，パソコンのハードディスクなどに録
音された場合でも，レコードとなります（第2 条第1 項第5 号）
。

なお，レコード（原盤）をコピーして市販されている CD などのことを「商業用レ

コード」といいます（第2 条第1 項第7 号）
。
②

レコード製作者

ある音を最初に固定（録音）して原盤（レコード）を作った者です（第2 条第1 項第6

号）
。
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③

保護を受けるレコード （第8 条）

ア

日本国民が作ったレコード

イ

日本国内で作られた（音が最初に日本国内で固定された）レコード

ウ 「実演家等保護条約」「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」
「TRIPS 協定」「レコード保護条約」により我が国が保護の義務を負うレコード
④

権利の種類 （第89 条第2 項，第96 条～第97 条の3）
複製権

送信可能化権

許諾権

譲渡権

貸与権（レコード発売後 1 年間）
レコード製作者の権利

CD 等の「放送」「有線放送」（同時再送信を含
む）について使用料を請求できる権利

報酬請求権

5

CD 等の「レンタル」について使用料を請求できる
権利（レコード発売後 2 年目～70 年目まで）

⑤

権利の内容

レコード製作者の権利にも，実演家の「財産権」と同様に，
「許諾権」と「報酬請求
権」があります。
「許諾権」は，他人が無断で利用（録音・録画やインターネット送信など）すること
を止めることができる権利です。
また，使用料などの条件を付けて他人が利用（録音・録画やインターネット送信な
ど）することを認めることもできる権利です。
これに対して「報酬請求権」は，他人が利用することを止めることはできませんが，
利用（放送・有線放送，レンタル）した際に使用料（報酬）を請求できる権利です。

＜許諾権＞
ア

複製権（無断で複製されない権利）

レコードをコピー（複製）することに関する権利です（第96 条）
。

音楽 CD などをコピーする場合には，
「著作者」である作詞家，作曲家，実演家だ

けでなく，原盤を作成した「レコード製作者」の了解も必要となります。
また，CD などによる放送などを受信して，その音を録音することも含まれます。
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イ 送信可能化権（無断で送信可能化されない権利）

レコードを，サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」
「入力」することによ

り，
「受信者からのアクセスがあり次第『送信』され得る」状態に置くことに関する
権利です（第96 条の2）
。

「入力」による送信可能化とは「自動公衆送信装置への蓄積（複製）」を伴わない

場合であり，レコードを，いわゆる「ウェブキャスト」
「インターネット放送」など
によって（サーバー等を通じて）そのまま流す場合です。
ウ 譲渡権（無断で公衆に譲渡されない権利）

CD などを公衆向けに譲渡することに関する権利です（第97 条の2）
。

この権利は，著作者の譲渡権の場合と同様に，いったん適法に譲渡された CD な
どについてはなくなりますので，購入した CD などの転売は自由です。
エ 貸与権（無断で公衆に貸与されない権利）

CD など（市販用に限る）を公衆向けに貸与することに関する権利です（第97 条の

3 第1 項）
。

この権利については，実演家の「貸与権」と同様，立法時の経緯から，特別の扱い

がされており，発売後 1 年間は「許諾権」，残りの 69 年間は「報酬請求権」とされ
ています。
＜報酬請求権＞
ア CD等や配信音源の「放送」「有線放送」（同時再送信を含む）について使用料を請
求できる権利

CD など（市販用に限る）や配信音源が，放送や有線放送（同時再送信を含む）で
使われた場合，非営利・無料で放送を受信して同時に「有線放送」をする場合を除
き，放送事業者や有線放送事業者に対して使用料（報酬）を請求できる権利です（第
97 条）
。

「著作者」の場合には，公衆への送信（放送，有線放送，インターネットでの送信

（送信可能化を含む）など）は，すべて「許諾権」の対象とされています。これに対
して，レコード製作者の著作隣接権の場合は，
「送信可能化権」のみが「許諾権」の
対象で，放送・有線放送は，
「報酬請求権」とされています。
なお，この権利の行使は，文化庁が指定する団体（一般社団法人日本レコード協
会）を通じて行われます。

－37－

5

５．著作隣接権

イ CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権利

CD など（市販用に限る）の公衆向けレンタルについては，発売後 1 年間は「許諾

権」が付与されていますが，2 年目から 70 年目までの 69 年間については「報酬請
求権」とされています。このため，実演家と同様，レコード製作者はレンタル店に対
して，使用料（報酬）の請求のみができることとされています（第97 条の3 第3 項）
。
なお，この権利の行使は，文化庁の指定する団体（一般社団法人日本レコード協

会）を通じて行われます。
（３） 放送事業者の権利
①

放送

「公衆送信」のうち，公衆（
「不特定の人」又は「特定多数の人」）によって同一の内

容 （著作物に限らない） が同時に受信されることを目的として行う無線の送信であ
5

り，具体的には，テレビ放送のように，番組が「常に受信者の手元まで届いている」よ
うな送信形態のものです（第2 条第1 項第8 号）
。

サーバー等の自動公衆送信装置を介する場合は，「インターネット放送」「ウェブキ

ャスト」など，装置内での「蓄積」を伴わずに送信される場合であっても，
「番組が常
に受信者の手元まで送信される」ものではないため，放送には該当しません。
（注） 国際的な「著作権」のルールに基づく「著作権法」と，日本国内だけの「規制」のルー
ルにすぎない「放送法」では，同じ「放送」という用語が用いられていても，その間に
は次のような差異があります。なお，著作権法には「通信」という概念は存在しません。

不特定の人を対象
著作権法
での用語

⇒

放送法等
での用語

⇒

特定多数の人を対象

特定少数の人を対象
権利の対象外
なので用語なし

放送
放送

通信

著作権法における「公衆」

② 放送事業者

放送を業として行う者です （第2 条第1 項第9 号）
。

なお，放送などを行う場合には，
「放送法」等による「規制」を受ける場合（国から

「免許」を得なければならない場合など）がありますが，これは，各国が国内的な必要
によってそれぞれ独自に定めている「規制」であって，国際的な「私権」のルールに従

－38－

５．著作隣接権

って付与される著作隣接権の有無とは全く無関係です。ですから，キャンパスＦＭな
どで番組を送信（放送）した者なども対象となります。
③

保護を受ける放送 （第9 条）

ア 日本国民が業として行う放送
イ 国内にある放送設備から行われる放送
ウ 「実演家等保護条約」
「TRIPS 協定」により我が国が保護の義務を負う放送

④ 権利の種類 （第89 条第3 項，第98 条～第100 条）
複製権

放送事業者の権利

許諾権

再放送権，有線放送権
送信可能化権
テレビ放送の公の伝達権

⑤

権利の内容

＜許諾権＞
ア 複製権（無断で複製されない権利）

テレビ・ラジオの放送（放送を受信して行われた有線放送の場合を含む）を，
「録

音・録画」したり，テレビの画像などを「写真などの方法により複製」したりするこ
とに関する権利です（第98 条）
。

録音・録画したものをさらに複製することにも権利が及びます。

イ 再放送権・有線放送権（無断で再放送・有線放送されない権利）

放送を受信して，それをさらに放送・有線放送することに関する権利です（第 99

条）
。

著作権法では，放送を受信してそのまま直ちに放送することを「再放送」といい

ます（同じ放送事業者がある番組を繰り返し放送することではありません）。
ウ

送信可能化権（無断で送信可能化されない権利）

放送（放送を受信して行う有線放送の場合を含む）を受信して，インターネット
等で送信するために，サーバー等の自動公衆送信装置に「蓄積」
「入力」することに
より，
「受信者からのアクセスがあり次第『送信』され得る」状態に置くことに関す
る権利です（第99 条の2）
。
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この権利は，いわゆる「ウェブキャスト」のように，受信した番組を録音・録画せ
ず，（サーバー等を通じて）そのまま流す場合が対象です。
エ テレビ放送の公の伝達権（無断で受信機による公の伝達をされない権利）

テレビ放送を受信して，超大型テレビやオーロラビジョンなど，画面を拡大する

特別の装置を用いて，公衆向けに伝達する（公衆に見せる）ことに関する権利です
（第100 条）
。
（４）有線放送事業者の権利
① 有線放送

「公衆送信」のうち，公衆によって同一の内容（著作物に限らない）が同時に受信さ

れることを目的として行う有線の送信であり，具体的には，ケーブルテレビの有線放
5

送のように，番組が「常に受信者の手元まで届いている」ような送信形態のものです
（第2 条第1 項第9 号の2）
。

サーバー等の自動公衆送信装置を介する場合は，「インターネット放送」「ウェブキ

ャスト」など，装置内での「蓄積」を伴わずに送信される場合であっても，
「番組が常
に受信者の手元まで送信される」ものではないため，有線放送には該当しません。
②

有線放送事業者

有線放送を業として行う者です （第2 条第1 項第9 号の3）
。

なお，国際的なルールとしては，
「実演家」
「レコード製作者」
「放送事業者」の 3 者
に「著作隣接権」を付与することとされていますが，日本では，国内的な政策判断の結
果として，これらに加えて，
「有線放送事業者」にも独自に著作隣接権を付与していま
す。
③ 保護を受ける有線放送 （第９条の２）
ア

日本国民が業として行う有線放送 （放送を受信して行うものを除く）

イ 国内にある有線放送設備から行われる有線放送（放送を受信して行うものを除く）
④ 権利の種類 （第89 条第4 項，第100 条の2～第100 条の5）
複製権

有線放送事業者の権利

許諾権

放送権，再有線放送権
送信可能化権
有線テレビ放送の公の伝達権
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⑤ 権利の内容
＜許諾権＞
ア 複製権（無断で複製されない権利）

有線放送を録音・録画したり，テレビの画像などを「写真などの方法により複製」

したりすることに関する権利です（第100 条の2）
。

録音・録画したものをさらに複製することにも権利が及びます。

イ 放送権・再有線放送権（無断で放送・再有線放送されない権利）

有線放送を受信して，それをさらに放送したり，有線放送したりすることに関す

る権利です（第100 条の3）
。

著作権法では，放送の場合と同様に，有線放送を受信して別の有線放送事業者が

有線放送することを「再有線放送」といいます（同じ有線放送事業者が，ある番組を
繰り返し放送することではありません）。
ウ 送信可能化権（無断で送信可能化されない権利）

有線放送を受信して，インターネット等で送信するために，サーバー等の自動公

衆送信装置に「蓄積」「入力」することにより，「受信者からのアクセスがあり次第
『送信』され得る」状態に置くことに関する権利です（第100 条の4）
。

この権利は，いわゆる「ウェブキャスト」のように，受信した番組を録音・録画せ

ず，（サーバー等を通じて）そのまま流す場合が対象です。
エ 有線テレビ放送の公の伝達権（無断で受信機による公の伝達をされない権利）

有線テレビ放送を受信して，超大型テレビやオーロラビジョンなど，画面を拡大

する特別装置を用いて，公衆向けに伝達する（公衆に見せる）ことに関する権利で
す（第100 条の5）
。

（５）保護期間
「著作者の権利」の保護期間については先に詳しく説明しましたが，著作隣接権につ
いても保護期間が定められています（第 101 条）
。著作隣接権の保護期間は，次のとお

りです｡

① 「実演家人格権」の保護期間

「実演家人格権」は一身専属の権利とされているため （第101 条の2）
，実演家が死亡

すれば権利も消滅することとなります｡ つまり，保護期間は実演家の「生存間」です。
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しかし，実演家の死後においても，原則として，実演家人格権の侵害となるべき行為
をしてはならないこととされています （第101 条の3）｡
② 「著作隣接権（財産権）」の保護期間（第１０１条第２項）
保護の始まり
実

演

レコード

放

送

保護の終わり

その実演を行ったとき

実演後70年

その音を最初に固定（録音）した 発行(発売)後70年(発行されなかったと
とき

きは，固定[録音]後70年)

その放送を行ったとき

放送後50年

有線放送 その有線放送を行ったとき

5

有線放送後50年

（注） 保護期間は，著作物と同様に，実演，発行，固定，放送，有線放送を行った年の翌年の
１月１日から起算します（22 頁の「ウ 保護期間の計算方法」を参照）。

③

旧法下の実演（歌唱実演），レコードの保護期間

旧法（昭和 45（1970）年までの著作権法）においては，演奏歌唱及びレコードは著

作権により保護されており，その保護期間は著作者の死後 30 年（団体名義は発行後 30
年）となっていました（他の著作物と異なり暫定延長はされていません）。そのため，
旧法の著作権の保護期間が新法（現行著作権法）の著作隣接権の保護期間より長い場
合は，旧法による保護期間とし，さらに，この旧法の保護期間が新法施行の日から 70
年よりも長くなるときは，新法によって新しく保護される実演等との均衡を考慮して，
新法施行後 70 年（2040 年 12 月 31 日）をもって打ち切ることとされています（附則
第 15 条第 2 項）。
例：○三波春夫（平成 13（2001）年没）が昭和 32（1957）年に行った「チャンチキおけさ」
の歌唱の場合
（新法による保護期間）実演後 70 年：令和 9（2027）年 12 月 31 日
（旧法による保護期間）死 後 30 年：令和 13（2031）年 12 月 31 日
⇒ 令和 13（2031）年 12 月 31 日まで保護
○島倉千代子（平成 25（2013）年没）が昭和 32（1957）年に行った「東京だョおっ母
さん」の歌唱の場合
（新法による保護期間）実演後 70 年：令和 9（2027）年 12 月 31 日
（旧法による保護期間）死 後 30 年：令和 25（2043）年 12 月 31 日
(新法施行後 70 年)令和 22（2040）年 12 月 31 日
⇒ 令和 22（2040）年 12 月 31 日まで保護
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
著作物等は，国境を越えて利用されるため，世界各国はさまざまな多国間条約を結んで

お互いに著作物等を保護しています｡
例えば，ドイツ人（ベルヌ同盟国国民）の著作物等は日本では日本の著作権法によって
保護され，逆にドイツでは，日本人の著作物等はドイツの著作権法によって保護されます｡
（１）著作権関係条約の原則
①

無方式主義：著作権・著作隣接権を享有及び行使する際に，登録，作品の納入，著
作権の表示など，いかなる方式も必要としないという原則です。

ただし，万国著作権条約では，著作権の保護を受けるための条件として，登録作品
の納入等の方式に従うことを要求することも認められています。このため，この条約
の締結国間においては，著作物に適当な方法でかつ適当な場所に，©マーク（49 頁参
照），著作権者名，及び最初の発行年を表示することにより，無方式主義の国の著作物
も方式主義の国で保護されることにしています。
②

6

内国民待遇：自国民に与えている保護と同等以上の保護を条約締結国民に与える，
という原則です。

ベルヌ型の内国民待遇：国内法で規定している権利については，条約に規定してい
なくても内国民待遇を付与
ローマ型の内国民待遇：条約上規定する権利についてのみ内国民待遇を付与
③

遡及効

遡 及：条約の発効前に創作された著作物等であっても，発効時に保護されていた
ものについては保護
不遡及：条約の発効後に創作された著作物等についてのみ保護
項

目

内国民待遇

遡及効

ベルヌ条約
著
作 万国著作権条約
権
WCT（WIPO著作権条約）

ベルヌ型

遡 及

ベルヌ型

不遡及

ベルヌ型

遡 及

実演家等保護条約（ローマ条約）
著
作 レコード保護条約
隣
接 WPPT（WIPO実演・レコード条約）
権
北京条約

ローマ型

不遡及

ローマ型

不遡及

ローマ型

遡 及

ローマ型
著 作 権：ベルヌ型
著作隣接権：ローマ型

遡 及

条 約 名

TRIPS協定
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（２）著作権及び著作隣接権関係条約の内容

条

約

名

所管機関/
加盟国数

文 学 的 及 び 美 術 的 ＷＩＰＯ
著作物の保護に関
するベルヌ条約（ベ 179カ国
ルヌ条約）

万国著作権条約

UNESCO
100カ国

6

著 作 権 に 関 す る 世 ＷＩＰＯ
界知的所有権機関
条約
109カ国
（ WIPO 著 作 権 条 約
又はWCT(WIPO
COPYRIGHT
TREATY））

経

緯

我 が 国に
おける締結等

（2021 年 5 月現在）
条約の対象，原則内容

明治19（1886）年に 明治32（1899）年 対象：著作権
ヨーロッパ諸国を中 に本条約を締結。 原則内容：
心に創設。数次にわ 最新のベルヌ条約（a）原則
たる改正を経て，パ パリ改正条約は， （イ）ベルヌ型内国民待遇
リ改正条約昭和46 昭和50（1975）年 （ﾛ）無方式主義
（1971）年作成，昭 に締結｡同年に効 （ﾊ）遡及
（b）主な規定
和49（1974）年に効 力発生。
著作物について，著作者人格権，
力発生。
複製権，上映権，放送権等を規定
著 作 権 の 保 護 を 受 昭和31（1956） 対象：著作権
けるための条件とし 年に本条約を締 原則内容：
て，登録，作品の納 結。最新の万国著（a）原則
入，著作権の表示な 作権条約パリ改正 （イ）ベルヌ型内国民待遇
（ﾛ）不遡及
どの方式を要求する 条約は昭和52
（ﾊ）©表示方式主義を採る国にお
国と，無方式主義の（1977）年に締
いても，
著作物のすべての複製物
ベルヌ同盟国とを結 結｡同年に効力発
に①©の記号，②著作権者名，③
ぶ架け橋の条約とし 生。
最初の発行年 の3つを表示して
て昭和27（1952）年
おけば，
無方式主義を採る国の著
に採択｡
作物であっても自動的に著作権
現在，万国著作権条
の保護を受ける（詳しくは，49頁
約締結国のほとんど
がベルヌ条約締結
「©マークについて」を参照）。
国になっており，本
条約の実質的な意
義は消滅している。
ベ ル ヌ 条 約 は 全 加 平成12（2000） 対象：著作権
盟 国 の 満 場 一 致 で 年に本条約を締 原則内容：
ないと改正できない 結｡（平成14
（a）原則
という特殊な条約で（2002）年に効力 （イ）内国民待遇
あり，実質的に改正 発生。
（ﾛ）無方式主義
が困難な状況となっ
（ﾊ）遡及
（b）主な規定
ていたため，ベルヌ
条約本体を改正す
（イ）インタラクティブ送信に関す
るのではなく，より
る権利を規定
高い保護を行える
技術的保護手段に関する義務を
（ﾛ）
国のみが批准する
規定
「2階部分」をベルヌ
（ﾊ）
権利管理情報に関する義務を規
条約の「特別の取
定
極」として策定する
こととされ，平成8
（1996）年に採択。
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条

約

名

所管機関/
加盟国数

経

緯

平成14（2002）年に
効力発生。

我 が 国に
おける締結等

条約の対象，原則内容

実演家，レコード ＷＩＰＯ 実演家，レコード製 平成元（1989）年 対象：著作隣接権
作 者 及 び 放 送 事 業 に本条約を締結， 原則内容：
製作者及び放送機
者 の 権 利 の 保 護 を 同年に効力発生。（a）原則
関の保護に関する 96カ国
目的として，昭和36
（イ）ローマ型内国民待遇
国際条約
（実演家等保護条約又はロ
（1961）年に，ベル
（ﾛ）不遡及
（b）保護の内容
ーマ条約）
ヌ同盟，IＬO及び
（イ）実演家
UNESCO に よ り 採
・了解を得ない実演の放送，録音・
択，昭和39（1964）
年に効力発生。
録画の防止等
・商業用レコードの放送二次使用
料請求権
（ﾛ）レコード製作者
・レコードの複製権の付与
・商業用レコードの放送二次使用
料請求権
（ﾊ）放送事業者
・放送の再放送権，録音・録画権
の付与
許諾を得ないレコー ＷＩＰＯ レコードの海賊版の 昭和53（1978）年 対象：著作隣接権（レコード製作者）
防止を目的として，に本条約を締結， 原則内容：
ドの複製からのレコ
ー ド 製 作 者 の 保 護 80カ国
UNESCO及びWIPO 同年に効力発生。（a）原則
に 関 す る 条 約
に よ り , 昭 和 46
（イ）ローマ型内国民待遇
（レコード保護条約）
（1971）年に採択，
（ﾛ）不遡及
（b）内容
昭和48（1973）年に
許諾を得ないで行われるレコード
効力発生。
の複製物の作成，輸入，頒布に対
し,他の締約国の国民であるレコー
ド製作者を保護｡
実演及びレコード ＷＩＰＯ 基 本 条 約 で あ る 実 平成14（2002）年 対象：著作隣接権
演 家 等 保 護 条 約 を に 本 条 約 を 締 結 , 原則内容：
に関する世界知的
米国は締結していな 同年に効力発生。（a）原則
108カ国
所有権機関条約
（WIPO実演・レコ
いことなどから，実
（イ）ローマ型内国民待遇
演家等保護条約と
ード条約又はWPPT
（ﾛ）無方式主義
(WIPO
は無関係の独立し
（ﾊ）遡及
た新しい条約とし
（b）主な規定
PERFORMANCES
て，平成8（1996）
（イ）実演については「音に関する
AND
年に採択，平成14
もの」のみを保護する
PHONOGRAMS
（2002）年に効力発
（ﾛ）人格権（氏名表示権・同一性
TREATY）)
生。
保持権）を規定
（ﾊ）利用可能化（インターネット
にアップロードすること）に関す
る権利を規定
（ﾆ）技術的保護手段に関する義務
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条

約

名

所管機関/
加盟国数

知的所有権の貿易 WTO
関連の側面に関す
る協定
164カ国
（TRIPS協定）

6

視聴覚的実演に関 ＷＩＰＯ
する北京条約
39カ国

経

緯

我 が 国に
おける締結等

条約の対象，原則内容
を規定
（ﾎ）権利管理情報に関する義務を
規定

GATT（関税及び貿 平成6（1994）年 対象：著作権，著作隣接権
易 に 関 す る 一 般 協 に本協定を締結， 原則内容：
定）ウルグアイ・ラ 平成7（1995）年 （a）原則
ウンド交渉の結果，に効力発生。
（イ）最恵国待遇
平成7（1995）年に
（ﾛ）内国民待遇
著作権についてはベルヌ型内国
発効したWTO設立
協定の附属書には，
民待遇を，著作隣接権については
知的財産権の保護
ローマ型内国民待遇をそれぞれ
について定めた｢知
付与
的所有権の貿易関
（ﾊ）遡及
連の側面に関する
（b）主な内容
協定
（イ）ベルヌ条約の規定する保護内
(TRIPS協定，
容の遵守（著作者人格権を除く）
TRIPS：Trade-Related
（ﾛ）コンピュータ・プログラム及び
Aspects of Intellectual
データベースの保護
Property Rights)｣
（ﾊ）コンピュータ・プログラム，映
があり,著作権及び
画及びレコードの商業的貸与に
著作隣接権の保護
関する権利の付与
についても規定。
（ﾆ）実演家，レコード製作者及び放
送機関の保護
（C）法令レビュー
WTOに加盟すると,TRIPS協定の適
用義務が発生する（開発途上国に
ついて平成12（2000）年1月1日よ
り,後発開発途上国については平成
18（2006）年1月1日より,それぞれ
適用義務が発生）。加盟国はTRIPS
理事会に著作権関係法令等を通知
し,他の加盟国は,この関係法令等
がTRIPS協定の規定と一致してい
るかどうか確認する作業
WPPT採択後，視聴 平成26（2014）年 対象：著作隣接権
覚 的 実 演 に 関 す る に本条約を締結， 原則内容：
保護についての検討 令和2（2020）年に (a)
原則
が継続され，平成24 効力発生。
(ｲ)
ローマ型内国民待遇
（2012）年に北京で
(ﾛ)
無方式主義
採択。30カ国の批准
(ﾊ)
遡及
又は加入により発
(b)
主な規定
効することとされて
視聴覚的実演を保護す
(ｲ)
る
おり,令和2（2020）年に
(ﾛ)
人格権（氏名表示権・同
効力発生。
一性保持権）を規定
(ﾊ)
利用可能化
（インターネ
ットにアップロードすること）に
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条

約

所管機関/
加盟国数

名

盲人，視覚障害者 ＷＩＰＯ
その他の印刷物の
判読に障害のある 79ヵ国
者が発行された著
作物を利用する機
会を促進するため
のマラケシュ条約

W

I

P

O

経

緯

我 が 国に
おける締結等

世 界 の 視 覚 障 害 者 平成30年(2018)
及 び 読 字 障 害 者 の 年に本条約を締結
著作物へのアクセス ，平成31
を改善する目的とし（2019）年に効力
て，平成25（2013）発生。
年にマラケシュ（モ
ロッコ）において採
択，平成28(2016)年
に効力発生。

条約の対象，原則内容
関する権利を規定
(ﾆ)
技術的保護手段に関する義務を規定
(ﾎ)
権利管理情報に関する
義務を規定
対象：著作権
主な規定：
(ｲ) 視覚障害者等のための利用しや
すい様式の複製物に関する著作
権の制限又は例外を規定
(ﾛ) 各国の権限を与えられた機関が,
作成された利用しやすい様式の複
製物を,国境を越えて交換可能
(ﾊ) 権限を与えられた機関間の情報
交換や支援を通じて,作成された
利用しやすい様式の複製物の国
境を超える交換を促進するため協
力

：世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization）

U N E S C O

：国際連合教育科学文化機関

I

：国際労働機関（International Labour Organization）

W

L
T

O
O

（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization）
：世界貿易機関（World Trade Organization）
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【参考】©マークについて
書籍の巻末やマンガ・写真などの片隅に「©」（マルシー・マーク）という表示がよ
くみられますが，これは，次のような趣旨で設けられたものです。
著作権保護が進んだヨーロッパ諸国や日本では，基本条約である「ベルヌ条約」に基
づいて，「著作権は，申請・審査・登録などの手続きを一切必要とせず，著作物が創作
された時点で自動的に付与される」（無方式主義）という制度が，すでに 100 年以上も
前から確立されていました。
これに対して，アメリカなどいくつかの国では，「著作権を得るためには，政府機関
への登録等が必要」（方式主義）という制度が，最近まで維持されてきました。
このため，日本やヨーロッパの著作物は，アメリカでは（登録をしない限り）保護さ
れないという事態になっていましたが，この問題を解決するために，昭和 27（1952）
年に「万国著作権条約」というものが制定されました。この条約の規定により，著作物
に「©」等を付しておくことによって，アメリカなど「登録を義務づけている国」にお
いても，「登録されているものとみなして保護される」ことになったのです。
しかし，アメリカも平成元（1989）年にようやくベルヌ条約を締結（日本が締結した
のは明治 32（1899）年）して「無方式主義」に移行しており，現在「方式主義」を採
る国はほとんどなくなっています。このため，「©」を付す法律的な意味はほとんどな
くなっており，現在では権利者名を示すためのマークなどとして利用されているようで
す。
令和 3（2021）年 5 月現在，万国著作権条約を締結しているが，ベルヌ条約を締結し
ていない国はカンボジアのみです。

－49－

6

６．外国の著作物等の保護

（３）近年採択された，又は現在検討中の条約等
ＷＩＰＯでは，①の新条約が 2012 年に，②の新条約が 2013 年に採択され，また，
③の新たな条約の検討も進められています。
①

視聴覚的実演に関する北京条約

「ＷＩＰＯ実演・レコード条約」で保護の対象とされなかった「視聴覚的実演」に関
する条約が，平成 8（1996）年以降検討されていました。平成 12（2000）年 12 月に

は本条約に関する外交会議が開催され，20 条項中 19 条項について暫定合意に達した
ものの，１つの条項について合意が得られず，条約の採択が見送られておりましたが，
関係国間との協議の結果，平成 24（2012）年 6 月に中国において視聴覚的実演の保護
に関する外交会議が開催され，
「視聴覚的実演に関する北京条約」として採択されまし
た。我が国は，平成 26（2014）年 5 月に国会においてその締結が承認されたことを受
け，6 月に加入しました。
本条約は，令和 2（2020）年 4 月 28 日に効力を生ずることとなり，我が国について
も同日に効力を生じました。
6

② 盲人，視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用
する機会を促進するためのマラケシュ条約

本条約については，
世界の視覚障害者及び読字障害者の著作物へのアクセスを改善す

ることを目的として，平成 17（2005）年より議論が開始され，各国間で継続的に議論
が行われてきました。
その結果，平成 24（2012）年 12 月に開催されたＷＩＰＯ総会において，条約採択
のための外交会議の開催が決定され，平成 25（2013）年 6 月にモロッコのマラケシュ
において外交会議が開催され，
「盲人，視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある
者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」として採択
されました。我が国は，平成 30（2018）年 4 月に国会においてその締結が承認された
ことを受け、同年 10 月に加入し、平成 31 年（2019）年 1 月 1 日より我が国について
効力を生じました。
③ 放送機関の権利の保護に関する検討

前述した｢ＷＩＰＯ実演・レコード条約｣ では，放送事業者の権利が対象とされなか

ったことから，各国の放送事業者やその団体の要望により，ＷＩＰＯにおいて放送機
関の保護に関する新たな条約が検討されています。
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（４）海賊版対策について
海外において，音楽やゲームソフト，漫画、アニメ等の我が国の著作物に対する関
心はますます高まっていますが，同時にこれらの著作物の違法複製物である海賊版も
また多く発生しており，深刻な問題となっています。
特に，インターネットは匿名性が高く，かつ一度違法にアップロードされると，侵
害が急速に国内外に拡大するため，侵害対策の実効性の確保がより難しくなっていま
す。
違法 DVD・CD 等の流通やインターネット上の著作権侵害は，良質のコンテンツの
創作・流通を阻害することとなり，正規に購入されれば得られたはずの著作権者等の
利益が失われるため，著作者から次の作品を創作するインセンティブを奪う恐れがあ
るだけでなく，事業展開しようとするコンテンツ産業にとっては脅威となり，質の高
い文化的創作活動，国際文化交流の推進の障害となります。
このような状況を踏まえ，官民連携による著作権侵害の防止・撲滅のための対策を
適切に講じることが大きな課題となっています。
我が国では，平成 14（2002）年 3 月に政府内に設置された「知的財産戦略本部」に
おいて「模倣品・海賊版対策の強化」が継続的に取り上げられ，平成 17（2005）年の
グレンイーグルズサミットで，小泉純一郎（元）総理が模倣品・海賊版防止のための法
的枠組みの必要性を提唱して以来，各国と緊密に連携を図った結果，平成 22（2010）
年に「偽造品の取引の防止に関する協定」（ACTA）の交渉が妥結し，平成 23（2011）
年 10 月に東京において署名式が開催されました。また，我が国は平成 24（2012）年
10 月に最初の締約国として ACTA を締結しました。
また，令和元（2019）年 10 月には，関係閣僚（知財担当大臣，総務大臣，法務大臣，
文部科学大臣，経済産業大臣，国家公安委員会委員長）間において，インターネット
上の海賊版対策について政府一丸となって対応していくことが確認され，
令和２年に，
リーチサイト対策や侵害コンテンツのダウンロード違法化を内容とする著作権法の改
正が行われました。
文化庁では，この法改正のほか，国際連携・国際執行の強化等を図るとともに，侵
害コンテンツのダウンロード違法化に関するリーフレットの作成や，
「ハローキティ」
を著作権大使として任命し，
「ハローキティ」YouTube 啓発動画を発信するなど，イン
ターネット上の海賊版対策に関する普及啓発に積極的に取り組んでいます。
また，海外における著作権保護の推進のため，①著作権制度の整備，②権利執行の
強化，③普及啓発を柱として，以下のような取組みを進めています。
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①

著作権制度の整備

ＷＩＰＯ等と連携し，アジア・太平洋地域の途上国における著作権制度の整備支援を

行っています。
ア

アジア・太平洋地域著作権制度普及促進事業（APACE プログラム）

ＷＩＰＯとの協力によるアジア・太平洋諸国における国内法の整備，取り締まりの

強化，著作権集中管理団体の育成，著作権関連条約への加盟等を支援するための訪
日研修，現地セミナー，専門家派遣等を行っています。
②

権利執行の強化

政府間協議を通じた働きかけ，侵害発生国の人材育成支援等，環境整備を推進する

ための事業を実施しています。
ア 二国間協議等の場を通じた侵害発生国・地域への取り締まり強化の要請

中国など侵害規模の大きい国の著作権担当行政機関との間で，二国間協議を定期的

に行い，取り締まり強化を求めています。文化庁では，中国国家版権局（中国の著作
6

権担当部局）との間では平成 15（2003）年以降，韓国文化体育観光部（韓国の著作
権担当省）との間では平成 18（2006）年以降，定期的に協議を開催しています。な
お，二国間の著作権・著作隣接権に係る協力・連携を推進するため，平成 22（2010）
年 3 月に中国国家版権局，平成 23（2011）年 9 月に韓国文化体育観光部，平成 27
（2015）年 3 月にベトナム文化・スポーツ・観光省（ベトナムの著作権担当省）との
間で覚書を締結しました。
イ 侵害発生国・地域の政府職員を対象とした研修の実施

取締機関職員等を対象に，日本コンテンツの著作権侵害の取り締まりの実効性を

高めるための真贋判定セミナーを開催しています。
また，著作権当局職員等を対象に，エンフォースメント機能強化（著作権制度の運
用強化を含む）を支援するための訪日研修を実施しています。
ウ 諸外国における権利行使支援

侵害発生国・地域における法的枠組み及び執行状況，侵害実態等に関する調査を行

い，日本の著作権者，コンテンツ企業等に対し，海外で権利行使するために必要な情
報等を提供することで，当該国における日本の権利者等の権利行使を支援していま
す。
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エ 官民連携の強化

「コンテンツ海外流通促進機構（ＣＯＤＡ）」※の活動の支援を行うなど，官民連携

による著作権侵害への対策の強化に努めています。
③ 侵害発生国・地域における著作権普及啓発

侵害発生国・地域において，著作権保護の推進や違法コンテンツの流通防止に向け

た普及啓発活動を実施しています。具体的には，侵害発生国・地域の政府及び関係
団体と連携し，普及啓発イベント及びセミナーの開催，普及啓発教材の共同開発等
を実施しています。
※コンテンツ海外流通促進機構（CODA）
文化庁と経済産業省の呼びかけにより，日本のコンテンツ産業が積極的に海外に
事業展開を図るとともに，海外における海賊版対策を講じていくため，著作権関連
団体，コンテンツ関連企業等が平成 14（2002）年 8 月に発足させた民間組織。平成
21（2009）年 4 月 1 日に一般社団法人（非営利型）として設立。令和３（2021）年
5 月現在，企業会員 32 社，団体会員 12 団体，賛助会員 9 社/団体が参加していま
す。
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７

他人の著作物を「利用」する方法

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（１）原則として権利者の「了解」を得る（「契約」する）
他人の「著作物」
「実演」
「レコード」
「放送」
「有線放送」を，
「コピー」や「インタ
ーネット送信」などの方法で利用するには，原則として「権利者の了解」を得ることが
必要です。この「了解」のことを，著作権法では「許諾」といっています。
この「了解を得る」ということは，文書を交わす場合も口頭の場合も，また，利用の
対価を支払う場合も無料の場合も，権利者と利用者が「契約する」ということです。
著作物そのものの種類，コピーに使われる媒体，コピー以外の利用の形態などが，
急速に多様化していることから，著作物等の利用にあたっては，利用者も権利者も，
後々のトラブルを防ぐために，
「何を契約しているのか」ということを明確にし，文書
をしっかりと残しておく努力をすべきでしょう。
なお，多くの権利者と利用者がそれぞれ相手を捜し出して契約を行うのが困難であ
ることから，日本を含む多くの国では，実効的な著作権保護と円滑な利用の両立を図
る観点から，著作権者等の権利を集中的に管理して「契約窓口の一本化」を行う団体
が作られてきました。日本では，音楽の著作物について契約窓口となっている「一般

7

社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）」が有名ですが，このような団体が存在する
場合は，そこを窓口として契約を行うことになります。このような団体を「著作権等
管理事業者」といいます。
著作権等管理事業者は，権利者から権利の委託を受けるとともに，利用行為ごとに
著作物等の使用料を定めていますので，著作権等管理事業者が管理する著作物等を利
用する際は，著作権等管理事業者に問い合わせた上で，利用の許諾を得ることが必要
です。なお，利用形態によっては，著作権等管理事業者が権利の委託を受けていない
（権利者自身が権利を自己管理する）場合がありますので，詳細については，著作権等
管理事業者にお尋ねください。
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【参考１】
「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」について
著作者が自らの著作物を公開する際に、その著作物の利用条件を意思表示するためのツ
ールとして、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスというライセンスが国際的に利用さ
れています。このライセンスはクリエイティブ・コモンズという国際的非営利団体が運営
しています。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスはすべての権利を主張するいわゆる「All rights
reserved」とすべての権利を放棄する「パブリックドメイン（PD）」の間で、いくつかの
権利を主張する場合に利用され、「BY（表示）」、「NC（非営利）」、「ND（改変禁止）」、
「SA（継承）」の四つのマークの組み合わせにより利用の条件を表示することができます。

マークの意味

マークの基本的な組み合わせ
表示

表示・継承

表示・改変禁止

表示・非営利

表示・非営利・継承

表示・非営利・改変禁止

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの位置づけ

画像出典：クリエイティブ・コモンズ・ジャパン ウェブサイト
（https://creativecommons.jp/）
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【参考２】
「自由利用マーク」について
著作物を利用する際に権利者の許諾を得るというのが著作権のルールです。しかし，実
際には，インターネット上のウェブサイトに掲載されている「文章」「写真」「図表」な
どをプリントアウトし，コピーして職場の会議などで使うなど，厳密には違法である行為
が，多くの人々により行われていると思われます。利用する人々は，「ウェブサイトに自
分の著作物を掲載している人は，プリントアウトや小部数のコピー・配布くらいは，了解
しているだろう」と予測しているからです。
こうした，「厳密には違法」とか，「大丈夫だろうが，ひょっとすると訴えられるかも
しれない」という不安定な状態を避けるためには，「プリントアウトやコピーをしてもら
っても構わない」と権利者が考えるものについては，あらかじめ自分で「プリントアウト・
コピーは OK」などといった「明確な意思表示」をしておけば，お互いに便利です。
そこで文化庁では，3 つのタイプの「自由利用マーク」（以下参照）を作るとともに，
それらの意思やマークの付け方，マークを付けたり，マークの付いたものを使ったりする
ときの注意事項を記した「マークを付けるときの注意」「マークのある著作物を利用する
ときの注意」
を文化庁のウェブサイト
（http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/）で公表しています。
各マークの対象となる利用範囲及び趣旨に合う限り，権利者は自由にマークを付けること
ができますが，利用に際しては，必ず文化庁のウェブサイトで注意事項を確認するように
してください。
「プリントアウト・コピー・無料配布」ＯＫマーク

7

「プリントアウト」
「コピー」
「無料配布」のみを認めるマーク
（変更，改変，加工，切除，部分利用，要約，翻訳，変形，脚色，翻案などは含まれません。
そのまま「プリントアウト」
「コピー」
「無料配布」をする場合に限られます）
（会社のパンフレットにコピーして配布することなどは，営利目的の利用ですが，無料配布であ
ればできます）

「障害者のための非営利目的利用」ＯＫマーク
障害者が使うことを目的とする場合に限り，コピー，送信，配布など，あらゆる非営利目的利
用を認めるマーク
（変更，改変，加工，切除，部分利用，要約，翻訳，変形，脚色，翻案なども含まれます）

「学校教育のための非営利目的利用」ＯＫマーク

学校の様々な活動で使うことを目的とする場合に限り，コピー，送信，配布など，あらゆる非

営利目的利用を認めるマーク
（変更，改変，加工，切除，部分利用，要約，翻訳，変形，脚色，翻案なども含まれます）
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【参考３】著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入に関する著作権法改正につい
て
令和 2（2020）年に著作権法が改正され，著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入

に関する改正事項が令和２年 10 月 1 日から施行されました。

従来は，著作権者から許諾を受けて著作物を利用しているライセンシーは，著作権が譲渡

された場合，著作権の譲受人などに対して著作物を利用する権利（利用権）を対抗できず，利
用を継続できないおそれがありました。このような事態を解消し，ライセンシーが安心して利
用を継続することができるよう，利用権を著作権の譲受人などに対抗できる制度を導入しま
した（特許法における通常実施権の場合と同様、対抗するために登録等の要件を備えること
は不要です）。

【参考４】コンテンツの権利情報集約化
あらゆる国民が著作物を創作し利用する「一億総クリエーター」
・
「一億総ユーザー」時代にあ
っては, 著作物の円滑な利用を促進する必要性が高まっています。しかし, これまで，我が国に
は著作物に関する権利者情報を網羅的に集約したデータベースは存在しておらず，契約窓口が不
明であることなどから，
「権利者の了解を得る」手続きが煩雑な状況でした。
そこで, 文化庁では, 平成 29 年度から令和２年度まで, 音楽分野の権利情報の集約を図るた
めの実証事業を実施し, メジャー及びインディーズの CD と配信音源の情報を集約して, それら
を一括検索できるウェブサイトを試験公開しました。あわせて，楽曲等を自己管理している個人
クリエーター等の権利情報も一部集約しました。
その後, 令和３年４月１日に, 実証事業で構築したデータベースの運営を引き継ぐ「一般社団
法人音楽情報プラットフォーム協議会」※が発足し, 一括検索ウェブサイトが再公開されました。
データベースの運営は民間に引き継がれましたが, 文化庁では, 引き続き権利情報集約化に取
り組んでいます。令和３年度以降は, 楽曲等を自己管理している個人クリエーター等が自主的に
権利情報を登録できるような仕組みを構築するなど, 更なる利用円滑化に向けた検討を行うこと
としています。
※一般社団法人音楽情報プラットフォーム協議会（MINC）

文化庁による実証事業で構築したデータベースと一括検索ウェブサイトを継承し民間で運営

する法人。令和３年４月１日現在, 一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）, 株式会社

NexTone, 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会, 一般社団法人日本レコード協会に加え,
インディーズの団体及びネットクリエーターの団体等, 計 16 法人が参加しています。
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（２）「了解」を得なくてよい場合
他人の「著作物」等を利用するときには，前記のように「権利者の了解を得る」のが
原則ですが，次のような場合には，了解を得ずに利用することができます。
(ア)

保護対象となる著作物でない場合

日本において著作権が付与され，保護対象（無断で利用できない）とされている著
作物は，
「日本国民の著作物」
「日本で最初に発行された著作物」
「条約によって保護の
義務を負う外国の著作物」です（8 頁（a）～（c）参照）。
「実演」
「レコード」
「放送」
「有線放送」についても，それぞれこうした限定があります。一般的には，多くのもの
は保護対象だと思われますが，これらの条件に該当しない場合は，もともと了解を得
る必要がありません。
なお，憲法その他の法令などの著作物は，権利の目的となることができないとされ
ているので，了解を得る必要はありません（8 頁（イ）～（ﾆ）参照）。
（イ） 保護期間が満了している場合

｢著作物｣「実演」
「レコード」
「放送」
「有線放送」のそれぞれについて，
「保護期間」

が決まっていますので，その期間を過ぎているものについては，権利者の了解を得る
7

必要がありません。ただし，さまざまな例外がありますので，よく注意することが必要
です。
（ウ） 「権利制限規定」による「例外」の場合

教育目的の複製など，後に解説する「例外」
（64 頁以降参照）の場合には，著作権者

の了解を得る必要はありません。これは，あくまでも「著作権者の権利を制限するも
の」であって，利用する側に「利用できるという権利」を与えているものではありませ
ん。

（３）ビジネスとして利用する場合のその他の仕組み
企業などのビジネスとして他人の著作物等を利用する場合も，当然ですが権利者の
了解を得ることが必要です。しかしビジネスの場合は，多くの著作物を継続的に利用
し，大量に複製・販売することがあるため，次のようなことも行われています。
① 著作権の「譲渡」

広い意味の著作権（
「著作者の権利」と「著作隣接権」）のうち，
「著作者人格権」以
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外のもの（財産権）は，契約によって他人に譲り渡すことができます。これは，もちろ
ん個人間でも可能ですが，広くビジネスを展開する場合には，権利を譲り受けておく
ことも行われています（この場合「著作者人格権」について，例えば「改変を行う場合
には，あらかじめ著作者に内容確認の機会を与える」「著作者人格権の行使はしない」
といった契約がされていることもあるようです）
（第61 条）
。
（注） すべての著作権を譲り受けたいときは，「すべての著作権を譲渡する」と規定するだけ
では不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定（第 61 条第 2 項）があり，後日のト
ラブルを避けるためには，「すべての著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含
む）を譲渡する」と，契約する必要があります。
なお，著作権は分割して譲渡することもできます。例えば，複製権などの支分権ごとの
譲渡，期間を限定した譲渡，地域を限定した譲渡（米国における著作権）などの方法が
考えられます。

また，
「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合，著作者と
なって著作権を持つのは「受注者」となりますので，
「発注者」が納品された著作物を
納入目的以外に引き続き利用したいのであれば，発注の時点で「すべての著作権（第
27 条及び第 28 条の権利を含む）を発注者に譲渡する」
「改変を行う場合には，あらか
じめ著作者に内容確認の機会を与える」といった契約をしておくことが必要です。
なお，市民グループなどの仲間が集まって著作物を創った場合は，仲間内であるた
め，グループとしてそれを利用したり，ほかの市民グループによる利用を（全員の意思
として）了解したりすることは容易であるため，権利の譲渡や移転はする必要がない
と思いがちです。しかしこのような場合，メンバーに出入りがあったり，亡くなった方
がいて相続が行われたりすると，
「誰が権利者か」ということが不明確になってしまい
ます。このため，権利をグループ（人格なき社団）に譲渡するといったことが適切であ
ると考えられます。
② 「出版権」の設定

出版者が著作権者と契約して「出版，電子出版」を行うときには「出版権の設定」と

いう契約をすることがあります。
「出版権の設定」が行われた場合，出版者は，
「著作物
について出版，電子出版を行うことに関する排他的権利」を持つことになります。そ
のため，著作権者から，
「出版，電子出版を行うことについての了解」を得る契約（利
用許諾契約）の場合と違い，
「出版権の設定」を受けた出版者は，侵害行為に対して自
ら権利者として差止請求などを行うことができます。
なお，
「出版権の設定」を受けた出版者は，原稿の引渡し等を受けた日から 6 か月以
内に著作物について出版，電子出版を行う義務や継続して出版，電子出版を行う義務
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を負います。また，
「出版権の設定」等については，登録しなければ第三者に対抗する
ことができません（第79 条～第88 条）
。
③

文化庁長官の「裁定」による利用
ア 著作権者等が不明である場合

著作権者等の許諾を得ようとしても，「権利者が誰だか分からない」，「（権利者が

誰か分かったとしても）権利者がどこにいるのか分からない」，「亡くなった権利者
の相続人が誰でどこにいるのか分からない」等の理由で許諾を得ることができない
場合があります。
このような場合，権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け，通常の
使用料額に相当する補償金を供託することにより，著作物を適法に利用することが
できます （第67 条, 第67 条の2，第103 条）
。

裁定申請に当たっては，あらかじめ権利者と連絡を取るための「相当の努力」を

行う必要があります。この「相当の努力」の内容としては，（1）広く権利者情報を
掲載する資料の閲覧（名簿・名鑑等の閲覧又はインターネット検索），
（2）広く権利
者情報を有している者への照会（著作権等管理事業者及び関連する著作者団体等へ
の照会）
，
（3）公衆に対する情報提供の呼びかけ（日刊新聞紙又は公益社団法人著作
権情報センターへの広告掲載）が定められています。なお，過去に裁定を受けた著
7

作物等の権利者捜索については，文化庁ウェブサイトに公開している過去に裁定を
受けた著作物等の情報を掲載したデータベースを閲覧することで，上記（1）及び（2）
の措置を代替することも可能です。
補償金の供託については，国や地方公共団体等の申請の場合，補償金の事前供託
は免除され，権利者が現れた場合に，文化庁長官が定める額の補償金を直接権利者
に支払うことも可能です。
イ 放送のための利用

著作物を放送したいときに，著作権者との契約交渉がうまくいかない場合には，

文化庁長官の「裁定」を受け，通常の使用料に相当する「補償金」を著作権者に支払
うことによって，著作物を利用する道が開かれています（第68 条）
。
ウ レコードの製作・販売のための利用

発売の日から 3 年を経過した市販レコード（音楽 CD など）に録音されている音

楽を，他の市販レコードに録音して販売したいときに，著作権者との契約交渉がう
まくいかない場合には，文化庁長官の「裁定」を受け，通常の使用料に相当する「補
償金」を著作権者に支払うことによって，著作物を利用する道が開かれています（第
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69 条）
。
文化庁ウェブサイト内に「裁定の手引き」を掲載しておりますので，ご覧下さい。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/
〈裁定制度についてのお問合せ先〉
文化庁著作権課
所在地

東京都千代田区霞が関 3-2-2

電 話

03-5253-4111（内線 2847）

7
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（４）著作権関係団体
① 著作権等管理事業者

著作物を利用するたびに著作権者を捜し出し，了解を得ることは相当の労力を必要

としますが，利用しようとする著作物の分野等に著作権等を集中して管理している団
体（著作権等管理事業者）がある場合には，その団体を窓口として，簡単に利用の了
解を得られる場合があります。
なお，最新の著作権等管理事業者の情報は文化庁のウェブサイトでご確認ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kanrijigyoho/toroku_jokyo/
② 著作物等の利用に関する相談窓口
取り扱う著作物
の 種 類 等

7

法

人

名

連

絡

先

〒164-0012
東京都中野区本町1-32-2
公益社団法人著作権情報センター（CRIC）
ハーモニータワー22階
著 作 権 全 般
担当：著作権相談室
03-5333-0393
https://www.cric.or.jp/
〒102-8559
東京都千代田区紀尾井町３番２３号
文藝春秋ビル新館５階
言
語 公益社団法人日本文藝家協会
03-3265-9658（著作権管理部：著作
権関連全般）
http://www.bungeika.or.jp/
〒104-0061
東京都中央区銀座3-10-19 美術家会
館 日本美術家連盟内
美
術 一般社団法人日本美術著作権連合
03-3542-2686
https://www.jart.tokyo/
〒102-0082
東京都千代田区一番町25 JCIIビル
写
真 一般社団法人日本写真著作権協会（JPCA） 403
03-3221-6655
https://jpca.gr.jp/
放

日本放送協会（NHK）
送
担当：知財センター

〒150-8001
東京都渋谷区神南2-2-1
03-3465-1111
https://www.nhk.or.jp/

放

一般社団法人日本民間放送連盟
送
担当：番組・著作権部

〒102-8577
東京都千代田区紀尾井町3-23
03-5213-7746
https://j-ba.or.jp/

コンピュータ・プ 一般社団法人コンピュータソフトウェア
ロ グ ラ ム 著作権協会（ACCS）
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〒112-0012
東京都文京区大塚5-40-18
友成フォーサイトビル5階
03-5976-5175
https://www2.accsjp.or.jp/

７．他人の著作物を「利用」する方法

〒104-0045
東京都中央区築地2-11-24
ビ
デ
オ 一般社団法人日本映像ソフト協会（JVA） 第29興和ビル別館2階
03-3542-4433
http://www.jva-net.or.jp/
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-32出版
一般社団法人日本書籍出版協会
クラブビル5階
出
版
担当：調査部
03-6273-7061
https://www.jbpa.or.jp/
〒105-0002
東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル
企業・団体等の
7F
公益社団法人日本複製権センター
複 製 利 用
03-6809-1281
https://jrrc.or.jp
〒151-8540
一 般 社 団 法 人 日 本 音 楽 著 作 権 協 会 東京都渋谷区上原3-6-12
音
楽
03-3481-2121
（JASRAC）
https://www.jasrac.or.jp/
〒163ｰ1466
東京都新宿区西新宿３丁目２０番２
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会・
号 東京オペラシティタワー１１Ｆ
実
演
実演家著作隣接権センター（CPRA）
03-5353-6600
https://www.cpra.jp/
〒105-0001
東京都港区虎ノ門二丁目２番５号
共同通信会館９階
レ コ ー ド 一般社団法人日本レコード協会
03-5575-1304
https://www.riaj.or.jp/
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８

著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「土地所有権」について「土地収用法」という法律があったり，
「言論の自由」が保障され

たりしていても「名誉毀損」が許されないように，一般に「権利」というものは絶対的なも
のではなく，
「公共の福祉」や「他人の別の権利」との関係で，
「制限」や「例外」が設けら
れる場合があります。
著作権の場合も，著作権法の中に（条約によって許される範囲内で）
「権利制限規定」と
呼ばれる「例外規定」が数多く置かれ，一定の例外的な場合には，権利者の了解を得ずに
著作物等を無断で利用できることとされています。
このような例外規定の適用を受けて，無断で複製物を作成したような場合は，その複製
物を目的外に使用することはもちろん許されません（改めて権利者の了解を得ることが必
要です）。また，
「出所の明示」をすべき場合や，
「補償金の支払い」をすべき場合なども法
律に定められています。
教育や福祉など，
「公益」のための仕事をしている方々は，こうした例外規定の適用を受
ける場面が多くなります。ところで，通常「公益」を実現するための「費用」は国民全体の
負担（税金）でまかなわれますが，著作権の制限の場合はその「費用」を「権利者個人」に
負わせています。このことを十分に認識しておく必要があります。
なお，著作者の「財産権（著作権）
」が制限されて，複製などが例外的に無断でできる場
合には，関係する「著作隣接権」も制限されている（例えば，
「著作者」の権利が制限され，
「音楽の著作物」を例外的に無断でコピーできる場合には，
「レコード製作者」や「実演家」
の権利も制限され，CD からのコピーが可能になる）と考えて大丈夫ですが，逆に「財産権」
8

が制限されていても「人格権」が制限されているとは限らない（無断での「複製」が例外的
に許されても，無断での「改変」や「氏名表示の省略」が当然に許されるわけではない）と
いうことにも注意する必要があります。
また，例外的に無断で複製できる場合に，配布（譲渡）を伴うことが当然想定されるとき
には，配布（譲渡）についても例外（著作権の制限）の対象となります。例えば，学校の授
業を担任する先生が，授業で使うために，著作物をコピーして，児童生徒に配布（譲渡）す
ることがこれに当たります。
権利制限規定の具体的な内容は，次のとおりです。
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① 「私的使用」
，
「付随対象著作物の利用」等
ア．私的使用のための複製（第30条）
「テレビ番組を録画しておいて後日自分で見る場合」などのように，
「家庭内など限られ

た範囲内で，仕事以外の目的に使用することを目的として，使用する本人が複製する場
合」の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたりプリントア
ウトしたりすること（いずれも「複製」に該当する）にも，この例外は適用されます。
また，学校の児童生徒などが本人の「学習」のために行う複製（コンピュータ，インタ
ーネット等の利用を含む）も，この例外の対象です。

【条件】

1. 家庭内など限られた範囲内で，仕事以外の目的に使用すること

2. 使用する本人が複製すること（指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能）

3. 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など（当分の間は，コンビニのコピー
機など「文献複写」のみに用いるものは除く）を用いないこと

4. コピーガードを解除して（又は解除されていることを知りつつ）複製するものでな
いこと

5. 著作権を侵害したインターネット配信と知りながら，音楽や映像をダウンロードす
るものでないこと

6. 著作権を侵害したインターネット配信と知りながら，音楽や映像以外の著作物等を

ダウンロードすること（軽微なもののダウンロード等の一定の場合を除く）（※【参

考３】を参照）

【参考１】私的録音録画補償金制度について
私的使用のためのコピー（複製）は，アナログ方式の場合は音質・画質が劣化するために，
コピーは商品価値を持たず，またオリジナルが中古品市場に流出することもなく，権利者に
大きな損害を与えることはあまりありませんでしたが, デジタル方式になると，オリジナル
と同品質の完全なコピーが作れますので，権利者に大きな被害を与えることになりました。
このため，平成 4（1992）年の法改正により，政令で指定するデジタル方式の機器・媒体
を使って行う私的使用のためのコピー（複製）を行う場合には，権利者に対して補償金を支
払うこととする「私的録音録画補償金制度」が設けられました。
この補償金は，メーカー等の協力により，機器・媒体の価格にあらかじめ上乗せして支払
われ，文化庁長官が指定する団体を通じて，権利者に分配されています。
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【参考２】映画の盗撮の防止に関する法律について
映画の盗撮の防止に関する法律が，議員立法により第 166 回国会において成立し，
平成 19（2007）
年 8 月 30 日から施行されました。この法律により，映画館等で映画の録音・録画を行うことは，
私的使用のためであっても，著作権法第 30 条に定められた例外の適用対象外となりました。
法律の詳細は次のとおりです。
（1）目的
この法律は，映画の盗撮によって作成された映画のコピー（複製物）が多数流通し，映画産業
に多大な被害が発生していることから，映画の盗撮を防止するために必要な事項を定めることに
より，映画文化の振興と映画産業の健全な発展への寄与を図ることを目的としています（第 1 条
関係）。
（2）定義
映画の盗撮の定義は，映画館等において有料上映中の映画や無料試写会で上映中の映画につい
て，著作権者の許諾を得ずにその映画の影像の録画又は音声の録音をすることをいいます。
また，映画館等とは，映画館やその他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場で，
当該映画の上映を主催する者によってその入場が管理されているものをいいます
（第 2 条関係）
。
（3）映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止措置
映画の上映の主催者やその他映画産業の関係事業者は，映画の盗撮を防止するための措置を講
ずるよう努めなければなりません（第 3 条関係）。
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（4）映画の盗撮に関する著作権法の特例
著作権法第 30 条第 1 項では，私的使用を目的とするときは，例外的に著作権者の許諾なく著
作物の複製ができることとされていますが，映画の盗撮の場合については，この規定は適用され
ません。したがって，権利者に無断で映画の盗撮をした場合は著作権侵害となり，差止請求，損
害賠償請求等の民事的措置や，刑事罰の対象となります（詳細は 96 頁参照）。
なお，この特例は，日本国内における最初の有料上映後 8 月を経過した映画については適用さ
れません（第 4 条関係）。
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【参考３】「侵害コンテンツのダウンロード違法化」に関する著作権法の改正について
平成 21（2009）年の著作権法改正により，違法にアップロードされた音楽・映像を，違法に
アップロードされたことを知りながらダウンロードすることは，私的使用目的であっても違法
とされました（第 30 条第１項第３号）。また，平成 24（2012）年の著作権法改正により，違
法配信であることと，有償で提供又は提示されている音楽や映像であることの双方を知りなが
らダウンロードした場合は刑事罰の対象（2 年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金（懲役と罰
金の併科も可）（親告罪））とされました（第 119 条第３項）。
また，令和 2（2020）年に著作権法が改正され，「侵害コンテンツのダウンロード違法化」
に関する改正事項が令和 3 年 1 月 1 日から施行されました。
著作権法第 30 条第 1 項第 3 号により，違法にアップロードされた音楽・映像を，違法にアッ
プロードされたことを知りながらダウンロードすることは，私的使用目的であっても違法とさ
れ，また一定の場合には刑事罰の対象ともされています。
しかし近年，ダウンロード型の海賊版サイトが多数存在し，著作物の分野・種類を問わず被
害が発生するなど，インターネット上の海賊版による被害が深刻さを増しています。令和 2 年
の改正は，こうした被害実態等を踏まえ，違法にアップロードされた著作物のダウンロード規
制（私的使用目的であっても違法とする）について，対象を音楽・映像から著作物全般（漫画・
書籍・論文・コンピュータ・プログラムなど）に拡大をしたものです。
これにより，令和３年１月１日から，違法にアップロードされた著作物（漫画・書籍・論文・
コンピュータ・プログラムなど）を，違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロ
ードすることは，一定の要件の下で私的使用目的であっても違法とされ（第 30 条第１項第４
号），特に悪質な行為については，刑事罰（2 年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金（懲役と
罰金の併科も可）（親告罪））の対象にもなりました（第 119 条第３項第２号）。
その際，「海賊版対策としての実効性確保」と「国民の正当な情報収集等の萎縮防止」のバ
ランスを図る観点から，規制対象を，違法にアップロードされたことを知りながらダウンロー
ドする場合のみとするとともに，（ⅰ）スクリーンショットを行う際の写り込み（※後述），
（ⅱ）漫画の１コマ～数コマなど「軽微なもの」，（ⅲ）二次創作・パロディ，（ⅳ）「著作権
者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」のダウンロードを規制対象か
ら除外しました。また，刑事罰については，特に悪質な行為に限定する観点から，正規版が有
償で提供されている著作物を反復・継続してダウンロードする場合に限定しました。
このほか，本法律の附則では，国民への普及啓発・教育の充実，関係事業者による適法サイ
トへのマーク付与の推進，刑事罰の運用に当たっての配慮等について規定し，運用面からも国
民の懸念・不安等に対応していくこととしています。
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文化庁では，「侵害コンテンツのダウンロード違法化」に関して，よくいただくご質問をま
とめ，Ｑ＆Ａを公開しておりますので，下記のＵＲＬをご覧ください。
【音楽・映像について】
◆「違法ダウンロードの刑事罰化についてのＱ＆Ａ」（大人用・子ども用の 2 種類）
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/download_qa/
【音楽・映像以外の著作物全般について】
◆「侵害コンテンツのダウンロード違法化に関する Q＆A（基本的な考え方）【改正法成立後
版】」https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/pdf/92735201_02.pdf
このほかにも，文化庁では，法改正の内容を多くの方々に知っていただけるよう，今後，文
化庁ＨＰ等を通じて，改正内容の趣旨の周知に努めてまいります。これまでに行ってきた様々
な広報等については，下記のＵＲＬからご覧いただけますので，ご参照ください。
【音楽・映像について】
◆文化庁ウェブサイト「平成 24 年 10 月 1 日施行 違法ダウンロードの刑事罰化について」
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/online.html
◆政府広報オンライン「平成 24 年 10 月から著作権法が変わりました 販売又は有料配信され
ている音楽や映像の「違法ダウンロード」は刑罰の対象となりました」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html
【音楽・映像以外の著作物全般について】
◆文化庁ウェブサイト「令和 3 年 1 月 1 日施行 侵害コンテンツのダウンロード違法化について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/92735201.html
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◆「ちょっと待って！そのダウンロード、違法かも？」（普及啓発用リーフレット）
（通常版）https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/pdf/92735201_01.pdf
（こちら葛飾区亀有公園前派出所版）https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/pdf/
92778501_01.pdf
◆政府広報オンライン「漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは違法
です！ 令和 3 年 1 月から著作権法が変わります。」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202012/3.html
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イ．付随対象著作物の利用（第30条の2第1項，第2項）（※【参考】を参照）
写真撮影，録音・録画や複製を伴わない生配信において，本来の対象以外の著作物が付

随して撮影等の対象となる場合（いわゆる「写り込み」）の例外です。例えば，写真を撮影

したところ，本来意図した撮影対象だけでなく，背景に小さく絵画等（付随対象著作物）
が写り込む場合や，インターネット配信等を行う場合に映像に意図せず音楽の一部が入り
込んだ場合等にこの例外が適用されます。

【条件】

１ 写真撮影，録音・録画，放送等の方法によって著作物を利用するにあたっての複製又

２

３
4

は複製を伴わない伝達行為（複製伝達行為）であること

メインの著作物に占める割合や再製の精度等に照らし，軽微な構成部分であること

付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無や分離の困難性等の程度，付随対

象著作物が果たす役割等に照らし，正当な範囲内の利用であること

その付随対象著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害しな
いこと

ウ．付随対象著作物の利用（第30条の2第2項）（※【参考】を参照）
イ．で利用された付随対象著作物を，複製伝達行為により作成又は伝達された写真や映

像等の利用に伴って利用する場合の例外です。例えば，絵画が背景に小さく写り込んだ写

真や楽曲の一部が入り込んだ映像を，ブログに掲載したり，インターネット配信したりす
る場合に，この例外が適用されます。

【条件】
１

２

イ．により利用された付随対象著作物であること

複製伝達行為により作成又は伝達されたものの利用に伴って利用すること

３ その付随対象著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害しな
いこと
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【参考】写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大に関する著作権法の改正について
令和 2（2020）年に著作権法が改正され，写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡

大に関する改正事項が令和２年 10 月 1 日から施行されました。

この改正は，スマートフォンやタブレット端末等の急速な普及や動画投稿・配信プラット

フォームの発達等の社会実態の変化に対応して，写り込みに係る権利制限規定の対象範囲を
拡大したものです。

具体的には，（ⅰ）「写真の撮影」「録音」「録画」に限定されていた対象行為を，複

製や伝達行為全般（例：スクリーンショット，生配信，ＣＧ化）に拡大した上で，（ⅱ）創

作性が認められない行為を行う場面（例：固定カメラでの撮影）における写り込みも対象と

し，（ⅲ）メインの被写体に付随する著作物であれば，分離が困難でないもの（例：子供に
抱かせたぬいぐるみ）も対象とし，日常生活等において一般的に行われる行為に伴う写り込
みが幅広く認められることとなりました。

一方で，従来からの付随性・軽微性等の要件は維持するとともに，新たに「正当な範囲

内」という要件を規定することで，濫用的な利用や権利者の市場を害するような利用を防止
することとされました。

エ．検討の過程における利用（第30条の3）
著作権者の許諾を得て，又は裁定を受けて著作物を利用しようとする場合に，これらの

利用について検討を行うために著作物を利用する場合の例外です。例えば，漫画のキャラ
クターの商品化を企画するにあたって，著作権者から許諾を得る前に，会議資料や企画書
にそのキャラクターを掲載する場合に，この例外が適用されます。
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【条件】

１ 著作権者の許諾を得て，又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者であること

２ 許諾を得て，又は裁定を受けて行う著作物の利用についての検討の過程における利用

に供することを目的とすること（
「検討の過程」には，著作権者に許諾を申し出る際に
作成される資料における著作物の利用も含む）

３ 必要な限度内のものであること

４ その著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害しないこと

－70－
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② 「教育」関係
ア．「教育機関」での複製・公衆送信（自動公衆送信の場合、送信可能化を含む）・
公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達すること（第35条第1項）
学校・公民館などで教師等や児童生徒等が教材作成などを行うために複製，公衆送信（自

動公衆送信の場合にあっては，送信可能化を含む。
）及び公衆送信されるものを受信装置を

用いて公に伝達する場合の例外です。インターネット上の著作物をダウンロードしたり，
プリントアウト・コピーして教師等が教材作成を行ったり，学習者が他の学習者に教材を
紙でコピーして配布したりして使うような場合や，対面授業の予習・復習用の資料をメー

ルで送信したり，オンデマンド配信授業やスタジオ型のリアルタイム配信授業において講

義映像や資料をインターネットを通じて送信したり，動画投稿サイトから自動公衆送信さ
れる教材等の資料をパソコンのディスプレイ等を用いて生徒等に視聴させるような場合に
も，この例外は適用されます。

【条件】

１ 営利を目的としない教育機関であること

２ 授業等を担当する教師等やその授業等を受ける児童生徒等自身が複製，公衆送信（自

動公衆送信の場合は送信可能化を含む）
，
公衆送信されるものを受信装置を用いて公に
伝達すること

（指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能）

３ 授業のためにその著作物を使用すること

４ 必要な限度内の部数や送信先等であること
５ すでに公表されている著作物であること

６ その著作物の種類や用途などから判断して，
著作権者の利益を不当に害しないこと
（ソ
フトウェアやドリルなど，個々の児童生徒等が購入することを想定して販売されてい
るものをコピーする場合等は対象外）

７ 慣行があるときは「出所の明示」
（94 頁（注）参照）が必要

イ．公衆送信（ウ．を除く）する場合の補償金支払義務（第 35 条第 2 項）
学校で教師等が教材を授業の過程において利用するためにインターネット送信するなど
第 35 条第１項の規定により公衆送信（同条第３項の規定による遠隔合同授業等を除く）
を行う場合、学校等の教育機関を設置する者は、補償金を一括して，文化庁長官が指定す
る指定管理団体（一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS））に支払
うことで，原則無許諾での著作物の利用ができるようになります。
（第 104 条の 11 第 1
項）
。補償金の額は指定管理団体が文化庁長官に申請し，認可を受けることで決まります
（第 104 条の 13 第 1 項）
。
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ウ.「教育機関」での遠隔合同授業等（第35条第3項）
学校・公民館などで，一方の会場での授業を他方の会場（当該会場に教師がいるか否か

を問わない）に同時中継する場合に，当該授業のために用いられている教材を，互いの会
場（公衆）向けに送信する場合の例外です。

【条件】

１ 営利を目的としない教育機関であること

２ 教師等と児童生徒等がいる会場と，その授業を受ける他方の会場（当該会場に教師が
いるか否かを問わない）がある授業形態であること

（
「放送大学」など，教師等がいる会場に児童生徒等がおらず，遠隔地にのみ児童生徒
等がいる授業は対象外）

３ その教育機関の授業を直接受ける者のみへの送信であること

（
「放送大学」など，登録された学生でなくても「誰でも視聴できる」ような場合は対
象外）

４ 生で中継される授業を受信地点で「同時」に受ける者への送信であること

（
「録画された授業」を後日送信している場合（オンデマンド授業等）は対象外）

５ 授業のために用いられる教材として，配布，提示，上演，演奏，上映，口述されてい
る著作物であること

６ すでに公表されている著作物であること

７ その著作物の種類や用途，送信の形態などから判断して，著作権者の利益を不当に害

しないこと（ソフトウェアやドリルなど，個々の児童生徒等が購入することを想定し
て販売されているものを送信すること等は対象外）

８ 慣行があるときは「出所の明示」が必要
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【参考】教育の情報化等を推進するための著作権法の改正について
学校等における ICT を活用した教育の推進を図るため，平成 30 年の著作権法改正により，
授業の過程における著作物の公衆送信（オンデマンド授業やスタジオ型の遠隔授業，予習・復
習・自宅学習用の資料のメール送信等）について，従来は個別の許諾が必要であったものを，
設置者が文化庁の指定管理団体（一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
（SARTRAS）
）
に一括して補償金を支払うことにより，無許諾で可能とする「授業目的公衆送信補償金制度」
が創設されました。新型コロナウイルス感染症の影響で，教育現場におけるオンライン指導の
急速なニーズの増加に緊急的に対応すべく，令和 2 年 4 月 28 日から令和 2 年度に限って特例
的に補償金額は無償（０円）として施行されました。
令和 3 年度以降は有償での本格実施が行われ，補償金額については，年間包括料金（公衆送
信の回数は無制限）では，児童生徒学生等 1 人当たり年間で小学校 120 円，中学校 180 円，
高等学校 420 円，大学 720 円となります。詳細については SARTRAS のウェブサイト
（https://sartras.or.jp/）を参照してください。
なお，上述の法改正を契機に，教育現場における著作物利用を巡る諸課題について，教育関
係団体と権利者団体との間で継続的な議論を行うための場として，平成 30 年 11 月 27 日付で
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が設立されました。本フォーラムでは，改正著
作権法第 35 条の要件，用語の定義や本制度が適用される事例等をわかりやすく紹介したガイド
ラインを取りまとめています。
◆著作権法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 30 号）について
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
◆授業目的公衆送信補償金制度の額の認可について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92728101.html
◆一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）のウェブサイト
https://sartras.or.jp/
◆著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 「改正著作権法第 35 条運用指針（令和 3（2021）
年度版）」を公表
https://forum.sartras.or.jp/info/005/
◆文化庁が提供している著作権に関する教材，資料等（「はじめて学ぶ著作権」，「マンガでわか
る著作物の利用」等）
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html
◆「マンガやアニメの未来を守ろう」のポスターに係るウェブサイト

http://www.coda-cj.jp/news/detail.php?id=162
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エ.「検定教科書」等への掲載（第33条）
「検定教科書」等に掲載するために複製する場合の例外です。

【条件】

１ すでに公表されている著作物であること

２ 学校教育の目的上必要な限度内であること
３ 掲載することを著作者に通知すること

４ 文化庁長官が定める「補償金」を著作権者に支払うこと

５ 「出所の明示」が必要

オ.「デジタル教科書」への掲載（第33条の2）
「検定教科書」等に掲載された著作物を「学習者用デジタル教科書」に掲載するために
複製し，「学習者用デジタル教科書」の使用に伴って利用する場合の例外です。
【条件】
１ 「検定教科書」等に掲載された著作物であること
２ 学校教育の目的上必要な限度内であること
３ 掲載することを著作者に通知すること

４ 掲載に当たり，文化庁長官が定める算出方法により算出した「補償金」を著作権者に
支払うこと

５

「出所の明示」が必要
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カ.「拡大教科書」や｢音声教材｣等の作成のための複製（第33条の3）
視覚障害，発達障害その他の障害により教科書に掲載された著作物を使用することが困

難な児童又は生徒のために，既存の「検定教科書」等の文字や図形を拡大した「拡大教科

書」や「音声教材」の作成等，その児童・生徒が必要とする方式により著作物の複製物を
作成するために複製する場合の例外です。

【条件】

１ 「検定教科書」等に掲載された著作物であること

２ 視覚障害，発達障害などの障害により「検定教科書」等に掲載された著作物を使用す
ることが困難な児童生徒用であること

３ 「検定教科書」等の｢全部｣又は｢相当部分｣を複製する場合は，教科書発行者に通知す

ること。そのうち，｢営利目的｣の作成の場合は，文化庁長官が定める算出方法により算出し
た｢補償金｣を著作権者に支払うこと

４ 変形又は翻案も可

５ 「出所の明示」が必要

キ.「学校教育番組」の放送やそのための複製（第 34 条）
学校向けの「放送番組」
「有線放送番組」の中で放送する場合の例外です。なお，この例

外が適用される場合には，その著作物を「教材」に掲載（複製）することも，例外の対象
となります。

【条件】

１ すでに公表されている著作物であること

２ 学習指導要領に準拠した番組であること

３ 学校教育の目的上必要な限度内であること
４ 放送等をしたことを著作者に通知すること
５ 著作権者に「補償金」を支払うこと

６ 「出所の明示」が必要

ク.「試験問題」としての複製（第36条）
「入学試験」などの問題として複製する場合の例外です。

【条件】

１ すでに公表されている著作物であること

２ 試験・検定の目的上必要な限度内であること

（試験後にその問題を冊子に印刷・配付することは対象外）

３ 「営利目的」の試験・検定の場合は著作権者に「補償金」を支払うこと

４ 慣行があるときは「出所の明示」が必要
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ケ.「試験問題」としての公衆送信（第36条）
「入学試験」などの問題としてインターネットなどで送信する場合の例外です。

【条件】

１ すでに公表されている著作物であること

２ 試験・検定の目的上必要な限度内であること

（試験後にその問題をウェブサイトなどに掲載することは対象外）

３ 「営利目的」の試験・検定の場合は著作権者に「補償金」を支払うこと

４ その著作物の種類や用途，送信の形態などから判断して，著作権者の利益を不当に害

しないこと（ヒアリング試験用のテープなど，各試験会場でそれぞれ購入することを
想定して販売されているものを送信すること，誰でも解答者として参加できるような
形で送信すること等は対象外）

５ 慣行があるときは「出所の明示」が必要
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③ 「図書館・美術館・博物館等」関係
ア.図書館等での複製（第31条第1項）
公立図書館や美術館，博物館等で複製する場合の例外です。

【条件】
１

国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること

３

複製行為の「主体」が図書館等であること

２

４
５

「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
その図書館等が所蔵している資料を複製すること
次のいずれかの場合であること

・調査研究を行う利用者の求めに応じて，すでに公表されている著作物の一部分（すで
に次号が発行されているなど，発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物につい
ては，全部でもよい）を，一人につき一部提供する場合

・所蔵資料の保存のために必要がある場合

・他の図書館等の求めに応じ，絶版その他これに準ずる理由により一般に入手すること
が困難な所蔵資料（絶版等資料）の複製物を提供する場合

イ．国立国会図書館の所蔵資料の電子化（第31条第2項）
国立国会図書館がその所蔵資料を電子化する場合の例外です。

【条件】
１

２

原本の滅失，損傷若しくは破損を避ける目的であること又は絶版等資料を自動公衆送

信に用いる目的であること

原本の代わりに公衆の利用に供するためのものであること

３ 必要な限度内のものであること

ウ．国立国会図書館からの図書館資料のインターネット送信（第31条第3項前段）
国立国会図書館が電子化された絶版等資料を政令で定める国内の公立図書館や外国の図

書館等に対してインターネット送信する場合の例外です。

【条件】
１

絶版等資料に係る著作物であること

２ 政令で定める図書館等において公衆に提示することを目的とする場合であること
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エ．国立国会図書館からインターネット送信された図書館資料の複製
（第31条第3項後段）
国立国会図書館からインターネット送信された図書館資料を，送信先の「公立図書館」

などにおいてコピーする場合の例外です。

【条件】
１

「営利」を目的としない事業として行われるコピーであること

２

コピー行為の「主体」が図書館等であること

４

調査研究を行う利用者の求めに応じて行うこと

３

ウ．によりインターネット送信される絶版等資料の一部分をコピーすること

５ 一人につき一部提供すること

オ．国立国会図書館によるインターネット資料やオンライン資料の収集のための複製
（第43条第1項）
｢国立国会図書館法｣に基づき国立国会図書館長がインターネット資料（国，地方公共団

体，独立行政法人等がインターネット上で公開している資料）やオンライン資料（民間の
出版社等がインターネット等で提供する図書や逐次刊行物等）を収集するために複製する
場合の例外です。

【条件】
１

｢国立国会図書館法｣に規定されるインターネット資料であること又はオンライン資料

であること

２ 収集に必要な限度内のものであること
8

カ．国立国会図書館へのインターネット資料やオンライン資料の提供のための複製
（第43条第2項）
国立国会図書館にインターネット資料又はオンライン資料を提供するために複製する場

合の例外です。

【条件】
１

｢国立国会図書館法｣の規定に基づく求めに応じるためであること

２ 提供に必要な限度内のものであること

－78－
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【トピック】令和３年著作権法改正について
～

図書館関係の権利制限規定の見直し ～

デジタル化・ネットワーク化への対応や，今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休館等に
より，インターネットを通じた図書館資料へのアクセスなどのニーズが顕在化したことを踏まえ，
令和 3（2021）年の著作権法改正により，図書館関係の権利制限規定の見直しが行われました。以
下①の改正については，令和３年 6 月 2 日から１年を超えない範囲内で政令で定める日から，②の
改正については，令和３年 6 月２日から２年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。
➀

国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信
現在，国立国会図書館がデジタル化した絶版等資料のデータを，公共図書館や大学図書館等に送

信することにより，利用者は図書館等に足を運んで絶版等資料を閲覧することが可能となっていま
すが，令和 3 年著作権法改正において，国立国会図書館が絶版等資料（３か月以内に復刻等の予定
があるものを除く。）のデータを，事前登録した利用者に対して直接送信できることとし，これによ
り，利用者は自分で利用するために必要な複製（プリントアウト）や，非営利無料等の要件の下で
の公の伝達（ディスプレイなどを用いて公衆に見せること）が可能となります。
②

図書館等による図書館資料のメール送信等
現在、国立国会図書館をはじめ，公共図書館，大学図書館等では，利用者の調査研究の用に供す

るため，図書館資料を用いて，著作物の一部分の複製物を一人につき１部提供することが可能です
が，メールなどでの送信は例外規定に該当せず，簡易・迅速な資料の入手が困難な状況でした。こ
のため，令和３年著作権法改正において，権利者保護のための厳格な要件の下，図書館資料を用い
て，著作物の一部分（政令で定める場合は全部）をメールなどで送信することを可能とし，その際，
図書館等の設置者が権利者に補償金を支払うことを義務づけることとしました。なお，補償金の徴
収・分配は，文化庁が指定する指定管理団体が一括して行うこととされており，今後，関係者間で
運用に向けた具体的なルール作りが行われる予定となっています。
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④ 「福祉」関係
ア.「点訳」のための複製（第37条第1項）
著作物を「点字」に訳して複製する場合の例外です。

【条件】
１

２

すでに公表されている著作物であること

「出所の明示」が必要

イ.「点訳データ」の蓄積・送信（第37条第2項）
著作物を「点字データ」にしてインターネット等を通じて送信（放送・有線放送を除く）

するため，サーバーに「蓄積」したり，
「送信可能化」
「公衆送信」する場合の例外です。

【条件】
・

すでに公表されている著作物であること

ウ．視覚障害者等向けの「録音図書」等の製作（第37条第3項）
視覚障害者等のための「録音図書」等を製作する（録音により複製する）場合，もしく

はその「録音図書」等をインターネット送信・メール送信する場合の例外です。

【条件】
１

8

２

視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者（視覚障害者等：肢体

不自由者等も含む）の利用に供する目的で必要な限度内のものであること

視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者（政令で定めるもの（※）
）が行うこと

（※）政令で定めるものとして，障害者施設や図書館等の公共施設の設置者や文化庁長官

が個別に指定する者のほかに，一定の要件を満たすボランティア団体等が対象とな
っている。詳細は、下記の文化庁ホームページを参照。

３
４
５

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/1412247.html

すでに公表されている著作物で，視覚で認識される方式のものであること

視覚障害者等が利用するために必要な方式で「複製」
「公衆送信（放送又は有線放送を

除き，自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む）
」するものであること

視覚障害者等向けの著作物が著作権者やその許諾を得た者により公衆に提供されてい

ないこと

6 「出所の明示」が必要

※
翻訳，変形又は翻案も可
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エ．聴覚障害者等向けの「字幕」の作成等（第 37 条の 2 第 1 号）
聴覚障害者等のために「字幕」等の作成や自動公衆送信をする場合の例外です。

【条件】
１

２
３
４
５

聴覚障害者や発達障害者など聴覚による表現の認識に障害のある者（聴覚障害者等）

の利用に供する目的で必要な限度内のものであること

聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者（政令で定めるもの）が行うこと

すでに公表されている著作物で，聴覚により認識される方式のものであること

音声について，字幕等の聴覚障害者等が利用するために必要な方式で「複製」
「自動公

衆送信」「送信可能化」するものであること

聴覚障害者等向けの著作物が著作権者やその許諾を得た者により公衆に提供されてい

ないこと

７ 「出所の明示」が必要

※翻訳，変形又は翻案も可

オ．聴覚障害者等向け貸出し用の「字幕入り映像」等の作成（第37条の2第2号）
聴覚障害者等のために，映像への「字幕」の挿入等をする場合の例外です。

【条件】
１

２
３
４
５

聴覚障害者や発達障害者など聴覚による表現の認識に障害のある者（聴覚障害者等）

へ貸し出す目的で必要な限度内のものであること

聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者（政令で定めるもの）が行うこと

すでに公表されている著作物で，聴覚により認識される方式のものであること

音声について字幕等の聴覚障害者等が利用するために必要な方式で作成したものを，

映像等に挿入するものであること

聴覚障害者等向けの著作物が著作権者やその許諾を得た者により公衆に提供されてい

ないこと

６ 「出所の明示」が必要

※翻訳，変形又は翻案も可
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⑤ 「報道」関係等
ア.「時事の事件」の報道のための利用（第41条）
「時事の事件」を「報道」する場合の例外です。

【条件】
１
２

その事件を「構成した著作物」や，その事件の過程で「見られたり聞かれたりした著

作物」のみを利用すること

報道の目的上正当な範囲内であること

３ 慣行があるときは「出所の明示」が必要

イ.「国等の機関での公開演説」等の報道のための利用（第40条第2項）
国・地方公共団体の機関，独立行政法人で行われた演説・陳述を，
「報道目的」で利用す

る場合の例外です（放送・有線放送・放送対象地域に限定した「入力」による送信可能化
による放送の同時再送信の場合は，
「受信機を用いた公の伝達」も例外の対象です）
。

【条件】
１

２

公開の演説・陳述であること

報道の目的上正当と認められる利用であること

３ 「新聞・雑誌への掲載」
「放送」
「有線放送」
「放送対象地域を限定した『入力』による
送信可能化による放送の同時再送信」であること

４ 「出所の明示」が必要
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ウ.「情報公開法」等に基づく「開示」等のための利用（第42条の2）
「情報公開法」又は「情報公開条例」に基づき情報（著作物）の「開示」を行う場合の例

外です。

【条件】
１

行政機関の長等又は地方公共団体の機関等が行う利用であること

３

「情報公開法」等に規定する方法による開示であること

２

「情報公開法」等の規定に基づく著作物の提供・提示であること

４ 「情報公開法」等による開示に必要な限度内であること

－82－

８．著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合

エ.「公文書管理法」等に基づく保存のための利用（第42条の3第1項）
「公文書管理法」又は「公文書管理条例」に基づき歴史公文書等の永久保存を行う場合の

例外です。

【条件】
１

国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が行う利用であること

２ 「公文書管理法」又は「公文書管理条例」の規定による歴史公文書等の保存であること

３ 「公文書管理法」等による保存に必要な限度内であること

オ.「公文書管理法」等に基づく利用のための利用（第42条の3第2項）
「公文書管理法」等により著作物を提供・提示する場合の例外です。

【条件】
１

国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が行う利用であること

２ 「公文書管理法」等の規定による著作物の提供・提示であること

３ 「公文書管理法」等に規定する方法による利用であること

４ 「公文書管理法」等による利用に必要な限度内であること
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⑥ 「立法」
「司法」
「行政」関係
ア.「立法」「司法」「行政」のための内部資料としての複製（第42条第1項）
「裁判」の手続きや，
「立法」
「行政」の目的のための「内部資料」としてコピーする場合

の例外です。

【条件】

１ 「裁判」の手続き又は「立法」
「行政」の目的の「内部資料」として必要な場合である
こと

２ 「裁判」「立法」
「行政」の目的上必要な限度内であること

３

その著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害さないこと

４ 「出所の明示」が必要

イ.「特許審査」「薬事に関する事項」などの行政手続のための複製
（第42条第2項）（※【参考】を参照）
「特許審査」などや「薬事」に関する行政手続で，行政機関等への文献の提出のためにコ

ピーする場合の例外です。

【条件】
１

以下の審査などに関する行政手続の場合であること

・
「特許」「意匠」「商標」「実用新案」
「国際出願」等に関する審査
・行政庁の行う「品種」（種苗法）に関する審査・調査

・行政庁の行う「特定農林水産物等」の指定に関する手続き
・行政庁，独立行政法人の行う薬事に関する審査・調査
・行政庁，独立行政法人に対して行う薬事に関する報告
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２
３

・これらに類するものとして政令で定める手続き

１に該当する手続きの目的上必要な限度内であること

その著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害さないこと

４ 「出所の明示」が必要

【参考】行政手続に係る権利制限規定の整備に関する著作権法の改正について
令和 2（2020）年に著作権法が改正され，行政手続に係る権利制限規定の整備に関する

改正事項が令和２年 10 月 1 日から施行されました。

この改正では，従来から，特許審査手続等においては権利者に許諾なく必要な文献等の複

製等ができることとしていたところ，
（ⅰ）地理的表示法（ＧＩ法）に基づく地理的表示の
登録，
（ⅱ）種苗法に基づく植物の品種登録についても，審査が迅速・的確に行われるよう，

権利者に許諾なく必要な文献等の複製等ができるようにしました。また，今後，同様の措置
が必要な行政手続の存在が明らかとなった場合に柔軟に対応できるよう，政令により，随時
手続を追加することを可能としました。
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⑦ 「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「上映」「口述」「貸与」等関係
ア.「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「上映」「口述」（第38条第1項）
学校の学芸会，市民グループの発表会，公民館での上映会など，非営利・無料の利用の

場合の例外です。

【条件】

１ 「上演」
「演奏」
「上映」
「口述」のいずれかであること（
「複製・譲渡」や「公衆送信」
２

は含まれない）

すでに公表されている著作物であること

３

営利を目的としていないこと

５

出演者等に報酬が支払われないこと

４

聴衆・観衆から料金等を受けないこと

６ 慣行があるときは「出所の明示」が必要

イ.「非営利・無料」の場合の「本などの貸与」（第38条第4項）
図書館による本や音楽 CD の貸出しなどの場合の例外です（映画・ビデオ等の場合は，

次項が適用されます）
。

【条件】
１

２

すでに公表されている著作物であること

営利を目的としていないこと

３ 貸与を受ける者から料金を受けないこと

ウ.「非営利・無料」の場合の「ビデオなどの貸与」（第38条第5項）
ビデオライブラリーなどによる「ビデオの貸出し」などの場合の例外です（本や音楽 CD

などの場合は，前項が適用されます）。

【条件】

１ 視聴覚資料の一般貸出しを目的とする施設又は聴覚障害者等の福祉に関する事業を行

２

３

４
５

う者（政令で定めるもの）が行うこと
営利を目的とする施設でないこと

すでに公表された映画の著作物であること
貸与を受ける者から料金を受けないこと
権利者に「補償金」を支払うこと
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エ.「非営利・無料」の場合の「放送番組等の伝達」（第38条第3項）
喫茶店に置いてあるテレビなど，受信機を用いて，放送・有線放送される著作物（放送

される著作物が自動公衆送信される場合の著作物を含む）を「公に伝達」する場合の例外です。

【条件】

次のいずれかに該当すること。
１

営利を目的とせず，聴衆・観衆から料金を受けないこと

２ 通常の家庭用受信機を用いること

オ.「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」（第38条第2項）
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など，放送を受信して同時

に有線放送又は放送対象地域を限定した「入力」による送信可能化（IP マルチキャスト技
術による同時再送信）をする場合の例外です。

なお，IP マルチキャスト技術による同時再送信を営利目的又は料金を徴収して行う場合

には，実演家及びレコード製作者に対して相当な額の補償金を支払う必要があります。

【条件】
１

営利を目的としていないこと

２ 聴衆・観衆から料金を受けないこと
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※ 第 38 条にいう「営利」とは，反復継続して，その著作物の利用行為自体から直接的
に利益を得る場合又はその行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場
合をいいます。
また，本条にいう「料金」とは，どのような名義のものであるかを問わず，著作物の
提供又は提示の対価としての性格を有するものをいいます。逆に言えば，授業料や入館
料等を徴収している施設であっても，それらが著作物の提供又は提示の対価として徴収
されているものでなければ，本条の「料金」には該当しません。
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⑧ 「引用」｢転載｣ 関係
ア.「引用」（第32条第1項）
他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。

【条件】
１

すでに公表されている著作物であること

２ 「公正な慣行」に合致すること（例えば，引用を行う「必然性」があることや，言語の
３

著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること。）

報道，批評，研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること（例えば，引用部

分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや，引用される分量が必要最小
限度の範囲内であること）

４ ｢出所の明示｣が必要（複製以外はその慣行があるとき）

イ.「行政の広報資料」等の転載（第32条第2項）
国・地方公共団体の行政機関，独立行政法人の「広報資料」
「調査統計資料」
「報告書」

などを，「新聞」
「雑誌」などの刊行物に転載する場合の例外です。

【条件】
１

一般に周知させることを目的とした資料であること

２

行政機関等の名義の下に公表した資料であること

４

転載を禁止する旨の表示がないこと

３

説明の材料として転載すること

５ ｢出所の明示｣が必要
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ウ.「新聞の論説」等の転載（第39条）
新聞等に掲載・発行された「論説」を，他の新聞等への転載，放送・有線放送・放送対

象地域を限定した「入力」による送信可能化による放送の同時再送信をする場合の例外で
す（放送・有線放送・
「入力」による送信可能化による放送の同時再送信の場合は，
「受信
機を用いた公の伝達」も例外の対象です）
。

【条件】
１

２
３

新聞又は雑誌に掲載して発行された論説であること

学術的な性質を有するものでないこと

政治上，経済上，社会上の時事問題に関する論説であること

４ 「他の新聞・雑誌への転載」
「放送」
「有線放送」
「放送対象地域を限定した『入力』に
５

よる送信可能化による放送の同時再送信」であること

転載，放送・有線放送を禁止する旨の表示がないこと

６ 「出所の明示」が必要
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エ.「政治上の演説」「裁判での陳述」の利用（第40条第1項）
「政治上の演説・陳述」や「裁判での陳述」を，さまざまな方法で利用する場合の例外で

す。

【条件】
１

２

公開して行われた政治上の演説・陳述又は裁判手続きにおける公開の陳述であること
同一の著作者のもののみを編集しないこと

３ 「出所の明示」が必要

⑨ 「美術品」
「写真」
「建築」関係
ア.「美術品」等のオリジナルの所有者による「展示」（第45条）
「美術品」
「写真」のオリジナル（原作品）の「所有者」等が公の「展示」を行う場合の

例外です。

【条件】
１

「美術」又は「写真」の著作物であること

３

美術の著作物のオリジナルを，街路・公園等や，ビルの外壁など一般公衆の見やすい

２

オリジナル（原作品）の「所有者自身」又は「所有者の同意を得た者」が展示すること

屋外の場所に恒常的に設置する場合でないこと

イ．屋外設置の「美術品」「建築物」の利用（第46条）
一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」や「建築の著作物」

8

を利用する場合の例外です。

【条件】
１

次のいずれにも該当しないこと

・
「彫刻」を増製するような場合

・全く同じ「建築の著作物」を造る場合

・一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
・
「美術品」について複製の販売を目的とする場合

２ 慣行があるときは「出所の明示」が必要
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ウ．美術展における作品の解説・紹介のための利用（第47条第1項、第2項）
「美術品」
「写真」のオリジナル（原作品）を展示するときに，解説・紹介のために「小

冊子」や「電子機器」に作品を掲載又は上映，自動公衆送信する場合の例外です。

【条件】
１

２
３
４

５

オリジナル（原作品）を展示する者が行うこと

展示が展示権の侵害とならない（著作権者の了解を得ている場合又は例外的に展示が

認められている場合）こと

展示作品の解説・紹介のために「小冊子」へのコピー，又は「電子機器」を用いた上

映若しくは自動公衆送信を行う場合であること。
必要と認められる限度であること

その著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害さないこと

６ 「出所の明示」が必要

エ．美術展の情報をインターネット上で提供するための利用（第47条第3項）
「美術品」
「写真」のオリジナル（原作品）を展示するときに，著作物の展示情報ととも

に展示する著作物の画像をインターネットで提供する場合の例外です。

【条件】
１
２
３

４
５

オリジナル（原作品）を展示する者又はこれに準ずる者（政令で定めるもの）が行う

こと

展示が展示権の侵害とならない（著作権者の了解を得ている場合又は例外的に展示が

認められている場合）こと

美術展の情報を一般に提供するためにインターネット上に掲載する場合であること
展示する著作物の画像がサムネイル画像（小さな画像）であること
必要と認められる限度であること

６ 「出所の明示」が必要

オ．インターネット販売等での美術品等の画像掲載（第47条の2）
「美術品」や「写真」について，インターネットオークションや通信販売等の対面で行わ

れない取引をする際に，その商品画像の掲載（複製又は自動公衆送信）を行う場合の例外
です。

【条件】

１ 「美術品」又は「写真」の譲渡や貸与が，所有者等により適法に行われる場合である
２

３

こと

譲渡や貸与の申し出（広告）のために行うものであること
所有者等又はその委託を受けた者が行うこと

４ 画像を一定の大きさや画素数（政令で定めるもの）以下にすること
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⑩ 「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限」関係
IoT，ビックデータ，人工知能などの技術革新や，情報の集積，加工，発信の容易
化・低コスト化が進むなどデジタル化・ネットワーク化の更なる進展により，著作物
の利用等を巡る環境は更なる変化に直面しています。このような情報通信技術の進展
等の時代の変化に柔軟に対応出来るようにするため，著作物等の市場に悪影響を及ぼ
さない一定の著作物等の利用について，以下のア～ウの適切な柔軟性を備えた権利制
限規定を設けています（アとイが権利者の利益を通常害さないと評価できる行為類
型、ウが権利者に及び得る不利益が軽微な行為類型となります）。
ア．著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用（第30条の4）
著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とせずに著作物を利用する場合の例外で

す。以下の条件を満たす場合には，いずれの方法によるかを問わず，著作物を利用するこ
とができます。

【条件】

１ 次に掲げる場合その他の著作物に表現された思想又は感情を自分で享受したり，他人
に享受させたりすることを目的としない場合であること

・著作物の録音・録画等の技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
・情報解析の用に供する場合

・上記のほか，著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著
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２

作物を利用に供する場合

必要な限度内の利用であること

３ その著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害さないこと
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イ．電子計算機における著作物の利用に付随する利用等（第47条の4）
a. キャッシュ等関係（第１項）
コンピュータ等において著作物を利用する場合に，情報処理を円滑又は効率的に行うた

めのキャッシュ等に係る例外です。以下の条件を満たす場合には，いずれの方法によるか
を問わず，著作物を利用することができます。

【条件】
１

次に掲げる場合その他これらと同様に，著作物のコンピュータ等における利用を円滑

又は効率的に行うために，それに付随する利用に供することを目的とする場合である
こと。

・コンピュータ等において著作物を利用する際に，その情報処理の過程において情報

処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該コンピュータ等の記録媒体に
記録する場合

・インターネット・サービス・プロバイダー等の事業者がネットワーク上での送信の

遅滞や障害の防止，効率化のために，送信可能化された著作物を記録媒体に記録す
る場合

・情報通信技術を利用する方法により情報を提供する場合において，その提供を円滑

又は効率的に行うための準備に必要なコンピュータ等による情報処理を行うために，
記録媒体への記録又は翻案を行う場合

２

必要な限度内の利用であること

３ その著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害さないこと

b. バックアップ等関係（第２項）
8

著作物のコンピュータ等における利用ができる状態を維持・回復するためのバックアッ

プ等に係る例外です。以下の条件を満たす場合には，いずれの方法によるかを問わず，著
作物を利用することができます。

【条件】
１

次に掲げる場合その他これらと同様に，著作物のコンピュータ等において利用ができ

る状態を維持・回復することを目的とする場合であること。

・記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために，記録媒体に記録されている
著作物を一時的に別の媒体へ記録し，作業後に元の記録媒体へ記録する場合

・記録媒体を内蔵する機器の交換を行うために，記録媒体に記録されている著作物を
一時的に別の記録媒体に記録したり，交換を行う機器の記録媒体に記録する場合

・通信用サーバーの提供を行う事業者等が，サーバー内に蓄積された著作物の複製物
２

の滅失や毀損した場合の復旧に備え，著作物を記録媒体に記録する場合

必要な限度内の利用であること

３ その著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害さないこと
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ウ.電子計算機器による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等（第47条
の5）
a. 電子計算機器による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用（第１
項）
ビッグデータを活用して新たな知見・情報を創出する所在検索サービス（例：書籍に関

する各種情報等を検索し，その結果と共に書籍の表紙や内容の一部を表示するサービス）
や情報解析サービス（例：大量の論文データを収集し，検証したい論文と照合して盗用が
ないかチェックし，盗用箇所の原典の一部分を表示するサービス）等に付随して著作物を

利用する場合の例外です。以下の条件を満たす場合には，いずれの方法によるかを問わず，
著作物を利用することができます。

【条件】
１

次に掲げる行為を行うものであること（政令で定める基準（※）に従う必要）

・コンピュータ等を用いた検索で，検索により求める情報が記録された著作物の題号

や著作者名，検索情報に係るＵＲＬその他の検索情報の特定や所在に関する情報を
検索し，その結果を提供する行為

・コンピュータ等による情報解析を行い，その結果を提供する行為

・上記のほか，コンピュータ等による情報処理により新たな知見や情報を創出し，そ
の結果を提供する行為のうち，国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令
で定めるもの

（※）政令で定める基準として，サービスに用いるデータベース等の漏えい防止のため
の措置を講ずることや，サービスに係る著作物の利用が要件に適合したものとなる
よう，事前に要件の解釈を記載した書類の閲覧，学識経験者に対する相談等の必要
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２

３

な取組を行うなどを規定している。

必要な限度内の利用であること

著作物の利用が１の行為に付随して行われるものであること（※）

（※）１の行為（例：インターネット情報検索サービスでは，ＵＲＬ（非著作物）の

提供）と著作物の利用（例：インターネット情報検索サービスでは，スニペットや

サムネイル（著作物）の提供）を区分して捉えた上で，前者が主たるもの，後者が
４
５
６

従たるものという位置づけであることが求められる。

著作物の利用が，その利用される部分が占める割合や量，利用される際の表示の精度

などの要素に照らし軽微なものであること

利用する著作物が公表又は送信可能化が行われたものであること

利用する著作物が著作権侵害により公衆に提供・提示されたものであることを知りな

がら利用せず，また，著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に
害さないこと
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b. 上記a.に係る準備行為のための利用（第２項）
所在検索サービスや情報解析サービス等を行う準備のためのデータベースの作成・提供

に係る例外です。

【条件】
１

ウ．ａ．
【条件】１の行為の準備を行うものであること（政令で定める基準（※）に従

う必要）

（※）政令で定める基準として，作成したデータベース等の漏えい防止のための措置
２

３

を講ずることなどを規定している。

利用される著作物が公衆への提供又は提示が行われたものであること

ウ．a．【条件】４の軽微な利用の準備のための必要な限度内の利用であること

４ その著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害さないこと

⑪ 「その他コンピュータ・ネットワーク」関係
プログラムの所有者による複製など（第47条の3）
プログラムの所有者が，バックアップコピーやプログラムの修正，改良を行う場合の例

外です。

【条件】
１

２

３

プログラムの所有者が行うこと

所有者がプログラムを実行するために必要な限度内であること（複数台のパソコンで

使うための複製は対象外）

海賊版と知って入手したものでないこと

なお，オリジナル又はコピーのいずれかを他人に譲った場合は，本人は著作権者の了

解なしにオリジナル又はコピーを保存できません。

⑫ 「放送局」
「有線放送局」関係
「放送局」や「有線放送局」の一時的固定（第44条）
「放送局」や「有線放送局」が放送や有線放送をするために一時的に録音・録画をする場

合の例外です。

【条件】

１ 「放送」
「有線放送」することについて，著作権者の了解を得ている場合又は例外的に

２
３

「放送」「有線放送」が認められている場合であること

自局の「放送」「有線放送」を行うための録音・録画であること

自局（又は「放送」の場合は「放送」することができる他局）の手段による録音・録

画であること

なお，録音・録画したものは，政令で定める公的な記録保存所で保存を行う場合を除
き，6 か月を超えて保存できません。
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（注）
出所の明示
引用，教科書への掲載，点字による複製等の利用にあたっては，一定の条件を満たせば
著作権者の了解を得る必要はありませんが，誰の著作物を利用しているかを明らかにする
ことが法律上要求されています（第 48 条）。これが，通常「出所の明示」と呼ばれてい
るものです。また「出所の明示」をすれば著作権者の了解を得なくてもよいという誤解が
ありますが，それは逆で，著作権者の了解を得なくてもよい場合でも「出所の明示」の義
務が課されるものであり，｢出所の明示｣をしても法律上の要件を満たさない場合には了解
が必要です｡
「出所の明示」は，複製又は利用の態様に応じ，合理的と認められる方法及び程度によ
り，著作物の題号，著作者名及び出版者名などを明示しなければなりません｡ なお，「出
所の明示」の義務に違反した場合には，罰則が適用されます（第 122 条）｡
目的外使用
権利制限規定により一定の目的で利用するために作成された複製物については，作成す
る際の目的とは別の目的で公衆へ譲渡したり，公衆に提示（※）をしたりする行為は，基本
的に「目的外使用」となるため，著作権者の了解が必要となります（第 49 条）。
これは，一度合法的に作成された複製物であっても，作成の際の目的以外の目的で利用
されると，それぞれの権利制限規定が想定していた範囲を超えて著作物が利用されること
となってしまうため，そのようなことを防止するために定められた仕組みです。
※ 「公衆に提示」するとは，公衆に見せたり聴かせたりすることを意味します。
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【トピック】令和３年著作権法改正について
～

放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化 ～

近年，デジタル化・ネットワーク化の急速な進展により，高品質なコンテンツの視聴機会が拡大
しており，視聴者の利便性向上やコンテンツ産業の振興等の観点から，令和３年の著作権法改正に
おいて，放送番組のインターネット同時配信等（同時配信，追っかけ配信，一定期間の見逃し配信
を含む）を行う際の権利処理の円滑化に関する規定が設けられました。なお，以下の改正内容につ
いては，令和４年１月１日から施行されます。
① 権利制限規定の拡充
許諾なく著作物を利用できることを定める「権利制限規定」（学校教育番組の放送等）
について，インターネット同時配信等に拡充することとしました。
② 「許諾推定規定」の創設
放送番組での利用を認める契約の際，権利者が別段の意思表示をしていなければ，放送
だけでなく，インターネット同時配信等での利用も許諾したと推定する「許諾推定規定」
を創設することとしました。
③ レコード・レコード実演の同時配信等における利用の円滑化
集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「レコード（音源）
・レコード実演
（音源に収録された歌唱・演奏）」について，インターネット同時配信等を行う際、事前許
諾を不要としつつ，放送事業者が権利者に報酬を支払うことを義務づけることとしました。
④ 映像実演の同時配信等における利用の円滑化
集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「映像実演（俳優の演技など）
」に
ついて，
過去の放送番組のインターネット同時配信等を行う際、
事前許諾を不要としつつ，
放送事業者が権利者に報酬を支払うことを義務づけることとしました。
⑤ 協議不調の場合の裁定制度の拡充
放送に当たって権利者との協議が整わない場合に
「文化庁の裁定を受けて著作物等を利
用できる制度」を，インターネット同時配信等に拡充することとしました。
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９

著作権が「侵害」された場合の対抗措置

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
自分の著作物が無断でコピー・販売されたり，インターネットで送信されたりした場合

など，
「著作者の権利」や「著作隣接権」が侵害された場合には，権利者は，次のような対
抗措置をとることができます。

（１）「刑事」の対抗措置
① 原則

著作権，出版権，著作隣接権の侵害は「犯罪行為」であり，権利者が「告訴」を行う

ことを前提として,「10 年以下の懲役」又は「1,000 万円以下の罰金」
（懲役と罰金の併
科も可）という罰則規定が設けられています（第119 条第1 項）
。
（注）
・ 企業などの法人等による侵害（著作者人格権や実演家人格権の侵害を除く）の場合に
は，「3 億円以下の罰金」とされています。
・ 他人の著作物を複製するような行為は，「他人の土地に入り込んでいる」という場合と
同様に，客観的には「了解を得ているかどうか」が不明ですし，仮に了解を得ていない
としても，権利者が「まあいいや」と思っている場合は問題ないため，警察等による取
り締まりには，原則として権利者による「告訴」が必要（親告罪※）とされています。

（※）第 119 条第 1 項の罪については，以下の全ての要件に該当する場合に限り，著作権者

等の告訴がなくとも公訴を提起することができること（非親告罪）としています（第
123 条第２項）。

［1］侵害者が，侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等（権利
9

者が有償で公衆に提供・提示している著作物等）の販売等により権利者の得ること
が見込まれる利益を害する目的を有していること
［2］有償著作物等について、
「原作のまま」複製された複製物の公衆譲渡若しくは「原作
のまま」公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する
侵害行為であること
［3］有償著作物等の提供又は提示により権利者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」であること
② その他の罰則

前記の原則のほか，次のような行為についても，それぞれ刑事上の罰則が定められ

ています。
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ア（a）著作者人格権又は実演家人格権を侵害すること（第119 条第2 項第1 号）

（b）営利を目的として，「公衆向けのダビング機」を設置し，音楽 CD のコピーな
ど（著作権の侵害となること） に使用させること（第119 条第2 項第2 号）

（c）著作権等侵害物品を頒布目的で輸入したり，情を知って頒布したり，頒布目的
で所持する行為，あるいは，業として輸出したり，輸出目的で所持すること（第
119 条第2 項第3 号）

（d）違法にアップロードされた著作物（侵害コンテンツ）へのリンク情報を集約し
た，いわゆる「リーチサイト」を公衆へ提示すること（第119 条第2 項第4 号）

（※【参考１】を参照）

（e）違法にアップロードされた著作物（侵害コンテンツ）へのリンク情報を集約し
た，いわゆる「リーチアプリ」を公衆へ提供等すること（第119 条第2 項第5 号）

（※【参考１】を参照）（f）プログラムの違法複製物を電子計算機において使用する
行為（第 119 条第 2 項第 6 号）

→「5 年以下の懲役」又は「500 万円以下の罰金」（懲役と罰金の併科も可）
（親告罪）
イ

小説などの原作者（著作者）が亡くなった後に，その小説の内容を勝手に変えて

しまったり，原作者名を変えてしまったりすること（第120 条）
→ 500 万円以下の罰金（非親告罪）

ウ（a）コピーガードキャンセラーや DVD 等に施されている暗号型の保護技術を解除

するプログラム、不正なコンテンツの視聴を制限する技術を回避する機器など

「著作物のコピー防止機能や不正アクセス防止機能を解除することを目的とした

機器やプログラム」を頒布したり，製造，輸入，所持したりすること。また，
このプログラムをインターネット上に掲載することも対象となります（第120条
の2 第1 号）

（b）「コピー防止機能や不正アクセス防止機能などを解除すること」を事業として行った者
（第 120 条の 2 第 2 号）

（c）「著作権の侵害とみなされる行為」（後述）を行った者（第120 条の2 第3 号～
第7 号）（※【参考１】【参考２】を参照）

→3 年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金（懲役と罰金の併科も可）（（a）･（b）
非親告罪,（c）親告罪）

エ（a）私的使用の目的をもって，録音録画有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵

害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を，自らそのこ
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とを知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者（第 119 条第 3 項第 1
号）

（b）私的使用の目的をもって，音楽・映像以外の著作物の著作権を侵害する自動公
衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を，自らそのことを知りながら行っ
て著作権を侵害する行為（軽微なもののダウンロード等の一定の場合を除く）

を継続的に又は反復して行った者（第119 条第 3 項第2 号）
（※67 頁【参考３】を参
照）

※「録音録画有償著作物等」とは，録音され，又は録画された著作物，実演，レコー
ド又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像であって，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又は著作隣接権を侵害しな
いものに限る。
）をいいます。

→2 年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金（懲役と罰金の併科も可）（親告
罪）

オ

カ

著作者名を偽って著作物を頒布すること（第121 条）

→1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金（懲役と罰金の併科も可）
（非親告罪）
原盤供給契約による商業用レコードを複製・頒布すること（第121 条の2）

→1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金（懲役と罰金の併科も可）（親告罪）

（２）「民事」の対抗措置
➀ 損害賠償請求
侵害を被った者は，故意又は過失により他人の権利を侵害した者に対して，侵害に
9

よる損害の賠償を請求することができます（民法第709条）。侵害を被った者は損害の額
を立証しなければなりませんが，その負担を軽減するために，損害額の算定方法に関
する規定や，損害額推定規定，権利者が受けるべき使用料の額に相当する額を損害額
として請求できることを定めた規定等が設けられています（第114条）。
② 差止請求

著作権の侵害を受けた者は，侵害をした者に対して，
「侵害行為の停止」を求めるこ

とができます。また，侵害のおそれがある場合には，
「予防措置」を求めることができ
ます（第112 条，第116 条）
。
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③ 不当利得返還請求

侵害を被った者は，他人の権利を侵害することにより，利益を受けた者に対して，

侵害者が侵害の事実を知らなかった場合には「その利益が残っている範囲での額」を，
知っていた場合には「利益に利息を付した額」を，それぞれ請求することができます
（民法第703 条，第704 条）
。
例えば，自分で創作した物語を無断で出版された場合，その行為者に故意又は過失
がなくても，その出版物の売上分などの返還を請求できます。
④ 名誉回復等の措置の請求

著作者又は実演家は，侵害者に対して，著作者等としての「名誉・声望を回復する

ための措置」を請求することができます（第115 条，第116 条）
。

例えば，小説を無断で改ざんして出版されたような場合，新聞紙上などに謝罪文を

掲載させるなどの措置がこれに当たります。

（３）著作権の侵害とみなされる行為
次のような行為は，直接的には著作権の侵害には該当しませんが，実質的には著作
権の侵害と同等のものですので，法律によって「侵害とみなす」こととされています。
➀

外国で作成された海賊版（権利者の了解を得ないで作成されたコピー）を国内におい
て販売や配布する目的で「輸入」すること（第113 条第1 項第1 号）
海賊版を，海賊版と知っていながら，
・「販売・配布・貸与」すること
・ 販売・配布・貸与する目的で「所持」すること
・ 販売・配布・貸与をする旨の「申出」をすること
・ 継続・反復して「輸出」すること
・ 継続・反復して輸出する目的で「所持」すること
も対象となります（第113 条第1 項第2 号）

②

違法にアップロードされた著作物（侵害コンテンツ）へのリンク情報を集約した，いわゆる「リーチ
サイト」や「リーチアプリ」において，侵害コンテンツへのリンクを提供すること，リーチサイトを運
営する行為やリーチサイトアプリを提供すること（第113 条第2 項～4 項）（※【参考１】を参照）

③ 海賊版のコンピュータ・プログラムを会社のパソコンなどで「業務上使用」すること（使
用する権原を得たときに海賊版と知っていた場合に限られます）（第 113 条第５項）
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④ 不正なコンテンツの視聴を制限する技術的手段（いわゆる「アクセスコントロール」）を、

権限なく回避すること（技術的手段に関する研究や技術の開発の目的上正当な範囲内で行われ
る場合や著作権者等の利益を不当に害しない場合を除きます）（第113 条第6 項）

⑤

ライセンス認証などを回避するための不正なシリアルコードを公衆に「譲渡・貸与」するこ
と，譲渡・貸与する目的で「製造・輸入・所持」すること，公衆の使用に供すること，「公衆
送信・送信可能化」すること（第113 条第7 項）（※【参考２】を参照）

⑥

著作物等に付された「権利管理情報」（「電子透かし」などにより著作物等に付され
ている著作物等，権利者，著作物等の利用条件などの情報）を不正に，付加，削除，変
更すること。
また，権利管理情報が不正に付加等されているものを，そのことを知っていながら，
販売したり送信したりすることも対象となります（第113 条第8 項）

⑦

国内で市販されているものと同一の市販用音楽 CD などを，輸入してはいけないこと
を知りつつ，国内で販売するために「輸入」し，「販売・配布」し，又はそのために「所
持」すること（販売価格が安い国から輸入される音楽 CD などであること，また国内販
売後 7 年を超えない範囲内で，政令で定める期間を経過する前に販売等されたものであ
ること，などの要件を満たす場合に限られます）（第113 条第10 項）

⑧

9

著作者の「名誉・声望を害する方法」で，著作物を利用すること（第113 条第11 項）

【参考１】リーチサイト対策に関する著作権法の改正について
令和 2（2020）年に著作権法が改正され，リーチサイト対策に関する改正事項が令和２
年 10 月 1 日から施行されました。

この改正は，侵害コンテンツへのリンク情報等を集約してユーザーを侵害コンテンツに誘

導する「リーチサイト」や「リーチアプリ」を規制するものです。
具体的には，悪質なリーチサイト・リーチアプリを「公衆を侵害著作物等に殊更に誘導
するもの」及び「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるもの」とし
て規定（第 113 条第２項第１号,第２号）した上で，リーチサイト運営行為及びリーチアプ
リ提供行為を刑事罰（５年以下の懲役等：親告罪）の対象とする（第119 条第２項第4 号,第５
号）とともに，リーチサイト・リーチアプリにおいて侵害コンテンツへのリンク等を提供す
る行為を，著作権等を侵害する行為とみなし，民事措置（第 113 条第２項）及び刑事罰（３
年以下の懲役等：親告罪）の対象（第 120 条の２第３号等）としています。
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【参考２】アクセスコントロールに関する保護の強化に関する著作権法の改正について
令和 2（2020）年に著作権法が改正され，アクセスコントロールに関する保護の強化に

関する改正事項が令和３年１月 1 日から施行されました。

この改正は，コンテンツの不正利用を防止する「アクセスコントロール」の保護に関し

て、シリアルコードを利用したライセンス認証など最新の技術に対応できるよう規定の整
備を行うものです。

具体的には，平成 30 年の不正競争防止法の改正と同様，アクセスコントロールに関し

て，（ⅰ）定義規定の改正（ライセンス認証など最新の技術が保護対象に含まれることを
明確化），（ⅱ）ライセンス認証などを回避するための不正なシリアルコードの提供等に

対する規制（著作権等の侵害とみなす行為に追加）を行いました。

（ⅱ）について，具体的には，不正なシリアルコードを公衆に「譲渡・貸与」すること，譲渡・

貸与する目的で「製造・輸入・所持」すること，公衆の使用に供すること，「公衆送信・送信可

能化」することが，著作権等を侵害する行為とみなされます（第113 条第7 項）。また，当該行為

を行った者は，刑事罰の対象（３年以下の懲役等：親告罪）となります（第120 条の２第４号）。

（４）紛争解決あっせん制度
著作権等に関する紛争が生じた際，第三者が関与して解決する制度としては，訴訟，
民事調停法に基づく調停制度などがあります。これらのほかに，著作権等に関する紛
争の特殊性から，実情に即した簡易，迅速な解決を図るために，著作権法においては，
「紛争解決あっせん制度」
（以下「あっせん」とする）が設けられています（第 105 条～
第 111 条）
。

あっせんは，著作権法に規定する，著作者人格権，著作者の権利，著作隣接権など

に関する紛争であれば，どのような内容でも文化庁に申請することができます。
申請は紛争当事者の両者が行うことが原則ですが，一方の当事者のみの申請であっ
ても，他の当事者が同意すれば，あっせんは行われます。
あっせんは，あっせん委員により，申請のあった内容について，当事者を交えて，実
情に即した解決を目指して行われます。争点があまりにもかけ離れているなど解決の
見込みがないときは，あっせんが打ち切られることがあります。
また，あっせん委員により得られたあっせん案を，受け入れるかどうかは当事者の
自由意思によります。
文化庁ウェブサイト内に「あっせん申請の手引き」を掲載しておりますので，ご覧下さい。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/funsoshori.html
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10 登録制度について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ベルヌ条約などの国際ルールにより，著作権は著作物の創作等と同時に「自動的」に発

生するものとされており，著作権を得るための登録制度といったものは禁止されています｡
しかし，著作権に関する事実関係の公示や，著作権が移転した場合の取引の安全の確保
等のために，著作権法では次のような登録制度が定められています｡
（１）登録の種類と効果
登録の種類
実名の登録
（法第75条）

登録の内容及びその効果

申請できる者

［内容］無名又は変名で公表された著作物の著作者はその ・無名又は変名で
実名（本名）の登録を受けることができます。
公表した著作物
の著作者
［効果］登録を受けた者が，当該著作物の著作者と推定さ
れます。その結果，著作権の保護期間が公表後70 ・著作者が遺言で
年間から実名で公表された著作物と同じように 指定する者
著作者の死後70年間となります。

第一発行年月日等の登録 ［内容］
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作 ・著作権者
（法第76条）
物の発行者は，
当該著作物が最初に発行され又は
公表された年月日の登録を受けることができま ・無名又は変名の
す。
著作物の発行者
［効果］反証がない限り，登録されている日に当該著作物
が第一発行又は第一公表されたものと推定され
ます。
創作年月日の登録
（法第76条の2）

［内容］プログラムの著作物の著作者は，当該プログラム ・著作者
の著作物が創作された年月日の登録を受けるこ
とができます。
［効果］反証がない限り，登録されている日に当該プログ
ラムの著作物が創作されたものと推定されます。

10

著作権・著作隣接権の ［内容］著作権若しくは著作隣接権の譲渡等，又は著作権 ・登録権利者及び
移転等の登録
若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等 登録義務者
（法第77条）
があった場合，
登録権利者及び登録義務者は著作 （原則として共
権又は著作隣接権の登録を受けることができま 同申請だが，登
す。
録権利者の単独
申請も可）
［効果］権利の変動に関して，登録することにより第三者
に対抗することができます。
出版権の設定等の登録 ［内容］出版権の設定，移転等，又は出版権を目的とする ・登録権利者及び
（法第88条）
質権の設定等があった場合，
登録権利者及び登録 登録義務者
義務者は出版権の登録を受けることができます。 （原則として共
同申請だが，登
［効果］権利の変動に関して，登録することにより第三者 録権利者の単独
に対抗することができます。
申請も可）
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プログラムの著作物を除いては，著作物を創作しただけでは登録することはできま
せん｡ 登録を受けるためには，著作物を公表や譲渡等したという事実が必要となりま
す｡

（２）登録の手続
プログラムの著作物以外の著作物に関する登録は文化庁で行っています｡ 登録を受
けるには，所定の様式に必要事項を記載した申請書等に，登録免許税 （収入印紙） を
添えて文化庁著作権課に提出する必要があります （105 頁「著作権登録に関する事務
手続きの流れ」参照）｡
また，プログラムの著作物に係る登録事務は，｢プログラムの著作物に係る登録の特
例に関する法律｣ （昭和 61 年法律第 65 号） 第 5 条第 1 項の規定により，文化庁長
官が指定する指定登録機関 に行わせることができることとされており，
昭和 62
（1987）
年 1 月に，
〔財〕ソフトウェア情報センター（SOFTIC：現在は一般財団法人）が指定
登録機関として指定され，同センターは同年 4 月 1 日よりプログラム登録事務を開始
しました｡
プログラムの著作物に関して登録を受けようとする者は，所定の申請書類に登録免
許税 （収入印紙） 及び 1 件につき 4 万 7100 円の登録手数料を添えて同センターに
提出する必要があります｡
文化庁のウェブサイト内に「登録の手引き」を掲載しておりますので，ご覧下さい。
申請書及び明細書の様式も一太郎形式又は Word 形式のファイルでダウンロードできます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/
〈プログラムの著作物の登録についてのお問合せ先〉
一般財団法人ソフトウェア情報センター
所在地 港区西新橋 3-16-11 愛宕イーストビル 14Ｆ
電

話 03-3437-3071

https://www.softic.or.jp/
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【参考】プログラムの著作物に係る登録制度の整備に関する「プログラムの著作物に係る登録
の特例に関する法律」の改正について
令和 2（2020）年に「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」が改正されま

した。

この改正では，プログラムの著作物に係る登録制度に関して，関係者のニーズや，文化庁

長官の指定する「指定登録機関」（一般財団法人ソフトウェア情報センター）からの要請を
踏まえ，規定の整備を行いました。

具体的には，（ⅰ）訴訟等での立証の円滑化に資するよう，著作権者等が自ら保有するプ

ログラムの著作物（訴訟等で係争中のもの）と，事前に登録をしたプログラムの著作物が同

一であることの証明を請求できる制度を導入する（これにより，登録による事実関係（例：
創作年月日）の推定効果を確実に享受できるようになる）とともに，（ⅱ）国及び独立行政
法人が登録を行う場合の手数料免除規定を廃止しました。

改正事項（ⅱ）については，令和３年１月１日に施行され，改正事項（ⅰ）については令
和 3 年６月 1 日に施行されました。

10
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○ 著作権登録に関する事務手続きの流れ
申請者（事前相談）
インターネットによる
登録状況の検索

申請書の提出（郵送）
不備がある場合

申請書の確認
必要な書類が整っているか
記入漏れはないか 等

受

付
著作権法施行令 23 条(却下)に該当しないか

審

査

該当する

該当しない

登

却

録

下

登録免許税の還付手続き

登録原簿の作成

10

申請者への通知

検索用データ作成
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映画化 ············································· 9,18
映画の創作者········································· 6
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著作権法施行令（抄）
著作権法施行令（抄）

（一時的固定物の保存）
第四条 法第四十四条第三項ただし書の規定により記録保存所において保存する
ことができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められる
ものでなければならない。
２ 記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するた
め、適当な措置を講じなければならない。
３ 記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合
には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を
録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存
することができる。
前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。
（昭六一政二八六・一部改正）

４
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動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。）を的確
かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。
ロ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に
関する知識を有する職員が置かれていること。
ハ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること（当該名簿を作
成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確
認していること）。
ニ 法人の名称並びに代表者（法人格を有しない社団又は財団の管理人を含
む。以下同じ。）の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項につい
て、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。
三 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実
施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指
定するもの
２ 文化庁長官は、前項第三号の規定による指 定をしたときは、その旨をインター
ネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
（平二一政二九九・全改、平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五
・平二五政三一九・平二六政二八五・平三〇政三六〇・一部改正）
（聴覚障害者等のための複製等が認められる者）
第二条の二 法第三十七条の二（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第
一項において準用する場合を含む。）の政令で定める者は、次の各号に掲げる利
用の区分に応じて当該各号に定める者とする。
一 法第三十七条の二第一号（法第八十六条第一項及び第三項において準用する
場合を含む。）に掲げる利用 次に掲げる者
イ 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して
聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者（国、地方公共団体又
は一般社団法人等に限る。）
ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う
法人のうち、聴覚障害者等の ための複製又は自動公衆送信（送信可能化を
含む。）を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他
の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
二 法第三十七条の二第二号（法第八十六条第一項及び第百二条第一項において
準用する場合を含む。以下この号において同じ。）に掲げる利用 次に掲げる
者（法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出
しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。）
イ 次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を
行う者（ に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一
般社団法人等、 に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公
益社団法人又は公益財団法人に限る。）
大学等の図書館及びこれに類する施設
(1)

(2)

(3)

身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設
図書館法第二条第一項の図書館（司書等が置かれているものに限る。）
学校図書館法第二条の学校図書館
ロ イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う
法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができ
る技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が
指定するもの
２ 文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの規定による指定をしたときは、そ
の旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
（平二一政二九九・全改、平二六政二八五・平三〇政三六〇・一部改
正）
（映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設）
第二条の三 法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設
二 図書館法第二条第一項の図書館
三 前二号に掲げるもののほ か、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置す
る施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公
衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの
２ 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインター
ネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
（昭五九政三二三・追加、昭六一政二八六・一部改正、平一二政五〇四
・旧第二条の二繰下、平一九政三九・平三〇政三六〇・一部改正）
第三章 記録保存所
（平三〇政三六〇・旧第二章繰下）
（記録保存所）
第三条 法第四十四条第一項又は第二項（法第百二条第一項において準用する場合
を含む。）の規定により作成された録音物又は録画物（以下この章において「一
時的固定物」という。）を法第四十四条第三項ただし書（法第百二条第一項にお
いて準用する場合を含む。次条第一項において同じ。）の規定により保存するこ
とができる公的な記録保 存所（以下この章において「記録保存所」という。）は、
次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するも
のとする。
一 独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料
を収集し、及び保管することを目的とするもの
二 放送又は有線放送の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び
保存することを目的とする施設（一般社団法人等が設置するものに限る。）
２ 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
（昭六一政二八六・平一二政三三三・平一九政三九・平三〇政三六〇・
一部改正）
(4)(3)(2)

─ 63 ─

著作権法施行令（抄）
著作権法施行令（抄）

るものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される
同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク（小売に供され
た後最初に購入する時に録音されていないものに限る。）とする。
２ 法第三十条第三項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、
前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画（デジタル方式の録音及び
録画を含む。）の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク
（小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。）とする。
（平五政一四七・追加、平一〇政三二四・平一一政二一〇・平一二政三
八二・令二政三六四・一部改正）
第二章 著作物等の複製等が認められる施設等
（平五政一四七・章名追加、平一二政五〇四・改称、平三〇政三六〇・
旧第一章の二繰下）
（図書館資料の複製が認められる図書館等）
第一条の三 法第三十一条第 一項（法第八十六条第一項及び第百二条第一項におい
て準用する場合を含む。）の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施
設で図書館法（昭和二十五年法律第百十八号）第四条第一項の司書又はこれに相
当する職員として文部科学省令で定める職員（以下「司書等」という。）が置か
れているものとする。
一 図書館法第二条第一項の図書館
二 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条の大学又は高等専門学校
（以下「大学等」という。）に設置された図書館及びこれに類する施設
三 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき
学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
四 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一
般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置さ
れたもの
五 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて
設置され たもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の
利用に供する業務を行うもの
六 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一
般財団法人その他の営利を目的としない法人（第二条から第三条までにおい
て「一般社団法人等」という。）が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種
のもののうち、文化庁長官が指定するもの
２ 文化庁長官は、前項第六号の規定による指定をしたときは、その旨をインター
ネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
（昭五九政三二三・一部改正、平五政一四七・旧第一条繰下・一部改正、
平一二政三〇八・平一九政三九・平二一政二九九・平三〇政三六〇・一
部改正 ）
（図書館等に類する外国の施設）

第一条の四 法第三十一条第三項前段（法第八十六条第三項及び第百二条第一項に
おいて準用する場合を含む。）の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方
公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料
を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとす
る。
一 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際
同盟の加盟国に所在するものであること。
二 司書等に相当する職員が置かれていること。
三 国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うため
に必要な体制の整備に関する事項その他の文部科学省令で定める事項につい
て協定を締結していること。
（平三〇政三六〇・追加）
（視覚障害者等のための複製等が認められる者）
第二条 法第三十七条第三項（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一
項において準用する場合を含む。）の政令で定める者は、次に 掲げる者とする。
一 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行
う者（イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体
又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、
公益社団法人又は公益財団法人に限る。）
イ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項の障害児入
所施設及び児童発達支援センター
ロ 大学等の図書館及びこれに類する施設
ハ 国立国会図書館
ニ 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第五条第一項の
視聴覚障害者情報提供施設
ホ 図書館法第二条第一項の図書館（司書等が置かれているものに限る。）
ヘ 学校図書館法（昭和二十八年法律第百八十五号）第二条の学校図書館
ト 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三の養護老人ホ
ーム及び特別養護老人ホーム
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十
七年法律第百二 十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同
条第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条第七項に規定する生活介
護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行
支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う
施設
二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法
人（法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。）で次に掲げる要件を
満たすもの
イ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自
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第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続（第七条の五―第十二条の二）
第七章 登録
第一節 著作権登録原簿等（第十三条・第十四条）
第二節 登録手続等
第一款 通則（第十五条―第二十六条）
第二款 実名及び第一発行年月日等の登録（第二十七条・第二十八条）
第三款 著作権等の登録（第二十九条―第三十四条の六）
第四款 信託に関する登録（第三十五条―第四十五条）
第八章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体（第四十六条―第五十二条）
第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等（第五十三条―第五十七条）
第九章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等（第五
十七条の二―第五十七条の四）
第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等（第五十七条の五―第五十
七条の九）
第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等（第五十七条の十―
第五十七条の十五）
第十二章 あつせんの手続等（第五十八条 ―第六十四条）
第十三章 著作権等の侵害とみなす行為（第六十五条・第六十六条）
附則
第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
（平五政一四七・追加）
（特定機器）
第一条 著作権法（以下「法」という。）第三十条第三項（法第百二条第一項にお
いて準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。）の政令で定める
機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器（他の機器との間の音の
信号に係る接続の方法で法第三十条第三項の特別の性能を有する機器に用いる
ものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。）であつて主として
録音の用に供するもの（次項に規定するものを除く。）とする。
一 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一
キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数（アナログ信号をデジタル
信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。）でアナ
ログデジタ ル変換（アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以
下この条において同じ。）が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テ
ープに固定する機能を有する機器
二 固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一
キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が
行われた音を幅が三・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有す
る機器

三 磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナ
ログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディス
クに固定する機能を有する機器
四 光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタ
ル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光
ディスク（一枚の基板からなるものに限る。）に固定する機能を有する機器
２ 法第三十条第三項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に
掲げる機器（ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。）であつて主
として録画の用に供するもの（デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含
む。）とする。
一 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については十三・五メ
ガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘ
ルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅 が六・三
五ミリメートルの磁気テープ（幅、奥行及び高さが百二十五ミリメートル、
七十八ミリメートル及び十四・六ミリメートルのカセットに収容されている
ものに限る。）に連続して固定する機能を有する機器
二 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるも
のであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が十二・六
五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器
三 光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた
影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタ
ル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク（レーザ
ー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限
る。）であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有す
る機器
イ 記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないも の
ロ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの
ハ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの
四 光学的方法（波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の
文部科学省令で定める基準に従うものに限る。）により、特定の標本化周波数
でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるも
のであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十
ミリメートルの光ディスク（レーザー光が照射される面から記録層までの距
離が〇・一ミリメートルのものに限る。）であつて前号ロに該当するものに連
続して固定する機能を有する機器
（平五政一四七・追加、平一〇政三二四・平一一政二一〇・平一二政三
〇八・平一二政三八二・平二一政一三七・令二政三六四・一部改正）
（特定記録媒体）
第一条の二 法第三十条第三項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供され
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○ 著 作権 法 施行 令
改正

（昭和四十五年十二月十日）
（政令第三百三十五号）
昭和五六年 五月二六日政令第一八四号
同 五九年 五月一五日同 第一四一号
同 五九年 六月二八日同 第二二九号
同 五九年 九月二六日同 第二八八号
同 五九年一一月一三日同 第三二三号
同 六一年 八月二九日同 第二八六号
同 六二年 三月二〇日同 第 四六号
平成 元年一〇月 三日同 第二九三号
同
二年 九月二七日同 第二八五号
同
二年一二月 七日同 第三四七号
同
三年 三月二五日同 第 四七号
同
四年 四月三〇日同 第一六三号
同
四年一二月一六日同 第三八二号
同
五年 三月二六日同 第 六九号
同
五 年 四月 九日 同 第一四七号
同 一〇年一〇月一六日同 第三二四号
同 一〇年一一月二六日同 第三七二号
同 一一年 六月二五日同 第二一〇号
同 一一年一二月一七日同 第四〇五号
同 一二年 二月一六日同 第 三七号
同 一二年 二月一六日同 第 四二号
同 一二年 三月二九日同 第一三〇号
同 一二年 六月 七日同 第三〇八号
同 一二年 六月 七 日同 第三二六 号
同 一二年 六月 七日同 第三三三号
同 一二年 七月一四日同 第三八二号
同 一二年一二月 八日同 第五〇四号
同 一二年一二月 八 日同 第五〇七 号
同 一三年 三月三一日同 第一五七号
同 一五年 六月 四日同 第二四四号
同 一五年一二月 三日同 第四八三号
同 一六年 一月三〇日同 第 一四号
同 一六年 六月二三日同 第二一一号
同 一六年一〇月二〇日同 第三一八号
同 一六年一一月 四 日同 第三三八 号
同 一七年 二月一八日同 第 二四号

同 一八年 三月三一日同 第一五九号
同 一八年 九月二六日同 第三二〇号
同 一九年 三月 二日同 第 三九号
同 一九年 三月二二日同 第 五五号
同 一九年 三月三〇日同 第一一〇号
同 一九年 七月一三日同 第二〇七号
同 二一年 三月三一日同 第一一一号
同 二一年 五月一五日同 第一三七号
同 二一年 九月一一日同 第二四〇号
同 二一年一二月二八日同 第二九九号
同 二三年 五月二七日同 第一五四号
同 二三年 九月二二日同 第二九六号
同 二四年 二月 三日同 第 二六号
同 二五年 一月一八日同 第
五号
同 二五年一一月二七日同 第三一九号
同 二六年 二月一九日同 第 三九号
同 二六年 八月二〇日同 第二八五号
同 二七年 三月一八日同 第 七四号
同 二八年 一月二二日同 第 一一号
同 二九年 二月一七日同 第 二二号
同 二九年一一月一五日同 第二八三号
同 三〇年 六月 六日同 第一八三号
同 三〇年一二月二八日同 第三六〇号
令和 元年 六月二八日同 第 四二号
同
元年 六月二八日同 第 四四号
同
二 年 九月一六日 同 第二八四号
同
二年一二月二三日同 第三六四号
著作権法施行令をここに公布する。
著作権法施行 令
内閣は、著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）の規定に基づき、この政令を
制定する。
目次
第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体（第一条・第一条
の二）
第二章 著作物等の複製等が認められる施設等（第一条の三―第二条の三）
第三章 記録保存所（第三条―第七条）
第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複
製等について講ずべき措置（第七条の二・第七条の三）
電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準（第七条の四）
第五章
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条改正前著作権法第六十三条第二項（第一条改正前著作権法第八十条第四項及び
第百三条において準用する場合を含む。
）の規定により利用することができる権
利にも適用する。ただし、当該権利は、第二号施行日以後に当該権利に係る著作
物等の著作権、出版権又は著作隣接権を取得した者その他の第三者に対してのみ
対抗することができる。
（手数料の納付についての経過措置）
第九条 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に独立行政法人（独立
行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法
人をいう。以下この条において同じ。）
（第二条の規定による改正前の著作権法
（以下この条において「第二条改正前著作権法」という。）第七十条第二項の政
令で定める独立行政法人に限る。）が行った第二条改正前著作権法第六十七条第
一項（第二条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。）の裁定の
申請及び第二条改正前著作権法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付
については、第二条改正後著作権法第七十条第二項及び第百七条第二項の規定に
かかわらず、なお従前の例による。
２ 施行日前に国又は独立行政法人（第三条の規定による改正前のプログラム登録
特例法第二十六条の政令で定める独立行政法人に限る。）が行った第二条改正前
著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項及び第七
十七条の登録の申請並びに第二条改正前著作権法第七十八条第四項（第二条改正
前著作権法第百四条において準用する場合を含む。）の請求に係る手数料の納付
については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項及び第三条の規定による改
正後のプログラム登録特例法（次条において「新プログラム登録特例法」とい
う。）第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
（罰則についての経過措置）
第十一条 第二号施行日前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。
（政令への委任）
第十二条 附則第八条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し
必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
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（この法律の公布の日＝平成三〇年七月六日）
（著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定）
第五条 施行日が著作権法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後
である場合には、著作権法改正法附則第八条中「。以下「整備法」という。）
の」とあるのは「）の」と、著作権法改正法附則第九条第一項中「整備法」とあ
るのは「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（平成
二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。）
」とし、前条の規定は、適用し
ない。
附 則 （平成三〇年七月一三日法律第七二号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。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。
（平成三〇年政令第三一六号で平成三一年七月一日から施行）
一 附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日
（著作権法の一部改正に伴う経過措置）
第二十条 前条の規定による改正後の著作権法第七十七条（同法第百四条において
準用する場合を含む。）及び第八十八条第一項の規定は、施行日以後の著作権、
出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権（以下この条にお
いて「著作権等」という。）の移転について適用し、施行日前の著作権等の移転
については、なお従前の例による。
（政令への委任）
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措
置は、政令で定める。
附 則 （令和二年六月一二日法律第四八号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、令和三年一月一日から施行する。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 。
一 第三条（プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律（以下「プログ
ラム登録特例法」という。
）第二十条第一号の改正規定に限る。）並びに次条
並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条及び第十三条（映画の盗撮の
防止に関する法律（平成十九年法律第六十五号）第四条第一項の改正規定中
「含む」の下に「。第三項において同じ」を加える部分に限る。）の規定 公
布の日
二 第一条並びに附則第四条、第八条、第十一条及び第十三条（前号に掲げる改
正規定を除く。）の規定 令和二年十月一日
（国 民に対す る啓発等 ）
第二条 国及び地方公共団体は、国民が、私的使用（第二条の規定による改正後の

著作権法（以下「第二条改正後著作権法」という。）第三十条第一項に規定する
私的使用をいう。）の目的をもって、特定侵害複製（同項第四号に規定する特定
侵害複製をいう。以下この項において同じ。）を、特定侵害複製であることを知
りながら行って著作権を侵害する行為（以下「特定侵害行為」という。）の防止
の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する
啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
２ 国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止
の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じ
て特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。
（関係事業者の措置）
第三条 著作物（著作権の目的となっているものに限る。）を公衆に提供し、又は
提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。
（罰則についての運用上の配慮）
第四条 第一条の規定による改正後の著作権法（附則第八条において「第一条改正
後著作権法」という。）第百十九条第二項（第四号及び第五号に係る部分に限
る。）及び第百二十条の二（第三号に係る部分に限る。）の規定の運用に当たって
は、インターネットによる情報の提供その他のインターネットを利用して行う行
為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
第五条 第二条改正後著作権法第百十九条第三項（第二号に係る部分に限る。）の
規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネ
ットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければな
らない。
（検討）
第六条 政府は、この法律の施行後一年を目途として、第二条改正後著作権法第三
十条第一項（第四号に係る部分に限る。
）及び第百十九条第三項（第二号に係る
部分に限る。）の規定の施行の状況を勘案し、これらの規定について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第七条 政府は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する送信可能化への対処に
関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。
（ 利 用 権 の 対抗 力 に つ い て の 経 過 措 置 ）
第八条 第一条改正後著作権法第六十三条の二（第一条改正後著作権法第八十条第
四項及び第百三条において準用する場合を含む。）の規定は、附則第一条第二号
に掲げる規定の施行の日（以下「第二号施行日」という。）の前日において現に
存する第一条の規定による改正前の著作権法（以下この条において「第一条改正
前著作権法」という。）第六十三条第一項（第一条改正前著作権法第百三条にお
いて準用する場合を含む。
）及び第八十条第三項の許諾に係る著作物等（著作物、
実演、レコード、放送又は有線放送をいう。以下この条において同じ。）を第一
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ら第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物、旧法第
四十三条の規定の適用を受けて旧法第三十条第一項、第三十一条第一項第一号若
しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三
項、第三十七条の二本文、第四十一条若しくは第四十二条の規定に従い作成され
た二次的著作物の複製物又は旧法第三十条の三若しくは第四十七条の三第一項
の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物の使用については、この
法律による改正後の著作権法（以下「新法」という。）第四十九条の規定にかか
わらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第四十九条第一項第一号
中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示（送信可能化を含む。以下
この条において同じ。）を行つた」と、同項第三号並びに同条第二項第一号及び
第二号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。
２ 施行日前に旧法第百二条第一項において準用する旧法第三十条の四又は第四
十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された実演若し
くはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の複製物の使用
については、新法第百二条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。こ
の場合において、旧法第百二条第九項第一号中「を公衆に提示した」とあるのは
「の公衆への提示（送信可能化を含む。第八号において同じ。）を行つた」と、
同項第八号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とす
る。
（裁定による著作物の利用等についての経過措置）
第三条 新法第六十七条及び第六十七条の二（これらの規定を著作権法第百三条に
おいて準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に新法第六十七条第一項
（著作権法第百三条において準用する場合を含む。）の裁定の申請をした者につ
いて適用し、施行日前に旧法第六十七条第一項（著作権法第百三条において準用
する場合を含む。）の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。
（準備行為）
第四条 新法第百四条の十一第一項の規定による指定、新法第百四条の十三第一項
の規定による認可、同条第五項の規定による諮問、新法第百四条の十四第一項の
規定による届出及び新法第百四条の十五第二項の規定による諮問並びにこれら
に関し必要な手続その他の行為は、新法第五章第二節の規定の例により、附則第
一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下「第二号施行日」という。）前におい
ても行うことができる。
（第二号施行日の前日までの間の読替え）
第五条 施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第四十七条の六第
一項第一号及び第四十七条の七の規定の適用については、同号中「第三十五条第
一項」とあるのは「第三十五条」と、同条中「（第三十一条第一項若しくは第三
項後段」とあるのは「（第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十五条第一
項」とする。
（罰則についての経過措置）

第六条 この法律（附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定）の施行
前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。
（政令への委任）
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必
要な経過措置は、政令で定める。
（調整規定）
第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が環太平洋パートナーシップ
協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律（平成二十八年法律第百八号）の
施行の日前である場合には、第百十三条第五項の改正規定及び附則第一条第一号
中「第百十三条第五項」とあるのは、
「第百十三条第四項」とする。
第九条 施行日が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（平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。
）の施行の日前であ
る場合には、第二条第一項の改正規定中「削り、同項第二十一号中「利用する」
を「実行する」に改める」とあるのは、
「削る」とする。
２ 前項の場合において、整備法第八条のうち著作権法第二条第一項中第二十三号
を第二十四号とし、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、
第二十号の次に一号を加える改正規定中「利用する」とあるのは、
「実行する」
とす る。
第十条 第二号施行日が整備法の施行の日前である場合には、第二号施行日から整
備法の施行の日の前日までの間における著作権法第二条第一項第二十号の規定
の適用については、同号中「有線放送（次号」とあるのは、
「有線放送（次号及
び第百四条の十五第一項」とする。
附 則 （平成三〇年六月一日法律第三九号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
（罰則に関する経過措置）
第二条 この法律の施行前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。
（政令への委任）
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
令で定める。
附 則 （平成三〇年七月六日法律第七〇号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。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。
一 略
二 附則第四条及び第五条の規定 この法律の公布の日又は著作権法の一部を
改正する法律（平成三十年法律第三十号）の公布の日のいずれか遅い日

─ 57 ─

著作権法
著作権法

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政
令で定める日から施行する。
（平成二九年政令第一八号で平成二九年五月三〇日から施行）
附 則 （平成二八年一二月一六日法律第一〇八号） 抄
（施行期日）
第一条 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。
（効力を生ずる日＝平成三〇年一二月三〇日）
一 附則第九条の規定 公布の日
（平三〇法七〇・一部改正）
（著作権法の一部改正に伴う経過措置）
第七条 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、なお従前の例による。
２ 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ては、なお従前の例による。
３ 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。
（罰則に関する経 過措置）
第八条 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。
（政令への委任）
第九条 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含む。）は、政令で定める。
――――――――――
○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
（平成二九法律四五）抄
（著作権法の一部改正に伴う経過措置）

第百五十一条 施行日前に前条の規定による改正前の著作権法（以下この条におい
て「旧著作権法」という。
）第三十三条第二項（同条第四項において準用する場
合を含む。）、第三十三条の二第二項若しくは第三十三条の三第二項（これらの規
定を旧著作権法第百二条第一項において準用する場合を含む。）、第六十八条第一
項若しくは第六十九条の補償金、旧著作権法第九十五条第一項若しくは第九十七
条第一項の二次使用料、旧著作権法第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の
三第三項の報酬又は旧著作権法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三
第六項に規定する使用料の支払義務が生じた場合におけるこれらの補償金、二次
使用料、報酬又は使用料の供託については、なお従前の例による。
（平三〇法三九・一部改正）
（罰則に関する経過措置）
第三百六十一条 施行日前にした行為及びこの法律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。
（政令への委任）
第三百六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
措置は、政令で定める。
附 則 （平成二九年六月二日法律第四五号）
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百
三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、
公布の日から 施 行 する。
（施行の日＝平成三二年四月一日）
――――――――――
附 則 （平成三〇年五月二五日法律第三〇号）
（施行期日）
第一条 この法律は、平成三十一年一月一日から施行する。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。
一 第百十三条第四項の改正規定並びに附則第四条及び第七条から第十条まで
の規定 公 布 の日
二 目次の改正規定、第三十五条の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規
定（「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める部分に限る。）、第八十六
条第三項前段の改正規定（「第三十五条第二項」を「第三十五条第一項」に改
める部分に限る。）、同項後段の改正規定（「第三十五条第二項」を「第三十五
条第一項ただし書」に改める部分に限る。）及び第五章の改正規定 公布の日
から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
（令和二年政令第一四六号で令和二年四月二八日から施行）
（複製物の使用についての経過措置）
第二条 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの法律による改正
前の著作権法（以下「旧法」という。）第三十条の四若しくは第四十七条の四か
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（平 二五 法一〇三 ・ 旧 第百条繰 下 ）
（政令への委任）
第百二条 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含む。）は、政令で定める。
（平二五法一〇三・旧第百一条繰下）
附 則 （平成二五年一二月一三日法律第一〇三号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。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。
一 略
二 附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第
八十四号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
（この法律の公布の日＝平成二五年一二月一三日）
附 則 （平成二六年五月一四日法律第三五号）
（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第七条の改正
規定及び次条の規定は、視聴覚的実演に関する北京条約（同条において「視聴覚
的実演条約」という。）が日本国について効力を生ずる日から施行する。
（効力を生ずる日＝令和二年四月二八日）
（著作隣接権に関する規定の適用）
第二条 この法律による改正後の著作権法（以下この条において「新法」とい
う。）第七条第四号に掲げる実演（同条第一号から第三号までに掲げる実演に該
当するものを除く。
）又は同条第五号に掲げる実演であって、視聴覚的実演条約
の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係るものに
対する新法中著作隣接権に関する規定（第九十五条の三第三項及び第四項の規定
を含む。）の適用については、著作権法の一部を改正する法律（昭和六十一年法
律第六十四号）附則第三項、著作権法の一部を改正する法律（平成元年法律第四
十三号。次項において「平成元年改正法」という。）附則第二項及び著作権法の
一部を改正する法律（平成三年法律第六十三号）附則第二項の規定は、適用しな
い。
２ 視聴覚的実演条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である
実演家（当該実演家に係る実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であ
った者に限る。）に対する新法中著作隣接権に関する規定（第九十五条の三第三
項及び第四項の規定を含む。）の適用については、平成元年改正法附則第四項の
規定は、適用しない。
（出版権についての経過措置）
第三条 この法律の施行前に設定されたこの法律による改正前の著作権法による
出版権でこの法律の施行の際現に存するものについては、なお従前の例による。

（政令への委任）
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日
から 施 行 する。
（施行の日＝平成二八年四月一日）
（経過措置の原則）
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこ
の法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にさ
れた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めが
ある場合を除き、なお従前の例による。
（訴訟に関する経過措置）
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の
裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事
項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべ
き期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、
決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当
該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を
経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。
２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例に
よることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行
為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する
裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされる
ものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、
この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
（罰則に関する経 過措置）
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定により
なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に
対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令への委任）
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要
な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
附 則 （平成二七年六月二四日法律第四六号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 （平成二八年五月二七日法律第五一号） 抄
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改正規定並びに次条並びに附則第四条から第六条まで及び第九条の規定 平
成二十四年十月一日
（経過措置）
第二条 この法律による改正後の著作権法（以下「新法」という。）第十八条第三
項第一号から第三号までの規定は、前条第二号に掲げる規定の施行前に著作者が
行政機関（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十
二号）第二条第一項に規定する行政機関をいう。）、独立行政法人等（独立行政法
人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百四十号）第二条第
一項に規定する独立行政法人等をいう。
）又は地方公共団体若しくは地方独立行
政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定
する地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。）に提供した著作物で
まだ公表されていないもの（その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含
む。）であって、公文書等の管理に関する法律（平成二十一年法律第六十六号。
以下この項において「公文書管理法」という。）第八条第一項若しくは第十一条
第四項の規定により国立公文書館等（公文書管理法第二条第三項に規定する国立
公文書館等をいう。次項において同じ。
）に移管されたもの又は公文書管理条例
（地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等（公文書管理法第
二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下この項において同じ。）の適切
な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下この項にお
いて同じ。）に基づき地方公文書館等（歴史公文書等の適切な保存及び利用を図
る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。次項において同じ。）に移管
されたものについては、適用しない。
２ 新法第十八条第三項第四号及び第五号の規定は、前条第二号に掲げる規定の施
行前に著作者が国立公文書館等又は地方公文書館等に提供した著作物でまだ公
表されていないもの（その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。）
については、適用しない。
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の著作権法第三十一条第
二項の規定により記録媒体に記録されている著作物であって、絶版等資料（新法
第三十一条第一項第三号に規定する「絶版等資料」をいう。
）に係るものについ
ては、新法第三十一条第三項の規定により当該著作物の複製物を用いて自動公衆
送信（送信可能化を含む。）を行うことができる。
（罰則の適用に関する経過措置）
第四条 この法律（附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定）の施行
前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。
（政令への委任）
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
（国 民に対す る啓発等 ）
第七条 国及び地方公共団体は、国民が、著作権法第三十条第一項（同法第百二条

第一項において準用する場合を含む。）に定める私的使用の目的をもって、有償
著作物等特定侵害録音録画（同法第百十九条第三項第一号に規定する有償著作物
等特定侵害録音録画をいう。以下この項において同じ。）を、自ら有償著作物等
特定侵害録音録画であることを知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害
する行為（以下「特定侵害行為」という。）の防止の重要性に対する理解を深め
ることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講
じなければならない。
２ 国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止
の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じ
て特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。
（平二八法一〇八・令二法四八・一部改正）
（関係事業者の措置）
第八条 著作権法第百十九条第三項第一号に規定する録音録画有償著作物等を公
衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ず
るよう努めなければならない。
（平二八法一〇八・令二法四八・一部改正）
（運用上の配慮）
第九条 著作権法第百十九条第三項（第一号に係る部分に限る。
）の規定の運用に
当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用し
て行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
（令二法四八・一部改正）
附 則 （平成二五年一一月二七日法律第八四号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規
定は、公布の日から施行する。
（平成二六年政令第二六八号で平成二六年一一月二五日から施行）
（平二五法一〇三・一部改正）
（処分等の効力）
第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。
以下この条において同じ。
）の規定によってした処分、手続その他の行為であっ
て、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段
の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたも
のとみなす。
（平二五法一〇三・旧第九十九条繰下）
（罰則に関する経過措置）
第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律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この法律の施行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。
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（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二
項、第七十八条、第八十八条第二項及び第百四条の改正規定並びに附則第六条の
規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施 行 す る。
（平成二三年政令第一五三号で平成二三年六月一日から施行）
（視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置）
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法（以下「旧法」とい
う。）第三十七条第三項（旧法第百二条第一項において準用する場合を含む。）の
規定の適用を受けて作成された録音物（この法律による改正後の著作権法（以下
「新法」という。）第三十七条第三項（新法第百二条第一項において準用する場
合を含む。）の規定により複製し、又は自動公衆送信（送信可能化を含む。）を行
うことができる著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に係るものを除
く。）の使用については、新法第三十七条第三項及び第四十七条の九（これらの
規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、
なお従前の例による。
（裁定による著作物の利用等についての経過措置）
第三条 新法第六十七条及び第六十七条の二（これらの規定を新法第百三条におい
て準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日以後に新法第六十七条
第一項（新法第百三条において準用する場合を含む。）の裁定の申請をした者に
ついて適用し、この法律の施行の日前に旧法第六十七条第一項の裁定の申請をし
た者については、なお従前の例による。
（商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置）
第四条 新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律（平成三
年法律第六十三号）附則第五項又は著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著
作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律（平成六年法律第百十二号）附
則第六項の規定によりその頒布又は頒布の目的をもってする所持について同条
の規定を適用しないこととされる商業用レコードを頒布する旨の申出をする行
為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。
（罰則についての経過措置）
第五条 この法律の施行前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。
附 則 （平成二一年七月一〇日法律第七三号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 （平成二二年一二月三日法律第六五号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で
定める日（以下「施行日」という。）から施行する。

（平成二三年政令第一八〇号で平成二三年六月三〇日から施行）
附 則 （平成二三年六月二四日法律第七四号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。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。
一から四まで 略
五 附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律（平成二十三
年法律第六十二号。同条及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部
改正法」という。）の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
（施行日＝平成二三年七月一四日）
附 則 （平成二四年六月二二日法律第三二号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十五年七月一日から施行する。
（調整規定）
第五条 この法律の施行の日が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）中第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一
条を加える改正規定の施行の日前である場合には、前条のうち著作権法第四十二
条の四の見出しの改正規定中「第四十二条の四」とあるのは、
「第四十二条の
三」 と す る。
附 則 （平成二四年六月二七日法律第四三号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。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。
一 附則第七条、第八条及び第十条の規定 公布の日
二 第二条第一項第二十号並びに第十八条第三項及び第四項の改正規定、第十九
条第四項に一号を加える改正規定、第三十条第一項第二号の改正規定、第四
十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正
規定、第四十七条の九の改正規定（「又は第四十六条」を「、第四十二条の三
第二項又は第四十六条」に改める部分に限る。）、同条ただし書の改正規定
（「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に
限る。）、第四十九条第一項第一号の改正規定（「第四十二条の二」を「第四十
二条の三」に、
「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改め
る部分に限る。）、第八十六条第一項及び第二項の改正規定（「第四十二条の二
まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。）
、第九十条
の二第四項に一号を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定（「第四十二
条の三」を「第四十二条の四」に改める部分に限る。）、同条第九項第一号の
改正規定（「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、
「第四十二条の三第
二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。）、第百十九条第一
項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第百二十条の二第一号の
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いるものを除く。）の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定
は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 （ 平 成一六年六月 一八日法律 第一二〇号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
（経過措置の原則）
第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する
法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規
定（罰則を除く。）は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施
行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律
の規定により生じた効力を妨げない。
（特許法等の一部改正に伴う経過措置）
第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審で
ある高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判
所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留
保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
一から四まで 略
五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八
までの規定
附 則 （平成一六年一二月一日法律第一四七号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。
（平成一七年政令第三六号で平成一七年四月一日から施行）
附 則 （平成一七年六月二九日法律第七五号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。
（平成一七年政令第二七〇号で平成一七年一一月一日から施行）
（平二三法七四・一部改正）
（政令への委任）
第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
（平二三法七四・一部改正）
――――――――――
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律（平成一八法律五〇）抄
（罰則に関する経過措置）

第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律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。
（政令への委任）
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止
又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 （平成一八年六月二日法律第五〇号） 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
（ 施 行の日＝平成二〇 年一二月 一日）
（平二三法七四・旧第一項・一部改正）
――――――――――
附 則 （平成一八年一二月二二日法律第一二一号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第一条及び附則
第四条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
（放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置）
第二条 この法律の施行前に創作されたこの法律による改正後の著作権法（次条に
おいて「新法」という。）第二十九条第二項に規定する映画の著作物の著作権の
帰属については、なお従前の例による。
（放送される実演の有線放送についての経過措置）
第三条 新法第九十四条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律（昭和六十
一年法律第六十四号）附則第三項若しくは著作権法の一部を改正する法律（平成
元年法律第四十三号。以下この条において「平成元年改正法」という。）附則第
二項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演
又は平成元年改正法附則第四項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する
規定の適用を受けない実演家に係る実演については、適用しない。
（罰則についての経過措置）
第四条 この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の
施行前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。
附 則 （平成二〇年六月一八日法律第八一号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び
教科用特定図書等から適用する。
（平成二〇年政令第二八〇号で平成二〇年九月一七日から施行）
（罰則についての経過措置）
第五条 前条の規定の施行前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。
附 則 （平成二一年六月一九日法律第五三号） 抄
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固定されている実演については、新法第九十条の二第一項の規定及び第九十条の
三第一項の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行後、当該実演に表示さ
れていた当該実演に係る実演家名の表示を削除し、若しくは改変した場合若しく
は当該実演に新たに実演家名を表示した場合又は当該実演を改変した場合には、
この限りでない。
（商業用レコードの二次使用についての経過措置）
６ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約（以下この項及
び次項において「実演家等保護条約」という。）の締約国であり、かつ実演・レ
コード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードに固定さ
れている実演であって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より
前に当該固定がされた実演に係る実演家についての新法第九十五条第一項の規
定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同条第四項の規定の例に
よる。
７ 実演家等保護条約の締約国であり、かつ実演・レコード条約の締約国である国
の国民をレコード製作者とするレコードであって、実演家等保護条約が日本国に
ついて効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコ
ード製作者についての新法第九十七条第一項の規定の適用については、同条第二
項の規定において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、新法第九
十七条第二項の規定において準用する新法第九十五条第四項の規定の例による。
（レコードの保護期間についての経過措置）
８ 新法第百一条第二項第二号の規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権
法による著作隣接権が存するレコードについて適用し、この法律の施行の際現に
改正前の著作権法による著作隣接権が消滅しているレコードについては、なお従
前の例による。
附 則 （平成一五年五月三〇日法律第六一号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日
から施行する。
（施 行の日 ＝ 平成 一七年四 月一日 ）
（その他の経過措置の政令への委任）
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
令で定める。
附 則 （平成一五年六月一八日法律第八五号）
（施行期日）
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
（映画の著作物の保護期間についての経過措置）
第二条 改正後の著作権法（次条において「新法」という。）第五十四条第一項の
規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の
著作物について適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権

が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による。
第三条 著作権法の施行前に創作された映画の著作物であって、同法附則第七条の
規定によりなお従前の例によることとされるものの著作権の存続期間は、旧著作
権法（明治三十二年法律第三十九号）による著作権の存続期間の満了する日が新
法第五十四条第一項の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同項の
規定にかかわらず、旧著作権法による著作権の存続期間の満了する日までの間と
する。
（罰則についての経過措置）
第四条 この法律の施行前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。
附 則 （平成一五年七月一六日法律第一一九号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）の施行の
日から施行する。
（施 行の日 ＝ 平成 一六年四 月一日 ）
（その他の経過措置の政令への委任）
第六条 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は、
政令で定める。
附 則 （平成一六年六月九日法律第八四号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。
（平成一六年政令第三一一号で平成一七年四月一日から施行）
附 則 （平成一六年六月九日法律第九二号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
（商業用レコードの輸入等についての経過措置）
第二条 改正後の著作権法第百十三条第五項の規定は、この法律の施行前に輸入さ
れ、この法律の施行の際現に頒布の目的をもって所持されている同項に規定する
国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。
第三条 改正後の著作権法第百十三条第五項に規定する国内頒布目的商業用レコ
ードであってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定
の適用については、同項ただし書中「国内において最初に発行された日」とある
のは「当該国内頒布目的商業用レコードが著作権法の一部を改正する法律（平成
十六年法律第九十二号）の施行の際現に発行されているものである場合において、
当該施行の日」と、
「経過した」とあるのは「経過した後、当該」とする。
（書籍等の貸与についての経過措置）
第四条 この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸
与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌（主として楽譜により構成されて
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（施行期日）
１ この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中著作権法第
五十八条の改正規定及び第二条の規定は、著作権に関する世界知的所有権機関条
約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
（効 力を 生ずる日＝ 平 成 一 四年三月 六日）
（損害額の認定についての経過措置）
２ 第一条の規定による改正後の著作権法第百十四条の四の規定は、この法律の施
行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事
件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告
をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
（罰則についての経過措置）
３ この法律の施行前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。
附 則 （ 平 成一二 年 一一月二 九日 法律第一三 一 号 ） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規
定は、公布の日から施行する。
附 則 （平成一三年一二月五日法律第一四〇号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。
（平成一四年政令第一九八号で平成一四年一〇月一日から施行）
（著作権法の一部改正に伴う経過措置）
第七条 前条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項（第二号に係る部分に
限る。）の規定は、前条の規定の施行前に著作者が独立行政法人等に提供した著
作物でまだ公表されていないもの（その著作者の同意を得ないで公表された著作
物を含む。）については、適用しない。
附 則 （平成一四年六月一九日法律第七二号） 抄
（施行期日）
１ この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施
行する。
一 第七条の改正規定、第八条の改正規定、第九十五条の改正規定、第九十五条
の三の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十七条の三の改正規定並びに
附則第二項から第四項まで、第六項、第七項及び第九項の規定 実演及びレ
コードに関する世界知的所有権機関条約（以下「実演・レコード条約」とい
う。）が日本国について効力を生ずる日
（効力を生ずる日＝平成一四年一〇月九日）
目次の改正規定（「第百条の四」を「第百条の五」に改める部分に限る。）、
第八十九条第四項の改正規定、第九十九条の次に一条を加える改正規定、第
二

四章第五節中第百条の四を第百条の五とし、第百条の三の次に一条を加える
改正規定及び第百三条の改正規定 平成十五年一月一日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 実演・レコード条約が日本国について効力
を生ずる日又は平成十五年一月一日のうちいずれか早い日
（効 力を 生ずる日＝ 平 成 一 四年 一〇 月九日 ）
（著作隣接権に関する規定の適用）
２ 改正後の著作権法（以下「新法」という。）第七条第四号に掲げる実演（同条
第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除く。
）で次に掲げるもの
又は同条第五号に掲げる実演で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権に関
する規定（第九十五条並びに第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。）
の適用については、著作権法の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第六十四
号）附則第三項、著作権法の一部を改正する法律（平成元年法律第四十三号。以
下「平成元年改正法」という。）附則第二項及び著作権法の一部を改正する法律
（平成三年法律第六十三号。以下「平成三年改正法」という。）附則第二項の規
定は、適用しない。
一 実演・レコード条約の締約国において行われた実演
二 次に掲げるレコードに固定された実演
イ 実演・レコード条約の締約国の国民（当該締約国の法令に基づいて設立
された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同
じ。）をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約
国において固定されたもの
３ 前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を
有しない外国人であったものに対する新法中著作隣接権に関する規定（第九十五
条並びに第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。）の適用については、
平成元年改正法附則第四項の規定は、適用しない。
４ 次に掲げるレコードに対する新法中著作隣接権に関する規定（第九十七条及び
第九十七条の三第三項から第五項までの規定を含む。）の適用については、平成
元年改正法附則第二項及び第三項並びに平成三年改正法附則第三項の規定は、適
用しない。
一 新法第八条第三号に掲げるレコードで次に掲げるもの
イ 実演・レコード条約の締約国の国民をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約
国において固定されたもの
二 新法第八条第四号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製からの
レコード製作者の保護に関する条約により我が国が保護の義務を負うもの
（平一八法一二一・一部改正）
（実演家人格権についての経過措置）
５ この法律の施行前にその実演家の許諾を得て作成された録音物又は録画物に
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定は、平成十一年十月一日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の著作権法第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十七
条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する著作物の原作品若しくは
複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物（著作権法第二十一
条、第九十一条第一項又は第九十六条に規定する権利を有する者の権利を害さず
に作成されたものに限り、出版権者が作成した著作物の複製物を除く。）の譲渡
による場合には、適用しない。
３ 改正後の著作権法第二十六条の二第一項の規定は、この法律の施行前に設定さ
れた出版権でこの法律の施行の際現に存するものを有する者が当該出版権の存
続期間中に行う当該出版権の目的となっている著作物の複製物の頒布について
は、適用しない。
４ 出版権（この法律の施行前に設定されたものに限る。）が消滅した後において
当該出版権を有していた者が行う当該出版権の存続期間中に作成した著作物の
複製物の頒布については、なお従前の例による。
５ 平成十一年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間は、改正後の著作
権法第百十三条第四項中「第九十五条の三第三項」とあるのは「第九十五条の二
第三項」と、
「第九十七条の三第三項」とあるのは「第九十七条の二第三項」と
する。
６ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律（平成十一年法律第四十三号。以下「整備法」という。）の施行の
日がこの法律の施行の日後となる場合には、整備法の施行の日の前日までの間は、
改正後の著作権法第四十七条の三中「第四十二条、第四十二条の二」とあるのは
「第 四十 二条 」と 、
「、第四十二条又は第四十二条の二」とあるのは「又は第四
十二条」とする。
７ この法律の施行前にした行為及び附則第四項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この法律の施行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。
――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法（平成一一法律一六〇）抄
（処分、申請等に関する経過措置）
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称
する。）の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、
承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもの
のほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基
づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は
通知その他の行為とみなす。
改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされ
ている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関
２

係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の
国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、
提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施
行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるも
ののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相
当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなけれ
ばならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革
関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
（従前の例による処分等に関する経過措置）
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関
がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為
又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に
別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後
の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国
の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
（罰則に関する経過措置）
第千三百三条 改革関係法等の施行前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。
（政令への委任）
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条ま
で並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し
必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行
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。
一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の
一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第
千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三
百四十四条の規定 公布の日
――――――――――
附 則 （平成一一年一二月二二日法律第二二〇号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律（第一条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
（政令への委任）
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で
定める。
附 則 （平成一二年五月八日法律第五六号）
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らのレコード製作者の保護に関する条約（附則第六項において「レコード保
護条約」という。）により我が国が保護の義務を負うもの
（平一一法七七・平一八法一二一・一部改正）
５ 新法第九条第三号に掲げる放送で次に掲げるものに対する新法中著作隣接権
に関する規定の適用については、平成元年改正法附則第二項の規定は、適用しな
い。
一 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
二 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
（外国原盤商業用レコードの複製等についての経過措置）
６ 新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の施行地外において商業用レコード
の製作を業とする者が世界貿易機関の加盟国の国民（実演家、レコード製作者及
び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民（これ
らの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事
務所を有する法人を含む。）である場合を除く。）であるレコード製作者からその
レコード（新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。）の原盤の提供を
受けて製作した商業用レコードで、当該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二十年を経過する日が著作権法の一部を改正する法律（昭和
六十三年法律第八十七号）の施行前であるもの（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、又はその複製物を頒布の目的をもって所持
する行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。
附 則 （平成七年五月一二日法律第九一号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 （平成八年一二月二六日法律第一一七号） 抄
（施行期日）
１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行する。
（平成九年政令第二三号で平成九年三月二五日から施行）
（写真の著作物の保護期間についての経過措置）
２ 改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定（次項において「新法」と
いう。）は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の著作権
法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の
著作権法による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例に
よる。
３ この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真
の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定（以下「旧法」と
いう。）による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であると
きは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。

附 則 （平成九年六月一八日法律第八六号）
（施行期日）
１ この法律は、平成十年一月一日から施行する。
（自動公衆送信される状態に置かれている著作物等についての経過措置）
２ 改正後の著作権法（以下「新法」という。）第二十三条第一項、第九十二条の
二第一項又は第九十六条の二の規定は、この法律の施行の際現に自動公衆送信さ
れる状態に置かれている著作物、実演（改正前の著作権法（以下「旧法」とい
う。）第九十二条第二項第二号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。）
又はレコードを、当該自動公衆送信に係る送信可能化を行った者（当該送信可能
化を行った者とこの法律の施行の際現に当該著作物、実演又はレコードを当該送
信可能化に係る新法第二条第一項第九号の五の自動公衆送信装置を用いて自動
公衆送信される状態に置いている者が異なる場合には、当該自動公衆送信される
状態に置いている者）が当該自動公衆送信装置を用いて送信可能化する場合には、
適用 しない。
３ この法律の施行の際現に自動公衆送信される状態に置かれている実演（旧法第
九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。）については、同条第一項の規定は、
この法律の施行後も、なおその効力を有する。
（罰則についての経過措置）
４ この法律の施行前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。
附 則 （平成一〇年六月一二日法律第一〇一号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 （平成一一年五月一四日法律第四三号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法
律第四十二号。以下「情報公開法」という。）の施行の日から施行する。
（施行の日＝平成一三年四月一日）
（著作権法の一部改正に伴う経過措置）
第二条 第十一条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項の規定は、この法
律の施行前に著作者が情報公開法第二条第一項に規定する行政機関又は地方公
共団体に提供した著作物でまだ公表されていないもの（その著作者の同意を得な
いで公表された著作物を含む。）については、適用しない。
附 則 （平成一一年六月二三日法律第七七号） 抄
（施行期日）
１ この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十九
号の次に二号を加える改正規定、第三十条第一項の改正規定、第百十三条の改正
規定、第百十九条の改正規定、第百二十条の次に一条を加える改正規定、第百二
十三条第一項の改正規定及び附則第五条の二の改正規定並びに附則第五項の規

─ 48 ─

著作権法

らそのレコード（第八条各号のいずれかに該当するものを除く。）の原盤の提
供を受けて製作した商業用レコードで、当該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二十年を経過する日が昭和六十三年改正法の施
行前であるもの（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、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為
６ この法律の施行前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。
附 則 （平成四年一二月一六日法律第一〇六号）
（施行期日）
１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章を第八章とし、第六章を第
七章とし、第五章を第六章とし、第四章の次に一章を加える改正規定（第百四条
の四、第百四条の五並びに第百四条の八第一項及び第三項に係る部分を除く。）
及び附則第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
（平成五年政令第一四六号で平成五年六月一日から施行）
（経過措置）
２ 改正後の著作権法（以下「新法」という。）の規定は、この法律の施行の日
（以下「施行日」という。）前の購入（小売に供された後の最初の購入に限る。
以下同じ。）に係る新法第百四条の四第一項の特定機器により施行日前の購入に
係る同項の特定記録媒体に行われる新法第百四条の二第一項第一号の私的録音
又は同項第二号の私的録画については、適用しない。
３ 施行日前の購入に係る新法第百四条の四第一項の特定機器により施行日以後
の購入に係る同項の特定記録媒体に新法第百四条の二第一項第一号の私的録音
又は同項第二号の私的録画を行う場合には、当該特定機器は、新法第百四条の四
第一項の規定により私的録音録画補償金が支払われたものとみなす。施行日以後
の購入に係る同項の特定機器により施行日前の購入に係る同項の特定記録媒体
に新法第百四条の二第一項第一号の私的録音又は同項第二号の私的録画を行う
場合の当該特定記録媒体についても、同様とする。
附 則 （平成五年一一月一二日法律第八九号） 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行
する。
（施行の日＝平成六年一〇月一日）
（政令への委任）
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して
必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 （平成六年一二月一四日法律第一一二号）
（施行期日）

１ この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を
生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。
（平成七年政令第四〇七号で平成八年一月一日から施行）
（著作隣接権に関する規定の適用）
２ 第一条の規定による改正後の著作権法（以下「新法」という。）第七条第四号
に掲げる実演（同条第一号から第三号までに掲げる実演に該当するものを除
く。）で次に掲げるもの又は同条第五号に掲げる実演で次に掲げるものに対する
著作権法中著作隣接権に関する規定（第九十五条の三第三項及び第四項の規定を
含む。）の適用については、著作権法の一部を改正する法律（昭和六十一年法律
第六十四号）附則第三項、著作権法の一部を改正する法律（平成元年法律第四十
三号。以下「平成元年改正法」という。
）附則第二項及び著作権法の一部を改正
する法律（平成三年法律第六十三号。附則第四項において「平成三年改正法」と
いう。）附則第二項の規定は、適用しない。
一 世界貿易機関の加盟国において行われた実演
二 次に掲げるレコードに固定された実演
イ 世界貿易機関の加盟国の国民（当該加盟国の法令に基づいて設立された
法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。）をレ
コード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国にお
いて固定されたもの
三 次に掲げる放送において送信された実演（実演家の承諾を得て送信前に録音
され、又は録画されたものを除く。）
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われた放送
（平一一法七七・平一八法一二一・一部改正）
３ 前項各号に掲げる実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を
有しない外国人であったものに対する著作権法中著作隣接権に関する規定（第九
十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。）の適用については、平成元年改正
法附則第四項の規定は、適用しない。
（平一一法七七・平一八法一二一・一部改正）
４ 次に掲げるレコードに対する著作権法中著作隣接権に関する規定（第九十七条
の三第三項から第五項までの規定を含む。）の適用については、平成元年改正法
附則第二項及び第三項並びに平成三年改正法附則第三項の規定は、適用しない。
一 新法第八条第三号に掲げるレコードで次に掲げるもの
イ 世界貿易機関の加盟国の国民をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国にお
いて固定されたもの
著作権法第八条第五号に掲げるレコードで許諾を得ないレコードの複製か
二
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次に掲げる行為については、適用しない。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそ
のレコード（第八条各号のいずれかに該当するものを除く。）の原盤の提供を
受けて製作した商業用レコード（次号において「特定外国原盤商業用レコー
ド」という。）で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起
算して二十年を経過する日（次号において「改正前の禁止期間経過日」とい
う。）がこの法律の施行前であるものを商業用レコードとして複製し、又はそ
の複製物を頒布する行為
二 改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商
業用レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを
頒布する行為
附 則 （平成元年六月二八日法律第四三号）
（施行期日）
１ この法律は、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約が
日本国について効力を生ずる日から施行する。
（効力を生ずる日＝平成元年一〇月二六日）
（条約により保護の義務を負う実演等についての経過措置）
２ 改正後の著作権法（以下「新法」という。）中著作隣接権に関する規定（第九
十五条及び第九十七条の規定を含む。）は、次に掲げるものについては、適用し
ない。
一 この法律の施行前に行われた新法第七条第五号に掲げる実演
二 この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げる
レコードで次項に規定するもの以外のもの
三 この法律の施行前に行われた新法第九条第三号に掲げる放送
３ この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレ
コードで許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条
約により我が国が保護の義務を負うものについては、なお従前の例による。
（国内に常居所を有しない外国人であった実演家についての経過措置）
４ 著作権法中著作隣接権に関する規定（第九十五条並びに第九十五条の三第三項
及び第四項の規定を含む。）は、この法律の施行前に行われた実演に係る実演家
で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものについて
は、適用しない。ただし、著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現
に旧著作権法（明治三十二年法律第三十九号）による著作権が存するものに係る
実演家については、この限りでない。
（平八法一一七・平一一法七七・平一八法一二一・一部改正）
附 則 （平成三年五月二日法律第六三号）
（施行期日）
１ この法律は、平成四年一月一日から施行する。
（経過措置）

２ 著作権法第九十五条の三の規定は、著作権法の一部を改正する法律（平成元年
法律第四十三号。次項第二号において「平成元年改正法」という。）の施行前に
行われた著作権法第七条第五号に掲げる実演については、適用しない。
（平一一法七七・平一八法一二一・一部改正）
３ 著作権法第九十七条の三の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約（次
号及び附則第五項第三号において「レコード保護条約」という。）により我が
国が保護の義務を負うレコード（著作権法第八条第一号又は第二号に掲げる
ものを除く。）であって著作権法の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第
四十九号）の施行前にその音が最初に固定されたもの
二 著作権法第八条第三号に掲げるレコード（レコード保護条約により我が国が
保護の義務を負うものを除く。）であって平成元年改正法の施行前にその音が
最初 に固定された もの
（平一一法七七・平一八法一二一・一部改正）
４ 最初に販売された日がこの法律の施行前である商業用レコード（第七条第一号
から第四号までに掲げる実演が録音されているもの及び第八条第一号又は第二
号に掲げるレコードが複製されているものに限る。）を実演家又はレコード製作
者が貸与により公衆に提供する権利に関する第九十五条の三第二項に規定する
期間経過商業用レコードに係る期間の起算日については、なお従前の例による。
（平一一法七七・一部改正）
５ 改正後の第百二十一条の二の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる
行為については、適用しない。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそ
のレコード（第八条各号のいずれかに該当するものを除く。）の原盤の提供を
受けて製作した商業用レコード（次号において「特定外国原盤商業用レコー
ド」という。）で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起
算して二十年を経過する日（次号において「二十年の禁止期間経過日」とい
う。）が著作権法の一部を改正する法律（昭和六十三年法律第八十七号。次号
及び第三号において「昭和六十三年改正法」という。）の施行前であるもの
（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、又
はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為
二 二十年の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商
業用レコードで、二十年の禁止期間経過日が昭和六十三年改正法の施行前で
あるものを頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為
三 著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が実演家、
レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約
の締約国の国民（これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及
び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。）であるレコード製作者か
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（施行期日）
１ この法律は、公布の日から施行する。
附 則 （昭和五八年一二月二日法律第七八号）
１ この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
２ この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、
この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法
律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれること
となるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の
制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 （昭和五九年五月一日法律第二三号） 抄
（施行期日）
１ この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 （昭和五九年五月二五日法律第四六号）
（施行期日）
１ この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
（暫定措置法の廃止）
２ 商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法
（昭和五十八年法律第七十六号。以下「暫定措置法」という。）は、廃止する。
（暫定措置法の廃止に伴う経過措置）
３ この法律の施行前に暫定措置法の規定により商業用レコードの公衆への貸与
について許諾を得た者は、改正後の著作権法第二十六条の二、第九十五条の二及
び第九十七条の二の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当
該商業用レコードに複製されている著作物、実演及びレコードを当該商業用レコ
ードの貸与により公衆に提供することができる。
４ この法律の施行前にした暫定措置法第四条第一項の規定に違反する行為につ
いては、暫定措置法（これに基づく政令を含む。）の規定は、なおその効力を有
する。
附 則 （昭和六〇年六月一四日法律第六二号） 抄
（施行期日）
１ この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第七十六条の次に
一条を加える改正規定及び第七十八条第一項の改正規定並びに附則第六項の規
定は、改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。
（施行の日＝昭和六二年四月一日）
（昭六一法六五・一部改正）
（職務上作成する著作物についての経過措置）
２ 改正後の著作権法第十五条の規定は、この法律の施行後に創作された著作物に
ついて適用し、この法律の施行前に創作された著作物については、なお従前の例
による。
（創作年月日登録についての経過措置）

３ 改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日前六月以内に創
作されたプログラムの著作物に係る著作権法第七十六条の二第一項の登録につ
いては、その施行の日から三月を経過する日までの間は、同項ただし書の規定は、
適用しない。
（昭六一法六五・追加）
（プログラムの著作物の複製物の使用についての経過措置）
４ 改正後の著作権法第百十三条第二項の規定は、この法律の施行前に作成された
プログラムの著作物の複製物であつて、改正後の著作権法第四十七条の二の規定
を適用するとしたならば適法であり、かつ、保存し得るべきものとなるものにつ
いては、適用しない。
（昭六一法六五・旧第三項繰下）
（罰則についての経過措置）
５ この法律の施行前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。
（昭六一法六五・旧第四項繰下）
附 則 （昭和六一年五月二三日法律第六四号）
（施行期日）
１ この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
（有線放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置）
２ この法律の施行前に創作された改正後の著作権法第二十九条第三項に規定す
る映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。
（有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権についての経過措置）
３ 著作権法中有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権に関する規定（第九十
五条並びに第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。
）は、この法律の施
行前に行われた有線放送又はその有線放送において送信された実演（同法第七条
第一号から第三号までに規定する実演に該当するものを除く。）については、適
用しない。
（平一一法七七・平一八法一二一・一部改正）
（罰則についての経過措置）
４ この法律の施行前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。
附 則 （昭和六一年五月二三日法律第六五号） 抄
（施行期日）
１ この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 （昭和六三年一一月一日法律第八七号）
（施行期日）
１ この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
（経 過措置）
改正後の著作権法第百二十一条第二号の規定は、この法律の施行後に行われる
２
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ついては、共同著作物とみなす。
（裁定による著作物の利用についての経過措置）
第十一条 新法第六十九条の規定は、この法律の施行前に国内において販売された
商業用レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業用レコードの製作の
ための録音については、適用しない。
２ 旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定によ
り著作物を利用することができることとされた者は、なお従前の例により当該著
作物を利用することができる。
３ 旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定に基づき文化庁長官
が定めた償金の額は、新法第六十八条第一項又は第六十七条第一項の規定に基づ
き文化庁長官が定めた補償金の額とみなして、新法第七十二条及び第七十三条の
規定を適用する。
４ 前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が裁定のあつた
ことをこの法律の施行前に知つているときは、新法第七十二条第一項に規定する
期間は、この法律の施行の日から起算する。
（登録についての経過措置）
第十二条 この法律の施行前にした旧法第十五条の著作権の登録、実名の登録及び
第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第十五条第三項の規定に該
当する場合を除き、これらに相当する新法第七十五条から第七十七条までの登録
に関する処分又は手続とみなす。
２ この法律の施行の際現に旧法第十五条第三項の著作年月日の登録がされてい
る著作物については、旧法第三十五条第五項の規定は、なおその効力を有する。
（出版権についての経過措置）
第十三条 この法律の施行前に設定された旧法による出版権でこの法律の施行の
際現に存するものは、新法による出版権とみなす。
２ この法律の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関する処分又
は手続は、これに相当する新法第八十八条の登録に関する処分又は手続とみなす。
３ 第一項の出版権については、新法第八十条から第八十五条までの規定にかかわ
らず、旧法第二十八条ノ三から第二十八条ノ八までの規定は、なおその効力を有
する。
第十四条 削除
（平 一一法七 七）
（著作隣接権についての経過措置）
第十五条 この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分で、この法律
の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレ
コードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規定が適用される
こととなるものに係るものは、新法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の
処分とみなす。
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著作
２

（平一八法一二一・一部改正）
則 （昭和五六年五月一九日法律第四五号）

抄

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七十年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）までの間とする。
３ この法律の施行前に第一項に規定する実演又はレコードについてした旧法第
十五条第一項の著作権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第百
四条の著作隣接権の登録に関する処分又は手続とみなす。
４ 附則第十条第一項及び第十二条第二項の規定は、第一項に規定する実演又はレ
コードについて準用する。
（昭六三法八七・平三法六三・平八法一一七・平二八法一〇八・一部改
正）
（複製物の頒布等についての経過措置）
第十六条 この法律の施行前に作成した著作物、実演又はレコードの複製物であつ
て、新法第二章第三節第五款（新法第百二条第一項において準用する場合を含
む。）の規定を適用するとしたならば適法なものとなるべきものは、これらの規
定に定める複製の目的の範囲内において、使用し、又は頒布することができる。
この場合においては、新法第百十三条第一項第二号の規定は、適用しない。
（権利侵害についての経過措置）
第十七条 この法律の施行前にした旧法第十八条第一項若しくは第二項の規定に
違反する行為又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為（出版権を侵害する
行為を含む。）については、新法第十四条及び第七章の規定にかかわらず、なお
旧法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三
十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。
（平四法一〇六・一部改正）
（罰則についての経過措置）
第十八条 この法律の施行前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。
附 則 （昭和五三年五月一八日法律第四九号）
（施行期日）
１ この法律は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関す
る条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
（効力を生ずる日＝昭和五三年一〇月一四日）
（経過措置）
２ 改正後の著作権法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が
最初に固定された著作権法第八条第六号に掲げるレコードについては、適用しな
い。
附
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一部改正）
第百二十四条 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。
一 第百十九条第一項若しくは第二項第三号から第六号まで又は第百二十二条
の二第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百十九条第二項第一号若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条
まで 各本条の罰金刑
２ 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、そ
の代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法
人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
３ 第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、そ
の法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴
の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
４ 第一項の規定により第百十九条第一項若しくは第二項又は第百二十二条の二
第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間
は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
（平一二法五六・平一四法七二・平一六法九二・平一六法一二〇・平一
七法七五・平一八法一二一・令二法四八・一部改正）
附 則 抄
（施行期日）
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
（適用範囲についての経過措置）
第二条 改正後の著作権法（以下「新法」という。）中著作権に関する規定は、こ
の法律の施行の際現に改正前の著作権法（以下「旧法」という。）による著作権
の全部が消滅している著作物については、適用しない。
２ この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物につ
いては、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。
３ この法律の施行前に行われた実演（新法第七条各号のいずれかに該当するもの
を除く。）又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード（新法第
八条各号のいずれかに該当するものを除く。）でこの法律の施行の際現に旧法に
よる著作権が存するものについては、新法第七条及び第八条の規定にかかわらず、
著作権法中著作隣接権に関する規定（第九十四条の二、第九十五条、第九十五条
の三第三項及び第四項、第九十七条並びに第九十七条の三第三項から第五項まで
の規定を含む。）を適用する。
（昭五九法四六・平元法四三・平八法一一七・平一一法七七・平一八法
一二一・一部改正）

（国等が作成した翻訳物等についての経過措置）
第三条 新法第十三条第四号に該当する著作物でこの法律の施行の際現に旧法に
よる出版権が設定されているものについては、当該出版権の存続期間内に限り、
同号の規定は、適用しない。
（法人名義の著作物等の著作者についての経過措置）
第四条 新法第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行前に創作された著作
物については、適用しない。
（映画の著作物等の著作権の帰属についての経過措置）
第五条 この法律の施行前に創作された新法第二十九条に規定する映画の著作物
の著作権の帰属については、なお従前の例による。
２ 新法の規定は、この法律の施行前に著作物中に挿入された写真の著作物又はこ
の法律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の著作権の帰属に
ついて旧法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。
（自動複製機器についての経過措置）
第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定
の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら
文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
（昭五九法四六・追加、平四法一〇六・平一一法七七・平一八法一二一
・一部改正）
（公開の美術の著作物についての経過措置）
第六条 この法律の施行の際現にその原作品が新法第四十五条第二項に規定する
屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置によ
る当該著作物の展示を許諾したものとみなす。
（著作物の保護期間についての経過措置）
第七条 この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当
該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間
より長いときは、なお従前の例による。
（翻訳権の存続期間についての経過措置）
第八条 この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条
の規定は、なおその効力を有する。
（著作権の処分についての経過措置）
第九条 この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分は、附則第十五
条第一項の規定に該当する場合を除き、これに相当する新法の著作権の譲渡その
他の処分とみなす。
（ 合 著 作 物 に つ い て の 経 過措 置 ）
第十条 この法律の施行前に二人以上の者が共同して創作した著作物でその各人
の寄与を分離して個別的に利用することができるものについては、旧法第十三条
第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
前項の著作物は、新法第五十一条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用に
２
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信し、若しくは送信可能化する行為（当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、又は第百十三条第六項の規定により著
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 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用制
限手段の回避を行つた者
三 第百十三条第二項の規定により著作権、出版権又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
四 第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等又は技術的
利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみ
なされる行為を行つた者
五 営利を目的として、第百十三条第八項の規定により著作者人格権、著作権、
出版権、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行
つた者
六 営利を目的として、第百十三条第十項の規定により著作権又は著作隣接権を
侵害する行為とみなされる行為を行つた者
（平一一法七七・追加、平一四法七二・平一六法九二・平二四法四三・
平二八法一〇八・令二法四八・一部改正）
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した
著作物の複製物（原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の
著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。）を頒布した者は、一年
以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
（平三法六三・全改、平八法一一七・平一六法九二・一部改正）
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。）は、一年以下の懲役若しくは百万円以下
の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそ
のレコード（第八条各号のいずれかに該当するものを除く。）の原盤の提供を
受けて 製 作した商業用レコ ー ド
二 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締
約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の
国民（当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる
事務所を有する法人を含む。）であるレコード製作者からそのレコード（第八

条各号のいずれかに該当するものを除く。）の原盤の提供を受けて製作した商
業用 レコ ード
（平三法六三・追加、平六法一一二・平八法一一七・平一六法九二・平
二一法五三・平二八法一〇八・一部改正）
第百二十二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以
下の罰金に処する。
（昭五九法四六・平八法一一七・平一六法九二・一部改正）
第百二十二条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万
円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
２ 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
（平一六法一二〇・追加、平一七法七五・一部改正）
第百二十三条 第百十九条第一項から第三項まで、第百二十条の二第三号から第六
号まで、第百二十一条の二及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起す
ることができない。
２ 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 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（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。）
。
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。）
。
３ 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。
４ 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、この限りでない。
（平三法六三・平七法九一・平一一法七七・平一六法九二・平一六法一
二〇（平一六法九二）
・平一七法七五・平二八法一〇八・令二法四八・
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一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者（第百十三条第八項の規定によ
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為を行つた
者を除く。）
二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、
出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
三 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又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
四 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者（当該侵
害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイ
ト等以外の相当数のウェブサイト等（第百十三条第四項に規定するウェブサ
イト等をいう。以下この号及び次号において同じ。）とを包括しているウェブ
サイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者
（著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提
供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応
じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益
を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。
）を除く。）
五 侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者（当該公衆
への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウ
ェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容
易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプロ
グラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、
単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供
したに過ぎない者（著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラ
ムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な
理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権
者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。）を除
く。）
六 第百十三条第五項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を
行つた者
３ 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
一 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又は著作隣接権を侵害しないもの
に限る。）をいう。）の著作権を侵害する自動公衆送信（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ならば著作権の侵害となるべきも
のを含む。）又は著作隣接権を侵害する送信可能化（国外で行われる送信可能
化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきもの

を含む 。
）に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画
（以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。）
を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作
権又は著作隣接権を侵害した者
二 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物（著作権の目的と
なつているものに限る。以下この号において同じ。）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を侵害しない
ものに限る。）の著作権（第二十八条に規定する権利（翻訳以外の方法により
創作された二次的著作物に係るものに限る。）を除く。以下この号及び第五項
において同じ。）を侵害する自動公衆送信（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ならば著作権の侵害となるべきものを含む。）を
受信して行うデジタル方式の複製（録音及び録画を除く。以下この号におい
て同じ。）
（当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分
が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除
く。以下この号及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。）を、
自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害す
る行為（当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態
様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある
場合を除く。）を継続的に又は反復して行つた者
４ 前項第一号に掲げる者には、有償著作物等特定侵害録音録画を、自ら有償著作
物等特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行つて著作権
又は著作隣接権を侵害した者を含むものと解釈してはならない。
５ 第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特
定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する
行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。
（平一八法一二一・全改、平二四法四三・平二八法一〇八・令二法四八
・一部改正）
第百二十条 第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰
金に処する。
（昭五九法四六・平八法一一七・平一四法七二・平一六法九二・一部改
正）
第百二十条の二 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。
一 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、又は当該プログラムを公衆送
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３ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をするこ
とがで き る。
４ 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
５ 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の
取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟
において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者
に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならな
い。
（平一六法一二〇・追加）
（訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）
第百十四条の八 秘密保持命令が発せられた訴訟（全ての秘密保持命令が取り消さ
れた訴訟を除く。）に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定
があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求
があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受
けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者（その
請求をした者を除く。第三項において同じ。）に対し、その請求後直ちに、その
請求があつた旨を通知しなければならない。
２ 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経
過する日までの間（その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てが
その日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまで
の間）、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはな
らない。
３ 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせ
ることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての
同意があるときは、適用しない。
（平一六法一二〇・追加、令二法四八・一部改正）
（名誉回復等の措置）
第百十五条 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演
家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、
著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の
名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
（平一四法七二・一部改正）
（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 著作者又は実演家の死後においては、その遺族（死亡した著作者又は
実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条におい
て同じ。）は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定
に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故
意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条
若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をする

ことができる。
２ 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。た
だし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序と
する。
３ 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。
（平一四法七二・平二八法一〇八・一部改正）
（共同著作物等の権利侵害）
第百十七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権
者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る
自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の
返還の請求をすることができる。
２ 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。
（無名又は変名の著作物に係る権利の保全）
第百十八条 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者
のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一
項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠
償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者
の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実
名の登録があつた場合は、この限りでない。
２ 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として
通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。
第八章 罰則
（平四法一〇六・旧第七章繰下）
第百十九条 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
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。）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た者、第百十三条第
二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しく
は著作隣接権（同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作
隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。）を侵害
する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十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なされる行為を行つた者又は次項第三号
若しくは第六号に掲げる者を除く。）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以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
２
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（書類の提出等）
第百十四条の三 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著
作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、
当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算を
するため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者に
おいてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
２ 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか
又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要
があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場
合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
３ 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の
書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどう
かについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認め
るときは、当事者等（当事者（法人である場合にあつては、その代表者）又は当
事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の従業者をいう。
第百十四条の六第一項において同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類
を開示することができる。
４ 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に
基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事
訴訟法（平成八年法律第百九号）第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員
に対し、当該書類を開示することができる。
５ 前各項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接
権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証
の目的の提示について準用する。
（平八法一一七・追加、平一二法五六・一部改正、平一五法八五・旧第
百十四条の二繰下、平一六法一二〇・令二法四八・一部改正）
（鑑定人に対する当事者の説明義務）
第百十四条の四 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事
者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な
事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするた
め必要な事項について説明しなければならない。
（平一二法五六・追加、平一五法八五・旧第百十四条の三繰下）
（相当な損害額の認定）
第百十四条の五 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害
が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を
立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論
の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
（平一二法五六・追加、平一五法八五・旧第百十四条の四繰下）
（秘密保持命令）

第百十四条の六 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著
作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密（不正競争
防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以
下同じ。）について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があ
つた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐
人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該
営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはなら
ない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代
理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の
取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた
場合は、この限りでない。
一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘
密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠（第
百十四条の三第三項の規定により開示された書類を含む。）の内容に当事者の
保有する営業秘密が含まれること。
二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営
業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に
支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開
示を制限する必要があること。
２ 前項の規定による命令（以下「秘密保持命令」という。
）の申立ては、次に掲
げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 秘密保持命令を受けるべき者
二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三 前項各号に掲げる事由に該当する事実
３ 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に
送達しなければならない。
４ 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時か
ら、効力を生ずる。
５ 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができ
る。
（平一六法一二〇・追加、平一七法七五・一部改正）
（秘密保持命令の取消し）
第百十四条の七 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、
訴訟記録の存する裁判所（訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密
保持命令を発した裁判所）に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこ
れを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすること
ができる。
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書
をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
２

─ 39 ─

著作権法
著作権法

（以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。）を国外におい
て自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国
外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為
又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内にお
いて頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが
国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当
該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されるこ
ととなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内に
おいて政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外
頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコード
を国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行
為については、この限りでない。
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その
著作者人格権を侵害する行為とみなす。
（昭六〇法六二・昭六三法八七・平一一法七七・平一四法七二・平一六
法九二・平一八法一二一・平二一法五三・平二八法一〇八・平三〇法三
〇・令二法四八・一部改正）
（善意者に係る譲渡権の特例）
第百十三条の二 著作物の原作品若しくは複製物（映画の著作物の複製物（映画の
著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を
含む。）を除く。以下この条において同じ。）、実演の録音物若しくは録画物又は
レコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製
物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の
二第二項各号、第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二第二項各号のいず
れにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がな
い者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレ
コードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条の
二第一項又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないもの
とみなす。
（平一一法七七・追加）
（損害の額の推定等）
第百十四条 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。）の数量（以下この項において「譲渡等数量」と
11

いう。）に、著作権者等が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る。
２ 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版
権又は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
を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているとき
は、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の
額と推定する。
３ 著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出
版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の
行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、そ
の賠償を請求することができる。
４ 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。
５ 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るについて、これを
参酌することができる。
（平一二法五六・平一五法八五・平二六法三五・平二八法一〇八・一部
改正）
（具体的態様の明示義務）
第百十四条の二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の
侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権
者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして
主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様
を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることがで
きない相当の理由があるときは、この限りでない。
（平一五法八五・追加）
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ロ イに掲げるもののほか、当該プログラムにより提供されている侵害送信
元識別符号等の数、当該数が当該プログラムにより提供されている送信元
識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資す
る分類又は整理の状況その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号
等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のため
に用いられるものであると認められるプログラム
３ 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つている者（当該
侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイ
ト等以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等において、
単に当該公衆への提示の機会を提供しているに過ぎない者（著作権者等からの当
該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元
識別符号等 の 削除 に関する請求 に正 当な理由なく応じない状態が相 当期 間にわ
たり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる
特別な事情がある場合を除く。）を除く。）又は侵害著作物等利用容易化プログラ
ムの公衆への提供等を行つている者（当該公衆への提供等のために用いられてい
るウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェ
ブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用
容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いら
れているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラム
の公衆への提供等の機会を提供しているに過ぎない者（著作権者等からの当該侵
害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等
の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続し
ていることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情
がある場合を除く。）を除く。）が、当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等
において又は当該侵害著作物等利用容易化プログラムを用いて他人による侵害
著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供が行われている場合であつ
て、かつ、当該送信元識別符号等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知
つている場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合に
おいて、当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可
能であるにもかかわらず当該措置を講じない行為は、当該侵害著作物等に係る著
作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
４ 前二項に規定するウェブサイト等とは、送信元識別符号のうちインターネット
において個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブ
ページ（インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部
科学省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）の集合物（当該集合
物の一部を構成する複数のウェブページであつて、ウェブページ相互の関係その
他の事情に照らし公衆への提示が一体的に行われていると認められるものとし
て政令で定める要件に該当するものを含む。）をいう。
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物（当該
５

複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物
並びに第一項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物
の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。）を業務上
電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した
時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
６ 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。次項並びに第百
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。
７ 技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能
とする指令符号（電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて一の
結果を得ることができるものをいう。）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、又は公衆送信し、若しくは送信可能化する行為は、当該技
術的保護手段に係る著作権等又は当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権
若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなす。
８ 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、出版権、
実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為（記録又は送信の方式の変
換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及
び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。）
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒
布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作
物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
９ 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（次条第九項の
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
「著作隣接権を」とあるのは「著作隣接権（同項の規定により著作隣接権とみな
される権利を含む。
）を」とする。
国内において頒布することを目的とする商業用レコード（以下この項において
「国内頒布目的商業用レコード」という。）を自ら発行し、又は他の者に発行さ
せている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一
の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの
10
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正）
（あつせんへの付託）
第百八条 文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申
請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他
の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。
２ 文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせん
をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせ
んの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。
（あつせん）
第百九条 委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即
して事件が解決されるように努めなければならない。
２ 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切る
ことができる。
（報 告 等 ）
第百十条 委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなけ
ればならない。
２ 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせん
を打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しな
ければならない。
（政令への委任）
第百十一条 この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な
事項は、政令で定める。
第七章 権利侵害
（平四法一〇六・旧第六章繰下）
（差止請求権）
第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作
者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害
するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
２ 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による
請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物
又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又
は予防に必要な措置を請求することができる。
（平一四法七二・一部改正）
（侵害とみなす行為）
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格
権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとし
たならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵
害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行
為によつて作成された物（前号の輸入に係る物を含む。）を、情を知つて、頒
布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業
として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
２ 送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提
供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの（以下この項
及び次項において「送信元識別符号等」という。）の提供により侵害著作物等
（著作権（第二十八条に規定する権利（翻訳以外の方法により創作された二次的
著作物に係るものに限る。
）を除く。以下この項及び次項において同じ。）
、出版
権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行わ
れる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害とな
るべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。）の
他人による利用を容易にする行為（同項において「侵害著作物等利用容易化」と
いう。）であつて、第一号に掲げるウェブサイト等（同項及び第百十九条第二項
第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。）において
又は第二号に掲げるプログラム（次項及び同条第二項第五号において「侵害著作
物等利用容易化プログラム」という。）を用いて行うものは、当該行為に係る著
作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認
めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版
権又は著作隣接権を侵 害する行為と みなす。
一 次に掲げるウェブサイト等
イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等
（以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」と
いう。）の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が
強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別
符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するもの
であると認められるウェブサイト等
ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供されている侵
害送信元識別符号等の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供され
ている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等
の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該ウェブサイト等における
侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著
作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
二 次に掲げるプログラム
イ 当該プログラムによる送信元識別符号等の提供に際し、侵害送信元識別
符号等の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が
強調されていることその他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等
の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものである
と認められるプログラム
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ホ 授業目的公衆送信に係る有線放送に関し第百条の三及び第百条の四に規
定する権利を有する者を構成員とする団体（その連合体を含む。）であつて、
国内において授業目的公衆送信に係る有線放送に関しこれらの規定に規定
する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
三 前号イからホまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるもので
あること。
イ 営利を目的としないこと。
ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四 権利者のために授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務（第百
四条の十五第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関
係業務」という。）を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
（平三〇法三〇・追加）
（授業目的公衆送信補償金の額）
第百四条の十三 第百四条の十一第一項の規定により指定管理団体が授業目的公
衆送信補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、授業目的公衆
送信補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。
２ 前項の認可があつたときは、授業目的公衆送信補償金の額は、第三十五条第二
項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
３ 指定管理団体は、第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、授業目的公衆送信
が行われる第三十五条第一項の教育機関を設置する者の団体で同項の教育機関
を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならな
い。
４ 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る授業目的公衆送信補償金の額が、第
三十五条第一項の規定の趣旨、公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信
可能化を含む。）に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であ
ると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。
５ 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなけ
れば ならない。
（平 三 〇 法三 〇・ 追加）
（補 償金関係業 務 の執 行に関す る規 程）
第百四条の十四 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補
償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
２ 前項の規程には、授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、
指定管理団体は、第三十五条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事
項を定めなければならない。
（平 三 〇 法三〇・追 加 ）

（著作権等の保護に関する事業等のための支出）
第百四条の十五 指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の総額のうち、授業目
的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事
務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額
に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作
の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
２ 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化
審議会に諮問しなければならない。
３ 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があ
ると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をす
ることができる。
（平三〇法三〇・追加）
（ 報 告 の徴 収 等 ）
第百四条の十六 文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確
保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に
関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金
関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
（平三〇法三〇・追加）
（政令への委任）
第百四条の十七 この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務
に関し必要な事項は、政令で定める。
（平 三 〇 法三〇・追 加 ）
第六章 紛 争 処理
（平四法一〇六・旧第五章繰下）
（著作権紛争解決あつせん委員）
第百五条 この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決
を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員（以下この章において「委
員」という。）を置く。
２ 委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有
する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。
（あつせんの申請）
第百六条 この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁
長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
（手数料）
第百七条 あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を
納付しなければならない。
２ 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適
用しない。
（昭五六法四五・昭五九法二三・平一一法二二〇・令二法四八・一部改
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製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
４ 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十
条第一項（第百二条第一項において準用する場合を含む。）及び第百四条の四第
一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮し
た適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。
５ 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなけ
ればならない。
（平四法一〇六・追加、平一一法一六〇・令二法四八・一部改正）
（補償金関係業務の執行に関する規程）
第百四条の七 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償
金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
２ 前項の規程には、私的録音録画補償金（第百四条の四第一項の規定に基づき支
払を受けるものに限る。）の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、
第三十条第三項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければ
ならない。
（平四法一〇六・追加、令二法四八・一部改正）
（著作権等の保護に関する事業等のための支出）
第百四条の八 指定管理団体は、私的録音録画補償金（第百四条の四第一項の規定
に基づき支払を受けるものに限る。）の額の二割以内で政令で定める割合に相当
する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興
及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
２ 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化
審議会に諮問しなければならない。
３ 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があ
ると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をす
ることができる。
（平四法一〇六・追加、平一一法一六〇・一部改正）
（報告 の徴収等 ）
第百四条の九 文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保
するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関
して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関
係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
（平四法一〇六・追加）
（政令への委任）
第百四条の十 この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に
関し必要な事項は、政令で定める。
（平四法一〇六・追加、平一二法一三一・旧第百四条の十一繰上、平三
〇法三〇・一部改正）

第二節 授業目的公衆送信補償金
（平 三 〇 法三〇・追 加 ）
（授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使）
第百四条の十一 第三十五条第二項（第百二条第一項において準用する場合を含む。
第百四条の十三第二項及び第百四条の十四第二項において同じ。）の補償金（以
下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。）を受ける権利は、授業
目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者（次項及び次条第四号において「権
利者」という。）のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、
全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの（以下この節
において「指定管理団体」という。）があるときは、当該指定管理団体によつて
のみ行使することができる。
２ 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自
己の名をもつて授業目的公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判
外の行為を行う権限を有する。
（平 三〇法三 〇・ 追 加 ）
（指 定の基準）
第百四条の十二 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一
項の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人であること。
二 次に掲げる団体を構成員とすること。
イ 第三十五条第一項（第百二条第一項において準用する場合を含む。次条
第四項において同じ。）の公衆送信（第三十五条第三項の公衆送信に該当す
るものを除く。以下この節において「授業目的公衆送信」という。）に係る
著作物に関し第二十三条第一項に規定する権利を有する者を構成員とする
団体（その連合体を含む。）であつて、国内において授業目的公衆送信に係
る著作物に関し同項に規定する権利を有する者の利益を代表すると認めら
れるもの
ロ 授業目的公衆送信に係る実演に関し第九十二条第一項及び第九十二条の
二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体（その連合体を含
む。）であつて、国内において授業目的公衆送信に係る実演に関しこれらの
規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
ハ 授業目的公衆送信に係るレコードに関し第九十六条の二に規定する権利
を有する者を構成員とする団体（その連合体を含む。）であつて、国内にお
いて授業目的公衆送信に係るレコードに関し同条に規定する権利を有する
者の利益を代表すると認められるもの
ニ 授業目的公衆送信に係る放送に関し第九十九条第一項及び第九十九条の
二第一項に規定する権利を有する者を構成員とする団体（その連合体を含
む。）であつて、国内において授業目的公衆送信に係る放送に関しこれらの
規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの
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（次項及び次条第四号において「権利者」という。）のためにその権利を行使す
ることを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに
全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの（以下この節
において「指定管理団体」という。）があるときは、それぞれ当該指定管理団体
によつてのみ行使することができる。
一 私的使用を目的として行われる録音（専ら録画とともに行われるものを除く。
次条第二号イ及び第百四条の四において「私的録音」という。）に係る私的録
音録 画補償 金
二 私的使用を目的として行われる録画（専ら録音とともに行われるものを含む。
次条第二号ロ及び第百四条の四において「私的録画」という。）に係る私的録
音録 画補償 金
２ 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自
己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の
行為を行う権限を有する。
（平 四法一〇 六・ 追 加 、平 三〇 法三〇・令二法四八・一 部 改正 ）
（指 定の基準）
第百四条の三 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項
の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人であること。
二 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ
及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合
についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
イ 私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構
成員とする団体（その連合体を含む。）であつて、国内において私的録音に
係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認め
られるもの
ロ 私的録画に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構
成員とする団体（その連合体を含む。）であつて、国内において私的録画に
係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認め
られるもの
ハ 国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体（その連合
体を含む。）
ニ 国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とす
る団体（その連合体を含む。
）
三 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるもので
あること。
イ 営利を目的としないこと。
ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。

四 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務（第百四条
の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業
務」という。）を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
（平四法一〇六・追加、平一八法五〇・平三〇法三〇・一部改正）
（私的録音録画補償金の支払の特例）
第百四条の四 第三十条第三項の政令で定める機器（以下この条及び次条において
「特定機器」という。）又は記録媒体（以下この条及び次条において「特定記録
媒体」という。）を購入する者（当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供され
た後最初に購入するものに限る。）は、その購入に当たり、指定管理団体から、
当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的
録音録画補償金の一括の支払として、第百四条の六第一項の規定により当該特定
機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請
求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。
２ 前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、
その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の
用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することがで
きる。
３ 第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特
定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払
われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第三項の規定
にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金
を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定
により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。
（平四法一〇六・追加、平三〇法三〇・令二法四八・一部改正）
（製造業者等の協力義務）
第百四条の五 前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支
払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者
（次条第三項において「製造業者等」という。
） は、 当該私的録音 録画補償 金の
支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。
（平四法一〇六・追加）
（私 的録音 録 画補 償金の 額 ）
第百四条の六 第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補
償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の
額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとする
ときも、同様とする。
２ 前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第三項の規
定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音
録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で
３
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６ 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三
十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第
一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
７ 前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用
する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、
「 第九
十六条の二」と読み替えるものとする。
８ 第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を
放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有
線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装
置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、これを受信して同時に
専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可
能化（公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に
情報を入力することによるものに限る。
）を行うことができる。
９ 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二
の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
一 第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項
第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項
若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第
二号、第四十一条から第四十二条の三まで、第四十三条第二項、第四十四条
第一項若しくは第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二
又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定
の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつ
て当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係
る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者
二 第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実
演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的
のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者
三 第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物
又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
四 第一項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定め
る目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等
の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した
者
五 第三十三条の三第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のた
めに、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくは
レコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該
レコードに係る音の公衆への提示を行つた者
（昭五三法四九・昭五九法四六・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一
法四三・平一一法七七・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一

・平二一法五三・平二一法七三・平二二法六五・平二四法四三・平三〇
法三〇・平三〇法三九・令二法四八・一部改正）
（実演家人格権との関係）
第百二条の二 前条の著作隣接権の制限に関する規定（同条第七項及び第八項の規
定を除く。
）は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
（平一四法七二・追加、平一八法一二一・平二一法五三・一部改正）
（著作隣接権の譲渡、行使等）
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一
項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条及び第六十三条の二の規定は
実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は
著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的と
して質権が設定されている場合について、第六十七条、第六十七条の二（第一項
ただし書を除く。）、第七十条（第三項及び第四項を除く。）、第七十一条（第二号
に係る部分に限る。）、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四
項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、
放送又は有線放送の利用について、第七十一条（第一号に係る部分に限る。）及
び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十
三条の三までの規定による放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。
この場合において、第六十三条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九
十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二第一項又は第百条の四」と、
第七十条第五項中「前項」とあるのは「第百三条において準用する第六十七条第
一項」と読み替えるものとする。
（昭六一法六四・平九法八六・平一四法七二・平二一法五三・平二二法
六五・平三〇法三九・令二法四八・一部改正）
（著 作隣接権の登録 ）
第百四条 第七十七条及び第七十八条（第三項を除く。）の規定は、著作隣接権に
関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、
第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、
「著作隣接権登録原簿」と
読み替えるもの と する。
（平一一法四三（平一一法二二〇（平一二法一三一））
・平一五法六一・
平二一法五三・一部改正）
第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
（平四法一〇六・追加、平三〇法三〇・改称）
第一節 私的録音録画補償金
（平三〇法三〇・節名追加）
（私的録音録画補償金を受ける権利の行使）
第百四条の二 第三十条第三項（第百二条第一項において準用する場合を含む。以
下この節において同じ。）の補償金（以下この節において「私的録音録画補償
金」という。）を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者
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（有 線テレビジ ョ ン放 送の伝達権）
第百条の五 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡
大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
（昭六一法六四・追加、平一四法七二・旧第百条の四繰下）
第六節 保 護 期 間
（昭六一法六四・旧第五節繰下）
（実 演、レコ ード 、放 送又は 有 線放送の保護 期間 ）
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
一 実演に関しては、その実演を行つた時
二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
三 放送に関しては、その放送を行つた時
四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
２ 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。
一 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七十
年を経過した時
二 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
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
三 放送に関しては、その放送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
四 有線放送に関しては、その有線放送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
（昭六一法六四・昭六三法八七・平三法六三・平一四法七二・平二八法
一〇八・一部改正）
第七節 実演家人格権の一身専属性等
（平一四法七二・追加）
（実演家人格権の一身専属性）
第百一条の二 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
（平 一四法七二・ 追 加 ）
（実演家の死後における人格的利益の保護）
第百一条の三 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後
においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となる
べき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変
動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この
限りでない。
（平一四法七二・追加）
第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
（昭六一法六四・旧第六節繰下、平一四法七二・旧第七節繰下）

（著 作隣 接権の制 限）
第百二条 第三十条第一項（第四号を除く。第九項第一号において同じ。）、第三十
条の二から第三十二条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三
十七条の二（第一号を除く。次項において同じ。）、第三十八条第二項及び第四項、
第四十一条から第四十三条まで、第四十四条（第二項を除く。）、第四十六条から
第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接
権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、
第三十条第三項及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実
演又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規
定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、
第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は
有線放送の利用について準用する。この場合において、第三十条第一項第三号中
「自動公衆送信（国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化（国外
で行われる送信可能化」と、
「含む。）
」とあるのは「含む。
）に係る自動公衆送
信」と、第四十四条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一
項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」
とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
２ 前項において準用する第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項において準
用する場合を含む。）、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七
条第三項、第三十七条の二、第四十二条若しくは第四十七条の規定又は次項若し
くは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係
る音若しくは影像（以下「実演等」と総称する。）を複製する場合において、そ
の出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認めら
れる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
３ 第三十三条の三第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製す
ることができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において
録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める
目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
４ 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定め
るものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項
の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該
録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信
可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
５ 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送
に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化（公衆の用
に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力す
ることによるものに限る。
）を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九
十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、
この限りでない。
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３ 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業
とする者の相当数を構成員とする団体（その連合体を含む。
）でその同意を得て
文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することが
できる。
４ 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の
団体について準用する。
（昭五三法四九・昭六一法六四・平元法四三・平一四法七二・平一八法
一二一・一部改正）
（譲渡権）
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆
に提供する権利を専有する。
２ 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡
による場合には、適用 し ない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡さ
れたレコードの複製物
二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公
衆に譲渡されたレコードの複製物
三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公
衆に譲渡されたレコードの複製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数
の者に譲渡されたレコードの複製物
五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は
同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者に
より譲渡されたレコードの複製物
（平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・一部改正）
（貸与権等）
第九十七条の三 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用
レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
２ 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
３ 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提
供した場合には、当該レコード（著作隣接権の存続期間内のものに限る。
） に係
るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
４ 第九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
５ 第九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において
準用する第九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合において
は、第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
６ 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項
において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中
７

「第九十五条第六項」とあるのは、
「第九十五条第七項」と読み替えるものとす
る。
（昭五九法四六・追加、平元法四三・平三法六三・一部改正、平一一法
七七・旧第九十七条の二繰下・一部改正、平一四法七二・一部改正）
第四節 放送事業者の権利
（複製権）
第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信し
て、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似す
る方法により複製する権利を専有する。
（再放送権及び有線放送権）
第九十九条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送す
る権利を専有する。
２ 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわ
なければならない有線放送については、適用しない。
（送信可能化権）
第九十九条の二 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信
して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
２ 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わ
なければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。
（平一四法七二・追加、平二二法六五・一部改正）
（テレビジョン放送の伝達権）
第百条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送
を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を
専有する。
第五節 有線放送事業者の権利
（昭六一法六四・追加）
（複製権）
第百条の二 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音
又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する
権利を専有する。
（昭六一法六四・追加）
（放 送権及び再有 線放 送権）
第百条の三 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有
線放送する権利を専有する。
（昭六一法六四・追加）
（送信可能化権）
第百条の四 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権
利を専有する。
（平一四法七二・追加）
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のは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第
九十五条第一項の放送事業者等」と、
「著作権者」とあるのは「同条第五項の団
体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読
み替えるものとする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四
号）の規定は、第十項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、
適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不
当に害することとなる場合は、この限りでない。
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五
項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
（昭六一法六四・平元法四三・平六法一一二・平一一法二二〇・平一四
法七二・平一八法一二一・平二一法五三・平二八法一〇八・平三〇法三
九・一部改正）
（譲渡権）
第九十五条の二 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に
提供する権利を専有する。
２ 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている
実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画され
ているもの
３ 第一項の規定は、実演（前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同
じ。）の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場
合には、適用しない。
一 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡
された実演の録音物又は録画物
二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公
衆に 譲渡された 実 演の録音物又 は録 画物
三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公
衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少
数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
五 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又
は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者
により譲渡された実演の録音物又は録画物
（平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・一部改正）
（貸与権等）
第九十五条の三 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸
与により公衆に提供する権利を専有する。

２ 前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範
囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード（複製されているレコ
ードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商
業用レコード」という。）の貸与による場合には、適用しない。
３ 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者（以下「貸レコード業者」
という。）は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合
には、当該実演（著作隣接権の存続期間内のものに限る。）に係る実演家に相当
な額の報酬を支払わなければならない。
４ 第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利につい
て準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同
条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、
「第九十五条の
三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
５ 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項に
おいて準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
６ 第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。
この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
（昭五九法四六・追加、平元法四三・平三法六三・一部改正、平一一法
七七・旧第九十五条の二繰下・一部改正、平一四法七二・一部改正）
第三節 レコード製作者の権利
（複製権）
第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
（昭五三法四九・平元法四三・平四 法一〇六・一部改正）
（送信可能化権）
第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有す
る。
（平九法八六・追加）
（商業用レコードの二次使用）
第九十七条 放送事業者等は、商業用レコード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、聴衆又は観衆から料金（いずれの名義をもつて
するかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。）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合を除く。）には、そのレコ
ード（第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内
のものに限る。）に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
２ 第九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者につい
て準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準
用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコー
ド製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民
であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とある
のは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
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ない。
２ 次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。
一 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又
は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
二 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者
で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの
（平九法八六・一部改正）
（放送のための固定物等による放送）
第九十四条 第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許
諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送
のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
一 当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は
録画物を用いてする放送
二 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した
録音物又は録画物の提供を受けてする放送
三 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてす
る放送（前号の放送を除く。）
２ 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、
当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条
第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
（放 送され る 実演の有 線放送 ）
第九十四条の二 有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合（営利を
目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金（いずれの名義をもつてするかを問わ
ず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第一項において同じ。）を受けな
い場合を除く。）には、当該実演（著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九
十二条第二項第二号に掲げるものを除く。）に係る実演家に相当な額の報酬を支
払わなければならない。
（平一八法一二一・追加）
（商業用レコードの二 次使用）
第九十五条 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、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。
前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、

２

a

実演家等保護条約第十六条１（ ） の規定に基づき実演家等保護条約第十二条
の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とする
レコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
３ 第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与
えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定に
より実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製
作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保
護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与
えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
４ 第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国（実演家等保護条約の締約国を
除く。）であつて、実演・レコード条約第十五条 の規定により留保を付してい
る国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演
家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
５ 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数
を構成員とする団体（その連合体を含む。）でその同意を得て文化庁長官が指定
するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
６ 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしては
ならない。
一 営利を目的としないこと。
二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者（以下この条において「権利
者」という。）のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに
足りる能力を有すること。
７ 第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利
を行使することを拒んではならない。
８ 第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をも
つてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
９ 文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二
次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提
出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次
使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議
して定めるものとする。
前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、
同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
第七十条第三項、第六項及び第八項、第七十一条（第二号に係る部分に限
る。）並びに第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用
料について準用する。この場合において、第七十条第三項中「著作権者」とある
10
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(i)

(3)
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項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に
規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬
並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
２ レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び
第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次
使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
３ 放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
４ 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
５ 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
６ 第一項から第四項までの権利（実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及
び二次使用料を受ける権利を除く。）は、著作隣接権という。
（昭五九法四六・昭六一法六四・平四法一〇六・平九法八六・平一一法
七七・平一四法七二・平一八法一二一・一部改正）
（著作者の権利と著作隣接権との関係）
第九十条 この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならな
い。
第二節 実演家の権利
（氏 名表 示権）
第九十条の二 実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若し
くはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は
実演家名を表示しないこととする権利を有する。
２ 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につ
き既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。
３ 実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実
演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公
正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。
４ 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定に
より行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独
立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演に
つき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。
二 行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条
第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の
規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体
の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合
において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。
三 公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定（同項の規定
に相当する規定に限る。）により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長
が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にそ

の実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。
（平一四法七二・追加、平一五法一一九・平二四法四三・一部改正）
（同一性保持権）
第九十条の三 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又
は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
２ 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得な
いと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適
用しない。
（平一四法七二・追加）
（録音権及び 録画権）
第九十一条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
２ 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物にお
いて録音され、又は録画された実演については、これを録音物（音を専ら影像と
ともに再生することを目的とするものを除く。
）に録音する場合を除き、適用し
ない。
（昭五九法四六・平一四法七二・一部改正）
（放送権及び有線放送権）
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
２ 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画
されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されて
いるも の
（昭六一法六四・平九法八六・一部改正）
（送信可能化権）
第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
２ 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている
実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画され
ているもの
（平九法八六・追加）
（放送のための固定）
第九十三条 実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の
許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することが
できる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異
なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りで
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生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
（平二六法三五・一部改正）
第八十五条 削除
（平一一法七七）
（出版権の制限）
第八十六条 第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項及び第三項後
段、第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含
む。）、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第四項、第三十四条第
一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第
三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二ま
で、第四十二条の三第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十
七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつ
ている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第一項
ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十五
条第一項ただし書、第四十二条第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び
第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項た
だし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」
とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出
版権 を 」 と 、
「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
２ 次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
一 第三十条第一項に定める私的使用の目的以外の目的のために、同項の規定の
適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書
若しくは図画として複製することにより作成された著作物の複製物（原作の
まま第七十九条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記
録として複製することにより作成されたものを含む。）を頒布し、又は当該複
製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
二 前項において準用する第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三
項後段、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第
三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文（同条第二号に係
る場合にあつては、同号）、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条
の三第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十
七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受
けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作
物の公衆への提示を行つた者
三 前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作
物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又
は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著
作物を利用した者
前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める
四

目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の
複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
３ 第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第三項前段、第三十二条第一
項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項、第三十五条第一項、第三十
六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二（第二号を除く。）、
第四十条第一項、第四十一条、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第四十
六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第
四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準
用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、
第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十五条第一項ただし書、第三十六条
第一項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の
二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第
一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同
条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、
「著作権の」とあ
るのは「出版権の」と読み替えるものとする。
（平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・平二
一法五三・平二四法四三・平二六法三五・平三〇法三〇・平三〇法三九
・令二法四八・一部改正）
（出版権の譲渡等）
第八十七条 出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一
部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
（平二六法三五・一部改正）
（出版権の登録）
第八十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができな
い。
一 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅（混同又は複製権若しくは公衆送信
権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅（混同又は出版権
若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限
２ 第七十八条（第三項を除く。
）の規定は、前項の登録について準用する。この
場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録
原簿」とあるのは、
「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
（平一一法四三（平一一法二二〇（平一二法一三一））
・平一五法六一・
平二一法五三・平二六法三五・平三〇法七二・一部改正）
第四章 著作隣接権
第一節 総則
（ 著 作 隣接 権 ）
第八十九条 実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権
利（以下「実演家人格権」という。）並びに第九十一条第一項、第九十二条第一
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くは図画として出版すること（電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画と
して表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録さ
れた当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条
第一号において「出版行為」という。）又は当該方式により記録媒体に記録され
た当該著作物の複製物を用いて公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送
信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。）を行うこと
（次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。）を引き
受ける者に対し、出版権を設定することができる。
２ 複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されて
いるときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定するこ
とができるものとする。
（平二六法三五・一部改正）
（出版権の内容）
第八十条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である
著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。
一 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により
文書又は図画として複製する権利（原作のまま前条第一項に規定する方式に
より記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。
）
二 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著
作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
２ 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に
別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為
（第八十三条第二項及び第八十四条第三項において「出版行為等」という。）が
あつた日から三年を経過したときは、複製権等保有者は、前項の規定にかかわら
ず、当該著作物について、全集その他の編集物（その著作者の著作物のみを編集
したものに限る。）に収録して複製し、又は公衆送信を行うことができる。
３ 出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版
権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。
４ 第六十三条第二項、第三項及び第五項並びに第六十三条の二の規定は、前項の
場合について準用する。この場合において、第六十三条第三項中「著作権者」と
あるのは「第七十九条第一項の複製権等保有者及び出版権者」と、同条第五項中
「第二十三条第一項」とあるのは「第八十条第一項（第二号に係る部分に限
る。）
」 と読 み替えるもの とす る。
（平二六法三五・令二法四八・一部改正）
（出版の義務）
第八十一条 出版権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である
著作物につき当該各号に定める義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがあ
る場合は、この限りでない。
一 前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者（次条において「第一号出版

権者」という。） 次に掲げる義務
イ 複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原
品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の
提供を受けた日から六月以内に当該著作物について出版行為を行う義務
ロ 当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務
二 前条第一項第二号に掲げる権利に係る出版権者（次条第一項第二号において
「第二号出版権者」という。） 次に掲げる義務
イ 複製権等保有者からその著作物について公衆送信を行うために必要な原
稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る
電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について公衆送信
行為を行う義務
ロ 当該著作物について慣行に従い継続して公衆送信行為を行う義務
（平二六法三五・一部改正）
（著作物の修正増減）
第八十二条 著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物
に修正又は増減を加えることができる。
一 その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
二 その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合
２ 第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとする
ときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。
（平二六法三五・一部改正）
（出版権の存続期間）
第八十三条 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
２ 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初
の出版行為等があつた日から三年を経過した日において消滅する。
（平二六法三五・一部改正）
（出版権の消 滅の 請求 ）
第八十四条 出版権者が第八十一条第一号（イに係る部分に限る。）又は第二号
（イに係る部分に限る。）の義務に違反したときは、複製権等保有者は、出版権
者に通知してそれぞれ第八十条第一項第一号又は第二号に掲げる権利に係る出
版権を消滅させることができる。
２ 出版権者が第八十一条第一号（ロに係る部分に限る。）又は第二号（ロに係る
部分に限る。）の義務に違反した場合において、複製権等保有者が三月以上の期
間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされな
いときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してそれぞれ第八十条第一項第一
号又は第二号に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。
３ 複製権等保有者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなく
なつたときは、その著作物の出版行為等を廃絶するために、出版権者に通知して
その出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常
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２ 前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払
うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託し
なければならない。
３ 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは前二項の規定による補償金
の供託又は同条第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は
居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供
託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所
に、それぞれするものとする。
４ 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならな
い。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができ
ない場合は、この限りでない。
（平一五法八五・平二一法五三・平二九法四五・平三〇法三〇・平三〇
法三九・一部改正）
第十節 登録
（実名の登録）
第七十五条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有す
るかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることがで
きる。
２ 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けるこ
とができる。
３ 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
（第一発行年月日等の登録）
第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物につ
いて第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
２ 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物につい
ては、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたも
のと推定する。
（創作年月日の登録）
第七十六条の二 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日
の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合
は、この限りでない。
２ 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創
作があつたものと推定する。
（昭六〇法六二・追加）
（著 作権の登 録）
第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができな
い。
一 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅（混同又は著作権

若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限
（平二一法五三・平三〇法七二・一部改正）
（ 登 録 手続 等 ）
第七十八条 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前
条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。
２ 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディ
スク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物
を含む。第四項において同じ。）をもつて調製することができる。
３ 文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行つたときは、その旨をインターネ
ットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
４ 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその
附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権
登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記
載した書類の交付を請求することができる。
５ 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなけ
ればならない。
６ 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適
用しない。
７ 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法（平成五年法律第
八十八号）第二章及び第三章の規定は、適用しない。
８ 著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、
適用 しない。
９ 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報（行政機関の
保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号）第二条第五
項に規定する保有個人情報をいう。）については、同法第四章の規定は、適用し
ない。
この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政
令で定める。
（昭五九法二三・昭六〇法六二・平五法八九・平一一法二二〇・平一一
法四三（平一一法二二〇（平一二法一三一））
・平一三法一四〇・平一五
法六一・平二一法五三・平二八法五一・令二法四八・一部改正）
（プログラムの著作物の登録に関する特例）
第七十八条の二 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定による
ほか、別に法律で定めるところによる。
（昭六〇法六二・追加）
第三章 出版権
（出版権の設定）
第七十九条 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者（以下こ
の章において「複製権等保有者」という。）は、その著作物について、文書若し
10
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第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販
売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾
を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しよ
うとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につ
き協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないと
きは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして
文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による
公衆への提供をすることができる。
（平一一法七七・一部改正）
（裁定に関する手続及び基準）
第七十条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
２ 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適
用しない。
３ 文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その
旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機
会を与えなければならない。
４ 文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請が
あつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの
裁定をしてはならない。
一 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明
らかであるとき。
二 第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾
を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
５ 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき（第七項の規定に
より裁定をしない処分をする場合を除く。）は、あらかじめ申請者にその理由を
通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当
該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を
通知しなければならない。
６ 文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示す
るとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、そ
の旨を当事者に通知しなければならない。
７ 文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる
旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
８ 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令
で定める。
（昭五六法四五・昭五九法二三・平一一法二二〇・平二一法五三・令二
法四八・一部改正）
第九節 補償金等

（平 二一 法五三・ 改称）
（文化審議会への諮問）
第七十一条 文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問
しなければならない。
一 第三十三条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条
の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法
二 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十八条第一
項又は第六十九条の補償金の額
（平三〇法三九・全改）
（補償金の額についての訴え）
第七十二条 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十八
条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服が
ある当事者は、これらの規定による裁定（第六十七条の二第五項又は第六項に係
る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分）があつたことを知つ
た日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
２ 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは
著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としな
ければならない。
（平一六法八四・平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正）
（補償金の額についての審査請求の制限）
第七十三条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の裁定又は裁定
をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に
係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不
服の理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項の裁定又は裁定をし
ない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一
項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
（平二一法五三・平二六法六九・一部改正）
（補償金等の供託）
第七十四条 第三十三条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三
十三条の二第二項、第三十三条の三第二項、第六十八条第一項又は第六十九条の
補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその
補償金を供託しなければならない。
一 補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
二 著作権者が補償金を受領することができないとき。
三 その者が著作権者を確知することができないとき（その者に過失があるとき
を除く。）
。
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起したとき。
当該著作権を目的とする質権が設定されているとき（当該質権を有する者の
承諾を得た場合を除く。）
。
四
五
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む。）に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、
これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。
第八節 裁定による著作物の利用
（著作権者不明等の場合における著作物の利用）
第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提
示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により
相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令
で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する
ものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁
定に係る利用方法により利用することができる。
２ 国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人（以下こ
の項及び次条において「国等」という。
）が前項の規定により著作物を利用しよ
うとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。
この場合において、国等が著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、
同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければ
ならない。
３ 第一項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事
項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料
その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
４ 第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物で
ある旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
（平二一法五三・平三〇法三〇・一部改正）
（裁定申請中の著作物の利用）
第六十七条の二 前条第一項の裁定（以下この条において単に「裁定」という。）
の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定
める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの
間（裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることが
できるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間）、当
該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用するこ
とができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃
絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
２ 国等が前項の規定により著作物を利用しようとするときは、同項の規定にかか
わらず、同項の規定による供託を要しない。
３ 第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて
作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければなら
ない。
４ 第一項の規定により著作物を利用する者（以下「申請中利用者」という。）
（国
等を除く。次項において同じ。）が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にか
かわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当

する額（当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額）については、
同条第一項の規定による供託を要しない。
５ 申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき（当該処分を受けるまでの間
に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。
）は、当該処分を受
けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に
相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託し
なければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額
のうち当該補償金の額に相当する額（当該補償金の額が当該担保金の額を超える
ときは、当該額）については、当該補償金を供託したものとみなす。
６ 申請中利用者（国等に限る。
）は、裁定をしない処分を受けた後に著作権者と
連絡をすることができるに至つたときは、当該処分を受けた時までの間における
第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化
庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
７ 申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連
絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時
までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当す
る額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
８ 第四項、第五項又は前項の場合において、著作権者は、前条第一項又はこの条
第五項若しくは前項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託され
た担保金から弁済を受けることができる。
９ 第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定によ
り著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で
定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
（平 二一 法五三・ 追 加 、平三 〇 法三〇・ 一 部 改正 ）
（著作物の放送）
第六十八条 公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に
対し放送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をする
ことができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相
当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著
作物を放送することができる。
２ 前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、専ら当該放送に係る放送
対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信（送信可能化のうち、
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報
を入力することによるものを含む。）を行い、又は受信装置を用いて公に伝達す
ることができる。この場合において、当該有線放送、自動公衆送信又は伝達を行
う者は、第三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使
用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
（昭五九法四六・昭六一法六四・平一八法一二一・一部改正）
（商業用レコードへの録音等 ）
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第五十八条 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設され
た国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界
貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関す
るベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立
するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物（第六条第一号に該当す
るものを除く。）で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一
条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その
本国において定められる著作権の存続期間による。
（平六法一一二・平八法一一七・平一二法五六・一部改正）
第五節 著作者人格権の一身専属性等
（著作者人格権の一身専属性）
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
（著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護）
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存し
なくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の
侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会
的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる
場合は、この限りでない。
第六節 著作権の譲渡及び消滅
（著作権の譲渡）
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
２ 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が
譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保
されたものと推定する。
（相続人の不存在の場合等における著作権の消滅）
第六十二条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法（明治二十九年法律第
八十九号）第九百五十九条（残余財産の国庫への帰属）の規定により国庫に
帰属すべきこととなるとき。
二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及
び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第二百三十九条
第三項（残余財産の国庫への帰属）その他これに準ずる法律の規定により国
庫に帰属すべきこととなるとき。
２ 第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅し
た場 合に ついて 準 用す る。
（平一六法一四七・平一八法五〇・一部改正）
第七節 権 利 の 行 使
（著 作物の利用の 許諾 ）
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

２ 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、
その許諾に係る著作物を利用することができる。
３ 利用権（第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる
権利をいう。次条において同じ。）は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡する
ことができない。
４ 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがな
い限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
５ 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方
法及び条件（送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係る
ものを除く。）の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行
う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
（昭六一法六四・平九法八六・令二法四八・一部改正）
（利用権の対抗力）
第六十三条の二 利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他
の第三者に対抗することができる。
（令二法四八・追加）
（共同著作物の著作者人格権の行使）
第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行
使することができない。
２ 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができ
ない。
３ 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者
を定めることができる。
４ 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者
に対抗することができない。
（共有著作権の行使）
第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権（以下この条において
「共有著作権」という。）については、各共有者は、他の共有者の同意を得なけ
れば、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
２ 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができな
い。
３ 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を
拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
４ 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
（質権の目的となつた著作権）
第六十六条 著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行
為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。
著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の
利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物（出版権の設定の対価を含
２
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いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に
享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作
物を利 用 した 者
四 第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定
により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて
当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
五 第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
六 第四十七条の四に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受け
て作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わ
ず、当該二次的著作物を利用した者
七 第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第
二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二
次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的
著作物を利用した者
（昭六〇法六二・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一二
法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二〇法八一・平二一法五三
・平二一法七三・平二四法四三・平三〇法三〇・平三〇法三九・一部改
正）
（著作者人格権との関係）
第五十条 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならな
い。
第四節 保 護 期 間
（保護期間の原則）
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
２ 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。）七十年
を経過するまでの間、存続する。
（平二八法一〇八・一部改正）
（無名又は変名の著作物の保護期間）
第五十二条 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
の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであ
るとき。
前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示し
てその著作物を公表したとき。
二
三

（平二八法一〇八・一部改正）
（団体名義の著作物の保護期間）
第五十三条 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
物の公表後七十年（その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたとき
は、その創作後七十年）を経過するまでの間、存続する。
２ 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である
個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその
著作物を公表したときは、適用しない。
３ 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作
権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物につい
ても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
（昭六〇法六二・平二八法一〇八・一部改正）
（映画の著作物の保護期間）
第五十四条 映画の著作物の著作権は、そ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 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画
の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権と
ともに消滅したものとする。
３ 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
（平一五法八五・一部改正）
第 五 十 五 条 削除
（平八法一一七）
（継続的刊行物等の公表の時）
第五十六条 第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の
時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の
公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、
最終部分の公表の時によるものとする。
２ 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近
の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたものの
うちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。
（平八法一一七・一部改正）
（ 保 護 期間 の 計 算 方 法 ）
第五十七条 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
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年の翌年から起算する。
（平八法一一七・平一五法八五・平二八法一〇八・一部改正）
（保護期間の特例）
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しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十
一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、第四十七条第一項若しく
は第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五に定める目
的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第三十条の四の規定の適用を受
けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を
自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この
限りでない。
（平一一法七七・追加、平一二法五六・平一五法八五・一部改正、平一
八法一二一・旧第四十七条の三繰下、平二〇法八一・一部改正、平二一
法五三・旧第四十七条の四繰下・一部改正、平二四法四三・旧第四十七
条の九繰下・一部改正、平三〇法三〇・旧第四十七条の十繰上・一部改
正、平三〇法三九・一部改正）
（出所の明示）
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、そ
の複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しな
ければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含
む。）、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、
第四十二条又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、
第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四
十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は
第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第
四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合
において、その出所を明示する慣行があるとき。
２ 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び
当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著
作者名を示さなければならない。
３ 次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二
次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。
一 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作さ
れた二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
二 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項
の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
（昭六〇法六二・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二
一法五三・平三〇法三〇・平三〇法三九・一部改正）
（複製物の目的外使用等）
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。

一 第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後
段、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十
五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文（同条第二号に係る場
合にあつては、同号。次項第一号において同じ。）、第四十一条から第四十二
条の三まで、第四十三条第二項、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十
七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定
める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作
物の複製物（次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。）を頒布
し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示（送信可能化を含む。
以下同じ。）を行つた者
二 第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（次項第三号
の複製物に該当するものを除く。）を用いて、当該著作物に表現された思想又
は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によ
るかを問わず、当該著作物を利用した者
三 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放
送事業者又は有線放送事業者
四 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（次
項第四号の複製物に該当するものを除く。）を頒布し、又は当該複製物によつ
て当該著作物の公衆への提示を行つた者
五 第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物（次項第四号の複製物
に該当するものを除く。）を保存した者
六 第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のため
に、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物（次項第六号又
は第七号の複製物に該当するものを除く。）を用いて、いずれの方法によるか
を問わず、当該著作物を利用した者
２ 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、
変形又は翻案を、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ行つた
ものとみなす。
一 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条
の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、
第三十七条の二本文、第四十一条、第四十二条又は第四十七条第一項若しく
は第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の
適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的
著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆
への提示を行つた者
二 第三十条の三又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又
は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用
三
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供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部
分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに
限る。以下この条において「軽微利用」という。）を行うことができる。ただし、
当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであるこ
と（国外で行われた公衆への提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著
作権の侵害となるべきものであること）を知りながら当該軽微利用を行う場合そ
の他当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機を用いて、検索により求める情報（以下この号において「検索情
報」という。）が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検
索情報に係る送信元識別符号（自動公衆送信の送信元を識別するための文字、
番号、記号その他の符号をいう。第百十三条第二項及び第四項において同
じ。）その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果
を提供すること。
二 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
三 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見
又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便
性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの
２ 前項各号に掲げる行為の準備を行う者（当該行為の準備のための情報の収集、
整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。）は、公衆提供等著作
物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度に
おいて、複製若しくは公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を
含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。）を行い、又はその複製
物による頒布を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物の種類及び用
途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照ら
し著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
（平三〇法三〇・全改、令二法四八・一部改正）
（翻訳、翻案等による利用）
第四十七条の六 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場
合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による
利用を行うことができる。
一 第三十条第一項、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含
む。）、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳、編曲、
変形又は翻案
二 第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十二条、第三十六条第一
項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、
第四十一条又は第四十二条 翻訳
第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条 変形又は翻
案
三

四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
五 第三十七条の二 翻訳又は翻案
六 第四十七条の三第一項 翻案
２ 前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を
同項各号に掲げる規定（次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に
定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。）に
より利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作
物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当
該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみ
なして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。
一 第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映
又は自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合
に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第二項
二 前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信又はその
複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された
二 次 的 著 作 物 同 条第 一 項
（平三〇法三〇・全改、平三〇法三九・令二法四八・一部改正）
（複製権の制限により作成された複製物の譲渡）
第四十七条の七 第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条
第一項（第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。）若しくは第三項
後段、第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含
む。）、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十四
条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二
（第二号を除く。以下この条において同じ。）、第三十九条第一項、第四十条第一
項若しくは第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、
第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の
四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規
定の適用を受けて作成された複製物（第三十一条第一項若しくは第三項後段、第
三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複
製物（映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作
物の複製物を含む。以下この条において同じ。）を除く。）の譲渡により公衆に提
供することができる。ただし、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第三項
後段、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五
条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二
まで、第四十二条の三第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の
二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著
作物の複製物（第三十一条第一項若しくは第三項後段又は第四十二条の規定に係
る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。）を第三十条の三、第三十一
条第一項若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若
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示著作物について複製し、又は公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信
可能化を含む。）を行うことができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途
並びに当該複製又は公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害するこ
ととなる場合は、この限りでない。
（平三〇法三〇・一部改正）
（美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等）
第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者そ
の他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第
二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、
又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、
その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信（自動
公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。）
（当該複製により作成される複
製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれ
らの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を
不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。）
を行うことができる。
（平二一法五三・追加）
（プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等）
第四十七条の三 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子
計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複
製することができる。ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第百十三条
第五項の規定が適用される場合は、この限りでない。
２ 前項の複製物の所有者が当該複製物（同項の規定により作成された複製物を含
む。）のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、
その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存し
てはならない。
（昭六〇法六二・追加、平二一法五三・旧第四十七条の二繰下、平三〇
法三〇・令二法四八・一部改正）
（電子計算機における著作物の利用に付随する利用等）
第四十七条の四 電子計算機における利用（情報通信の技術を利用する方法による
利用を含む。以下この条において同じ。
）に供される著作物は、次に掲げる場合
その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的
に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的
とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを
問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該
利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限り
でない。
一 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又
は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信し

て利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報
処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作
物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。
二 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う
者が、当該他人の自動公衆送信の遅滞若しくは障害を防止し、又は送信可能
化された著作物の自動公衆送信を中継するための送信を効率的に行うために、
これらの自動公衆送信のために送信可能化された著作物を記録媒体に記録す
る場合
三 情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合において、当該提
供を円滑又は効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を
行うことを目的として記録媒体への記録又は翻案を行うとき。
２ 電子計算機における利用に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと
同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、
又は当該状態に回復することを目的とする場合には、その必要と認められる限度
において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当
該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当
に害することとなる場合は、この限りでない。
一 記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために当該機器に内蔵する
記録媒体（以下この号及び次号において「内蔵記録媒体」という。）に記録さ
れている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び
当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録する場合
二 記録媒体を内蔵する機器をこれと同様の機能を有する機器と交換するため
にその内蔵記録媒体に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録
媒体に一時的に記録し、及び当該同様の機能を有する機器の内蔵記録媒体に
記録する場合
三 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う
者が、当該自動公衆送信装置により送信可能化された著作物の複製物が滅失
し、又は毀損した場合の復旧の用に供するために当該著作物を記録媒体に記
録するとき。
（平三〇法三〇・全改）
（電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等）
第四十七条の五 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出
することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者
（当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者
に限る。）は、公衆への提供等（公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含
む。以下同じ。）が行われた著作物（以下この条及び次条第二項第二号において
「公衆提供等著作物」という。）
（公表された著作物又は送信可能化された著作物
に限る。）について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度にお
いて、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用（当該公衆提
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十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定（同項の規定に相当する規定に限
る。）により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認めら
れる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。
２ 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十六条第一項
の規定又は公文書管理条例の規定（同項の規定に相当する規定に限る。）により
著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文
書管理法第十九条（同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において
同じ。）に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法（同条に規定する方法
以外のものを除く。
）により利用をさせるために必要と認められる限度において、
当該著作物を利用することができる。
（平二四法四三・追加）
（国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のため
の複製 ）
第四十三条 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法（昭和二十三年法律第五
号）第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料（以
下この条において「インターネット資料」という。）又は同法第二十五条の四第
三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認め
られる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著
作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
２ 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認めら
れる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者 同法第二
十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
二 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者
同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン
資料
（平二一法七三・追加、平二四法四三・旧第四十二条の三繰下、平二四
法三二・一部改正、平三〇法三〇・旧第四十二条の四繰下）
（放送事業者等 に よる 一時的固 定）
第四十四条 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放
送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物
を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、
又は録画することができる。
２ 有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放
送することができる著作物を、自己の有線放送（放送を受信して行うものを除
く。）のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができ
る。
３ 前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月
（その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたと

きは、その放送又は有線放送の後六月）を超えて保存することができない。ただ
し、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この
限りでない。
（昭六一法六四・一部改正）
（美術の著作物等の原作品の所有者による展示）
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意
を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
２ 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放され
ている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒
常的に設置する場合には、適用しない。
（公開の美術の著作物等の利用）
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒
常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれ
の方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供
する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販
売する場合
（平一一法七七・一部改正）
（美術の著作物等の展示に伴う複製等）
第四十七条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定す
る権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者（以下この条におい
て「原作品展示者」という。）は、観覧者のためにこれらの展示する著作物（以
下この条及び第四十七条の六第二項第一号において「展示著作物」という。）の
解説若しくは紹介をすることを目的とする小冊子に当該展示著作物を掲載し、又
は次項の規定により当該展示著作物を上映し、若しくは当該展示著作物について
自動公衆送信（送信可能化を含む。同項及び同号において同じ。）を行うために
必要と認められる限度において、当該展示著作物を複製することができる。ただ
し、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び態様に照らし著作
権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
２ 原作品展示者は、観覧者のために展示著作物の解説又は紹介をすることを目的
とする場合には、その必要と認められる限度において、当該展示著作物を上映し、
又は当該展示著作物について自動公衆送信を行うことができる。ただし、当該展
示著作物の種類及び用途並びに当該上映又は自動公衆送信の態様に照らし著作
権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
原作品展示者及びこれに準ずる者として政令で定めるものは、展示著作物の所
在に関する情報を公衆に提供するために必要と認められる限度において、当該展
３
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において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者（第
二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含
む。）に相当な額の補償金を支払わなければならない。
（昭五九法四六・昭六一法六四・平一一法七七・平一八法一二一・平二
一法五三・一部改正）
（時事問題に関する論説の転載等）
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時
事問題に関する論説（学術的な性質を有するものを除く。）は、他の新聞紙若し
くは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信
して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的と
して自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に
接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。
）を行
うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この
限りでない。
２ 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される
論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
（平一八法一二一・一部改正）
（政治上の演説等の利用）
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続（行政庁の行う審
判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。）における
公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方
法によるかを問わず、利用することができる。
２ 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において
行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正
当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは
有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地
域において受信されることを目的として自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆
の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入
力することによるものを含む。）を行うことができる。
３ 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される
演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
（平一一法二二〇・平一五法一一九・平一八法一二一・一部改正）
（時事の事件の報道のための利用）
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合に
は、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる
著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に
伴つて利用することができる。
（裁判手続等における複製）
第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政

の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められ
る限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並
びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとな
る場合は、この限りでない。
２ 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術
的な評価又は国際出願（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（昭
和五十三年法律第三十号）第二条に規定する国際出願をいう。）に関する国際
調査若しくは国際予備審査に関する手続
二 行政庁の行う品種（種苗法（平成十年法律第八十三号）第二条第二項に規定
する品種をいう。）に関する審査又は登録品種（同法第二十条第一項に規定す
る登録品種をいう。）に関する調査に関する手続
三 行政庁の行う特定農林水産物等（特定農林水産物等の名称の保護に関する法
律（平成二十六年法律第八十四号）第二条第二項に規定する特定農林水産物
等をいう。以下この号において同じ。）についての同法第六条の登録又は外国
の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続
四 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事（医療機器（医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十
五号）第二条第四項に規定する医療機器をいう。）及び再生医療等製品（同条
第九項に規定する再生医療等製品をいう。）に関する事項を含む。以下この号
において同じ。）に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人
に対する薬事に関する報告に関する手続
五 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続
（平一八法一二一・平二五法八四・令二法四八・一部改正）
（行政機関情報公開法等による開示のための利用）
第四十二条の二 行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは
地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報
公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場
合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項（同項の規定に基づく政令
の規定を含む。）に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に
規定する方法（同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法（行政機関
情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除
く。）を含む。）又は情報公開条例で定める方法（行政機関情報公開法第十四条第
一項（同項の規定に基づく政令の規定を含む。
）に規定する方法以外のものを除
く。）により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用
することができる。
（平一一法四三・追加、平一三法一四〇・平一五法一一九・一部改正）
（公文書管理法等による保存等のための利用）
第四十二条の三 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第
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として複製し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合に
あつては送信可能化を含む。次項において同じ。）を行うことができる。ただし、
当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益
を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
２ 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相
当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
（平一五法八五・一部改正）
（視覚障害者等のための複製等）
第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。
２ 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、
記録媒体に記録し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場
合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。）を行うことができる。
３ 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者（以下この項及
び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行
う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて 、視覚によりその表現が
認識される方式（視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。）により公衆
に提供され、又は提示されているもの（当該著作物以外の著作物で、当該著作物
において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又
は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作
物」という。）について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作
物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度におい
て、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用
するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただ
し、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九
条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得
た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この
限りでない。
（平一二法五六・平一八法一二一・平二一法五三・平二六法三五・平三
〇法三〇・一部改正）
（聴覚障害者等のための複製等）
第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者（以下こ
の条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を
行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された
著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式（聴覚及び他の知覚によ
り認識される方式を含む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの
（当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当
該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下こ
の条において「聴覚著作物」という。）について、専ら聴覚障害者等で当該方式
によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要

と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。
ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七
十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾
を得た者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への
提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚
障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信
（送信可能化を含む。）を行うこと。
二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること（当該
聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用する
ために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。）
。
（平二一法五三・全改、平二六法三五・一部改正）
（営利を目的としない上演等）
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料
金（いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける
対価をいう。以下この条において同じ。
）を受けない場合には、公に上演し、演
奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は
口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限り
で な い。
２ 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受け
ない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信
されることを目的として自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆の用に供されて
いる電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによ
るものを含む。）を行うことができる。
３ 放送され、又は有線放送される著作物（放送される著作物が自動公衆送信され
る場合の当該著作物を含む。）は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から
料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の
家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
４ 公表された著作物（映画の著作物を除く。）は、営利を目的とせず、かつ、そ
の複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物（映画の著
作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除
く。）の貸与により公衆に提供することができる。
５ 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視
聴覚教育施設その他の施設（営利を目的として設置されているものを除く。）で
政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令
で定めるもの（同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行う
ものを除く。）は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者か
ら料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。こ
の場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物
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行に係るものに限る。）への著作物の掲載について準用する。
（平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一五法八五・平二一法五三・平
二七法四六・平三〇法三九・令二法四八・一部改正）
（教科用図書代替教材への掲載等）
第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認め
られる限度において、教科用図書代替教材（学校教育法第三十四条第二項又は第
三項（これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条
第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同
じ。）の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第
二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。）に掲載し、及
び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用
することができる。
２ 前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材に掲
載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知す
るとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用
状況、前条第二項に規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定
める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
３ 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用
その他の適切な方法により公表するものとする。
（平三〇法三九・追加、令二法四八・一部改正）
（教科用拡大図書等の作成のための複製等）
第三十三条の三 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の
障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生
徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡
大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により
複製することができる。
２ 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物（点字により複製する
ものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製する
ものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。）を作成しよう
とする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するととも
に、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、第三十
三条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により
算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
３ 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用
その他の適切な方法により公表するものとする。
４ 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する
法律（平成二十年法律第八十一号）第五条第一項又は第二項の規定により教科用
図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために
必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

（平一五法八五・追加、平二〇法八一・平二一法五三・一部改正、平三
〇法三九・旧第三十三条の二繰下・一部改正、令二法四八・一部改正）
（ 学 校 教育 番 組 の 放 送 等 ）
第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度におい
て、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番
組又は有線放送番組において放送し、若しくは有線放送し、又は当該放送を受信
して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域（放送法（昭和二十五年法律第百三
十二号）第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定めら
れていない放送にあつては、電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第十四条
第三項第二号に規定する放送区域をいう。以下同じ。）において受信されること
を目的として自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通
信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含
む。）を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することが
でき る。
２ 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、
相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
（昭六一法六四・平一八法一二一・平二二法六五・一部改正）
（学 校その他の 教 育機 関 に おけ る複製等）
第三十五条 学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除
く。）において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程におけ
る利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、
公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、
送信可能化を含む。以下この条において同じ。
）を行い、又は公表された著作物
であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。た
だし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信
又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この
限りでない。
２ 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、
相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
３ 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の
過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しく
は複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条
第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合に
おいて、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者
に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
（ 平 一 五法 八 五 ・ 平 三 〇 法 三 〇 ・ 一 部 改 正 ）
（試験問題としての複製等）
第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する
試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題
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若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、
これらの利用についての検討の過程（当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程
を含む。）における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認めら
れる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用すること
ができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著
作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
（平 二四 法四三・ 追 加 、平三 〇 法三〇・一 部 改正 ）
（著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用）
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又
は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必
要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することが
できる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作
権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験
の用に供する場合
二 情報解析（多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、
音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行う
ことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。）の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を
伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用そ
の他の利用（プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機にお
ける実行を除く。）に供する場合
（平三〇法三〇・全改）
（図書館等における複製等）
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供するこ
とを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの（以下この項及び第三項
において「図書館等」という。）においては、次に掲げる場合には、その営利を
目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料（以下この条にお
いて「図書館資料」という。）を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表さ
れた著作物の一部分（発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個
々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。）の複製物を一人に
つき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手
することが困難な図書館資料（以下この条において「絶版等資料」という。）
の複製物を提供する場合
前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本
を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当

２

該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項の
規定により自動公衆送信（送信可能化を含む。同項において同じ。）に用いるた
め、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ
とができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供
されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合には、必要と認められる限度に
おいて、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
３ 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等又はこれに類
する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする
場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて
自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、
その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その
調査研究の用に供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物
を作成し、当該複製物を一人につき一部提供することができる。
（平二一法五三・平二四法四三・平二六法三五・平三〇法三〇・一部改
正）
（引用 ）
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合にお
いて、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
２ 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に
周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、
調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、
雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示
がある場合は、この限りでない。
（平一一法二二〇・平一五法一一九・一部改正）
（教科用図書等への掲載）
第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度におい
て、教科用図書（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三十四条第一項
（同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二
条において準用する場合を含む。）に規定する教科用図書をいう。以下同じ。）に
掲載することができる。
２ 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知
するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額そ
の他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金
を著作権者に支払わなければならない。
３ 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用
その他の適切な方法により公表するものとする。
前三項の規定は、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の通信教育用
学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書（当該教科用図書を発行する者の発
４
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３ 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著
作物（第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。）の著作権のうち次に
掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置
を用いて公に伝達する権利
二 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利
（昭六〇法六二・昭六一法六四・平一八法一二一・一部改正）
第五款 著作権の制限
（私的使用のための複製）
第三十条 著作権の目的となつている著作物（以下この款において単に「著作物」
という。）は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において
使用すること（以下「私的使用」という。）を目的とするときは、次に掲げる場
合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器（複製の
機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機
器をいう。）を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避（第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しく
は改変その他の当該信号の効果を妨げる行為（記録又は送信の方式の変換に
伴う技術的な制約によるものを除く。）を行うこと又は同号に規定する特定の
変換を必要とするよう変換された著作物、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の復元を行うことにより、当該技術的保
護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつ
て抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること（著作権等を有す
る者の意思に基づいて行われるものを除く。）をいう。第百十三条第七項並び
に第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。）により可能となり、又は
その結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う
場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信（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ならば著作権の侵害となるべきものを含む。）を受信して
行うデジタル方式の録音又は録画（以下この号及び次項において「特定侵害
録音録画」という。）を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
四 著作権（第二十八条に規定する権利（翻訳以外の方法により創作された二次
的著作物に係るものに限る。）を除く。以下この号において同じ。）を侵害す
る自動公衆送信（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
したならば著作権の侵害となるべきものを含む。）を受信して行うデジタル方
式の複製（録音及び録画を除く。以下この号において同じ。）
（当該著作権に
係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆
送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下こ
の号及び次項において「特定侵害複製」という。）を、特定侵害複製であるこ

とを知りながら行う場合（当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複
製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情
がある場合を除く。）
２ 前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であるこ
とを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。
３ 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器（放
送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を
有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能とし
て録音又は録画の機能を有するものを除く。）であつて政令で定めるものにより、
当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて
政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支
払わなければならない。
（昭五九法四六・平四法一〇六・平一一法七七・平二一法五三・平二四
法四三・令二法四八・一部改正）
（付随対象著作物の利用）
第三十条の二 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又
は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為（以下この項において「複
製伝達行為」という。）を行うに当たつて、その対象とする事物又は音（以下こ
の項において「複製伝達対象事物等」という。
）に付随して対象となる事物又は
音（複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含
む。以下この項において「付随対象事物等」という。）に係る著作物（当該複製
伝達行為により作成され、又は伝達されるもの（以下この条において「作成伝達
物」という。）のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著
作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が
軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付
随対象著作物」という。）は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的
の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程
度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照
らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて 、いずれの方法によるか
を問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途
並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合
は、この限りでない。
２ 前項の規定により利用された付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る作
成伝達物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができ
る。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
（平二四法四三・追加、平三〇法三〇・令二法四八・一部改正）
（検討の過程における利用）
第三十条の三 著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項
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三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子
計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子
計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に
照らしやむを得ないと認められる改変
（昭六〇法六二・平一五法八五・平三〇法三〇・平三〇法三九・一部改
正）
第三款 著作権に含まれる権利の種類
（複製権）
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
（上 演権及び 演奏権 ）
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的と
して（以下「公に」という。）上演し、又は演奏する権利を専有する。
（上 映 権 ）
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
（平一一法七七・追加）
（公衆送信権等）
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信（自動公衆送信の場合にあ
つては、送信可能化を含む。）を行う権利を専有する。
２ 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を
専有する。
（昭六一法六四・平九法八六・一部改正）
（ 口述 権 ）
第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
（展 示権）
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物
をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
（頒 布権）
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有
する。
２ 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作
物の複製物により頒布する権利を専有する。
（平一一法七七・一部改正）
（譲渡権）
第二十六条の二 著作者は、その著作物（映画の著作物を除く。以下この条におい
て同じ。）をその原作品又は複製物（映画の著作物において複製されている著作
物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。）
の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するも
２

のの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡さ
れた著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条
約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律（昭和三十一年法律第八十六
号）第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製
物
三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複
製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数
の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は
同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者に
より譲渡された著作物の原作品又は複製物
（平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・一部改正）
（貸与権）
第二十六条の三 著作者は、その著作物（映画の著作物を除く。
）をその複製物
（映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。）の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
（昭五九法四六・追加、平一一法七七・旧第二十六条の二繰下）
（翻訳権 、翻案権 等）
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色
し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、
この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類
の権利を専有する。
第四款 映画の著作物の著作権の帰属
第二十九条 映画の著作物（第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受け
るものを除く。）の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物
の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
２ 専ら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物（第十
五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。
）の著作権のうち次に掲げる権利
は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、
自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に
接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。）を
行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
二
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が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
４ 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法第五条の規定により行政機関の長が同条第一号ロ若し
くはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物
でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は
行政機関情報公開法第七条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表さ
れていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
二 独立行政法人等情報公開法第五条の規定により独立行政法人等が同条第一
号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されてい
る著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示すると
き、又は独立行政法人等情報公開法第七条の規定により独立行政法人等が著
作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
三 情報公開条例（行政機関情報公開法第十三条第二項及び第三項の規定に相当
する規定を設けているものに限る。第五号において同じ。）の規定により地方
公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの
（行政機関情報公開法第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情
報に相当する情報が記録されているものに限る。）を公衆に提供し、又は提示
するとき。
四 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著
作物でまだ公表されていないもの（行政機関情報公開法第五条第一号ハに規
定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。）を公衆に提供し、
又は提示するとき。
五 情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第七条の規定に相当するものに
より地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されてい
ないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
六 公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長が行政機関
情報公開法第五条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定す
る情報又は独立行政法人等情報公開法第五条第一号ロ若しくはハ若しくは同
条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されて
いないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
七 公文書管理条例（公文書管理法第十八条第二項及び第四項の規定に相当する
規定を設けているものに限る。）の規定により地方公文書館等の長が著作物で
まだ公表されていないもの（行政機関情報公開法第五条第一号ロ又は同条第
二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。）
を公衆に提供し、又は提示するとき。
八 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表され
ていないもの（行政機関情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当す
る情報が記録されているものに限る。）を公衆に提供し、又は提示するとき。
（平一一法四三・平一三法一四〇・平一五法一一九・平二四法四三・一

部改正）
（ 氏 名 表示 権 ）
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若し
くは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名
を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作
物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同
様とする。
２ 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物
につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することが
できる。
３ 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であ
ることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に
反しない限り、省略することができる。
４ 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定に
より行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独
立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作
物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示する
とき。
二 行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条
第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の
規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体
の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場
合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
三 公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定（同項の規定
に相当する規定に限る。）により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長
が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既
にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
（平一一法四三・平一三法一四〇・平一五法一一九・平二四法四三・一
部改正）
（同一性保持権）
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、そ
の意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条
の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作
物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の
目的上やむを得ないと認められるもの
建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
二
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第一款 総則
（著作者の権利）
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する
権利（以下「著作者人格権」という。）並びに第二十一条から第二十八条までに
規定する権利（以下「著作権」という。
）を享有する。
２ 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
第二款 著 作 者 人 格 権
（公 表権）
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの（その同意を得ない
で公表された著作物を含む。以下この条において同じ。）を公衆に提供し、又は
提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、
同様とする。
２ 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意し
たものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著
作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品
を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提
示すること。
三 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属し
た場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示する
こと。
３ 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意し
たも のと みなす。
一 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関（行政機関の保有する情
報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公
開法」という。）第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。）に提
供した場合（行政機関情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決
定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。） 行政機関情報公開法の規
定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること（当
該著作物に係る歴史公文書等（公文書等の管理に関する法律（平成二十一年
法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。）第二条第六項に規定する歴
史公文書等をいう。以下同じ。）が行政機関の長から公文書管理法第八条第一
項の規定により国立公文書館等（公文書管理法第二条第三項に規定する国立
公文書館等をいう。以下同じ。）に移管された場合（公文書管理法第十六条第
一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別
段の意思表示をした場合を除く。）にあつては、公文書管理法第十六条第一項
の規定により国立公文書館等の長（公文書管理法第十五条第一項に規定する
国立公文書館等の長をいう。以下同じ。）が当該著作物を公衆に提供し、又は

提示することを含む。）。
二 その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等（独立行政法人等
の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百四十号。以下「独
立行政法人等情報公開法」という。）第二条第一項に規定する独立行政法人等
をいう。以下同じ。）に提供した場合（独立行政法人等情報公開法第九条第一
項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除
く。） 独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著
作物を公衆に提供し、又は提示すること（当該著作物に係る歴史公文書等が
当該独立行政法人等から公文書管理法第十一条第四項の規定により国立公文
書館等に移管された場合（公文書管理法第十六条第一項の規定による利用を
させる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合
を除く。）にあつては、公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書
館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。）
。
三 その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政
法人に提供した場合（開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場
合を除く。） 情報公開条例（地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する
情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例
をいう。以下同じ。）の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政
法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること（当該著作物に係る歴
史公文書等が当該地方公共団体又は地方独立行政法人から公文書管理条例
（地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存
及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。）に基づ
き地方公文書館等（歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公
文書管理条例が定める施設をいう。以下同じ。）に移管された場合（公文書管
理条例の規定（公文書管理法第十六条第一項の規定に相当する規定に限る。
以下この条において同じ。）による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作
物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。）にあつては、公文書管理条
例の規定により地方公文書館等の長（地方公文書館等が地方公共団体の施設
である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文書館等
が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独
立行政法人をいう。以下同じ。）が当該著作物を公衆に提供し、又は提示する
ことを含む。）。
四 その著作物でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合
（公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時まで
に別段の意思表示をした場合を除く。） 同項の規定により国立公文書館等の
長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
五 その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合
（公文書管理条例の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思
表示をした場合を除く。） 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長
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二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送
（昭六一法六四・追加）
第二章 著作者の権利
第一節 著作物
（著作物の例示）
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログ ラムの 著作 物
２ 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該
当しない。
３ 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作
成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合におい
て、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及
びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての
特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
（昭六〇法六二・一部改正）
（二次的著作物）
第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の
権利に影響を及 ぼ さな い。
（編集 著作物）
第十二条 編集物（データベースに該当するものを除く。以下同じ。）でその素材
の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
２ 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を
及ぼさない。
（昭六一法六四・一部改正）
（データベースの著作物）
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性
を有するものは、著作物として保護する。
前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に

２

影響を及 ぼさない。
（昭六一法六四・追加）
（権利の目的とならない著作物）
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目
的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成
十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同
じ。）又は地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八
号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）が発する
告示、訓令、通達その他これ ら に類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準
ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、
独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
（平一一法二二〇・平一五法一一九・一部改正）
第二節 著作者
（著作者の推定）
第十四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、そ
の氏名若しくは名称（以下「実名」という。）又はその雅号、筆名、略称その他
実名に代えて用いられるもの（以下「変名」という。）として周知のものが著作
者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定す
る。
（職務上作成する著作物の著作者）
第十五条 法人その他使用者（以下この条において「法人等」という。）の発意に
基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物（プログラムの著
作物を除く。）で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者
は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その
法人等とする。
２ 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプロ
グラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段
の定めがない限り、その法人等とする。
（昭六〇法六二・一部改正）
（映画の著作物の著作者）
第十六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複
製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、
撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者と
する。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第三節 権利の内容
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を有する法人を含む。以下同じ。）の著作物
二 最初に国内において発行された著作物（最初に国外において発行されたが、
その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。）
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
（平一六法九二・一部改正）
（保護を受ける実演）
第七条 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護
を受ける。
一 国内において行われる実演
二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
三 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演（実演家の承
諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。）
四 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演（実演家の承諾を
得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。）
五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約（以下
「実演家等保護条約」という。）の締約国において行われる実演
ロ 次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 第九条第三号に掲げる放送において送信される実演（実演家の承諾を得
て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。）
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約（以下「実演・レコ
ード条約」という。）の締約国において行われる実演
ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演
ロ 次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
ハ 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演（実演家の承諾を得
て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。）
八 前各号に掲げるもののほか、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民
又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演
（昭五三法四九・昭六一法六四・平元法四三・平六法一一二・平一四法
七二・平二六法三五・一部改正）
（保護を受けるレコード）
第八条 レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による
保護を受ける。
一 日本国民をレコード製作者とするレコード
二 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード

イ 実演家等保護条約の締約国の国民（当該締約国の法令に基づいて設立さ
れた法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。）
をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国
において固定されたもの
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
イ 実演・レコード条約の締約国の国民（当該締約国の法令に基づいて設立
された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同
じ。）をレコード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約
国において固定されたもの
五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
イ 世界貿易機関の加盟国の国民（当該加盟国の法令に基づいて設立された
法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。）をレ
コード製作者とするレコード
ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国にお
いて固定されたもの
六 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製
作者の保護に関する条約（第百二十一条の二第二号において「レコード保護
条約」という。）により我が国が保護の義務を負うレコード
（昭五三法四九・平元法四三・平三法六三・平六法一一二・平一四法七
二・一部改正）
（保護を受ける放送）
第九条 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護
を受ける。
一 日本国民である放送事業者の放送
二 国内にある放送設備から行なわれる放送
三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
（平元法四三・平六法一一二・一部改正）
（保護を受ける有線放送）
第九条の二 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律に
よる保護を受ける。
一 日本国民である有線放送事業者の有線放送（放送を受信して行うものを除く。
次号において同じ。）
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７ この法律において、
「上演」、
「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏
又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること（公衆送信又は上映に
該当するものを除く。）及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用い
て伝達すること（公衆送信に該当するものを除く。）を含むものとする。
８ この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、
これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
９ この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第
九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語について
は、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
（昭五九法四六・昭六〇法六二・昭六一法六四・平九法八六・平一一法
七七・平一四法七二・平一六法九二・平一八法一二一・平二一法五三・
平二四法四三・平二八法一〇八・平三〇法三〇・令二法四八・一部改
正）
（著作物の発行）
第三条 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部
数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾（第六十三条
第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第一項、第四条の二及
び第六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。）を得た者若しくは第
七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾（第八十条第三項の規
定による複製の許諾をいう。第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただ
し書において同じ。
）を得た者によつて作成され、頒布された場合（第二十六条、
第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を
害しない場合に限る。）において、発行されたものとする。
２ 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規
定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得
た者によつて作成され、頒布された場合（第二十八条の規定により第二十六条、
第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有す
る者の権利を害しない場合に限る。）には、その原著作物は、発行されたものと
みなす。
３ 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき
者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を
有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。
（昭五九法四六・平一一法七七・平一四法七二・平二六法三五・一部改
正）
（著 作物の公 表）
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利
を有する者若しくはその許諾（第六十三条第一項の規定による利用の許諾をい
う。）を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆
送信許諾（第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七

条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし書において同じ。）を得た者によつ
て上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場
合（建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許
諾（第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。）を得た者によつて建設
された場合を含む。
）において、公表されたものとする。
２ 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者
若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得
た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
３ 二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十
四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者に
よつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は
第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有す
る者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作
物は、公表されたものとみなす。
４ 美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同
項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
５ 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの
権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ
第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これ
らの規定を適用する。
（昭六一法六四・平九法八六・平一一法七七・平二六法三五・一部改
正）
（レコードの発行）
第四条の二 レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程
度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾（第百
三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章
第二節及び第三節において同じ。）を得た者によつて作成され、頒布された場合
（第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の
権利を害しない場合に限る。）において、発行されたものとする。
（平 一四法七二・ 追 加 ）
（条 約の効力）
第五条 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあると
きは、その規定による。
（平元法四三・一部改正）
第二節 適用範囲
（保護を受ける著作物）
第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保
護を受ける。
一 日本国民（わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所
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行為のうち最後のものをいう。）を行うこと。
十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるよ
うにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それ
らの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し
たものをいう。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、
映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人
の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製す
ることをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含む
もの と する。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は
有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
十六 上演 演奏（歌唱を含む。以下同じ。）以外の方法により著作物を演ずる
ことをいう。
十七 上映 著作物（公衆送信されるものを除く。）を映写幕その他の物に映写
することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再
生することを含むものとする。
十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること（実演に該当
するものを除く。）をいう。
十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、
又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製され
ている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的とし
て当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識
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、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並
びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。）を侵害
する行為の防止又は抑止（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

いるものを除く。）であつて、著作物、実演、レコード、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特定の反応をする信号を記録媒体に記
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。
二十一 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、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。
以下この号及び第百十三条第六項において同じ。）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。
二十二 権利管理情報 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、出版権又は第八十九条第一項から第四項までの権利（以下この号におい
て「著作権等」という。）に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに
該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若
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され、又は送
信されるもの（著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事
務処理その他の著作権等の管理（電子計算機によるものに限る。）に用いられ
ていないものを除く。）をいう。
イ 著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することが
できることとなる情報
二十三 国内 この法律の施行地をいう。
二十四 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
２ この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
３ この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴
覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む
も のと する 。
４ この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用い
て表現される著作物を含むものとする。
５ この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
６ この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管
理人の定めがあるものを含むものとする。
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第三款 著作権に含まれる権利の種類（第二十一条―第二十八条）
第四款 映画の著作物の著作権の帰属（第二十九条）
第五款 著作権の制限（第三十条―第五十条）
第四節 保護期間（第五十一条―第五十八条）
第五節 著作者人格権の一身専属性等（第五十九条・第六十条）
第六節 著作権の譲渡及び消滅（第六十一条・第六十二条）
第七節 権利の行使（第六十三条―第六十六条）
第八節 裁定による著作物の利用（第六十七条―第七十条）
第九節 補償金等（第七十一条―第七十四条）
第十節 登録（第七十五条―第七十八条の二）
第三章 出版権（第七十九条―第八十八条）
第四章 著作隣接権
第一節 総則（第八十九条・第九十条）
第二節 実演家の権利（第九十条の二―第九十五条の三）
第三節 レコード製作者の権利（第九十六条―第九十七条の三）
第四節 放送事業者の権利（第九十八条―第百条）
第五節 有線放送事業者の権利（第百条の二―第百条の五）
第六節 保護期間（第百一条）
第七節 実演家人格権の一身専属性等（第百一条の二・第百一条の三）
第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録（第百二条―第百四条）
第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
第一節 私的録音録画補償金（第百四条の二―第百四条の十）
第二節 授業目的公衆送信補償金（第百四条の十一―第百四条の十七）
第六章 紛争処理（第百五条―第百十一条）
第七章 権利侵害（第百十二条―第百十八条）
第八章 罰則（第百十九条―第百二十四条）
附則
第一章 総則
第一節 通則
（目 的 ）
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作
者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留
意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目
的とする。
（昭六一法六四・一部改正）
（定義 ）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術

又は音楽の範囲に 属す るものを いう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又
はその他の方法により演ずること（これらに類する行為で、著作物を演じな
いが芸能的な性質を有するものを含む。）をいう。
四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、
又は 演出する者を いう。
五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの（音を
専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。）をいう。
六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
七 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又
は有線電気通信の送信（電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の
部分の設置の場所と同一の構内（その構内が二以上の者の占有に属している
場合には、同一の者の占有に属する区域内）にあるものによる送信（プログ
ラムの著作物の送信を除く。）を除く。
）を行うことをいう。
八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信される
ことを目的として行う無線通信の送信をいう。
九 放送事業者 放送を業として行う者をいう。
九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受
信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うも
の（ 放送又は有線放送 に該当するものを除 く 。
）をいう。
九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るよ
うにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置
（公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体の
うち自動公衆送信の用に供する部分（以下この号において「公衆送信用記
録媒体」という。）に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆
送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。）の公衆送信用記録媒体に情
報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送
信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動
公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置
に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置
に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されて
いる電気通信回線への接続（配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プ
ログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の
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○著作権法
（昭和四十五年五月六日）
（法律第四十八号）
第六十三回特別国会
第三次佐藤内閣
改正 昭和五三年 五月一八日法律第 四九号
同 五六年 五月一九日同 第 四五号
同 五八年一二月 二日同 第 七八号
同 五九年 五月 一日同 第 二三号
同 五九年 五月二五日同 第 四六号
同 六〇年 六月一四日同 第 六二号
同 六一年 五月二三日同 第 六四号
同 六一年 五月二三日同 第 六五号
同 六三年一一月 一日同 第 八七号
平成 元年 六月二八日同 第 四三号
同
三 年 五 月 二 日 同 第 六三号
同
四年一二月一六日同 第一〇六号
同
五年一一月一二日同 第 八九号
同
六年一二月一四日同 第一一二号
同
七年 五月一二日同 第 九一号
同
八年一二月二六日同 第一一七号
同
九年 六月一八日同 第 八六号
同 一〇年 六月一二日同 第一〇一号
同 一一年 五月一四日同 第 四三号
（同一一年一二月二二日同 第二二〇号）
（同一二年一一月二九日同 第一三一号）
同 一一年 六月二三日同 第 七七号
同 一一年一二月二二日同 第一六〇号
同 一一年一二月二二日同 第二二〇号
（同一二年一一月二九日同 第一三一号）
同 一二年 五月 八日同 第 五六号
同 一二年一一月二九日同 第一三一号
同 一三年一二月 五日同 第一四〇号
同 一四年 六月一九日同 第 七二号
同 一五年 五月三〇日同 第 六一号
同 一五年 六月一八日同 第 八五号
同 一五年 七月一六日同 第一一九号
同 一六年 六月 九日同 第 八四号
同 一六年 六月 九日同 第 九二号

同 一六年 六月一八日同 第一二〇号
（同 一六年 六月 九日同 第九二号）
同 一六年一二月 一日同 第一四七号
同 一七年 六月二九日同 第 七五号
同 一八年 六月 二日同 第 五〇号
同 一八年一二月二二日同 第一二一号
同 二〇年 六月一八日同 第 八一号
同 二一年 六月一九日同 第 五三号
同 二一年 七月一〇日同 第 七三号
同 二二 年一二月 三 日 同 第 六 五 号
同 二三年 六月二四日同 第 七四号
同 二四年 六月二二日同 第 三二号
同 二四年 六月二七日同 第 四三号
同 二五年一一月二七日同 第 八四号
同 二五年一二月一三日同 第一〇三号
同 二六年 五月一四日同 第 三五号
同 二六年 六月一三日同 第 六九号
同 二七 年 六 月 二 四 日 同 第 四 六 号
同 二八年 五月二七日同 第 五一号
同 二八年一二月一六日同 第一〇八号
同 二九年 六月 二日同 第 四五号
同 三〇年 五月二五日同 第 三〇号
同 三〇年 六月 一日同 第 三九号
同 三〇年 七月 六日同 第 七〇号
同 三〇年 七月一三日同 第 七二号
令和 二年 六月一二日同 第 四八号
著作権法をここに公布する。
著作権 法
著作権法（明治三十二年法律第三十九号）の全部を改正する。
目次
第一章 総 則
第一節 通則（第一条―第五条）
第二節 適用範囲（第六条―第九条の二）
第二章 著作者の権利
第一節 著作物（第十条―第十三条）
第二節 著作者（第十四条―第十六条）
第三節 権 利 の 内 容
第一款 総 則 （ 第 十 七 条 ）
第二款 著作者人格権（第十八条―第二十条）
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このマークは、本テキストに掲載しているすべての著作権について付けられたものです。

【お問合せ先】
文化庁著作権課
所在地 〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2
電 話 03-5253-4111（代表） 内線 3169
F A X

03-6734-3813

文化庁著作権課のウェブサイト http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html

