参議院 議員大島 九州男君 提出第 百九十八 回国会 への提出が見送られた著作権法等 改正 案に関する質問
に対す る答 弁書
一の１及び２について

お尋ね について は︑平 成三十一 年三月二 十六日の 参議 院予算委員会において︑柴山文部科学大臣 が﹁ 今

般 の著作 権法の改 正案に ついて︑ 文部科学 省とい たしましては︑深刻な海賊版被害へ の実 効的な対策を講

じる一方で︑国民の正当な情報収集などには萎縮を生じさせない︑この二つの課題を両立すべく慎重に判

断して 制度設計 を行っ てきたと ころで あり︑ 丁寧に御説明を行うことで 国民 の皆様の御理解をいただける

と 考えて おりまし た︒し かしな がら︑法案 の提出 期限まで時間がない中で︑結果とし ては 国民の十分な御

理解をいただける見通しが立たなかったこと︑また︑その後の与党審査において自民党から再検討の御指

示もい ただいた ことか ら︑今国 会への 法案提 出を見送ることとさせてい ただ きました︒﹂と答弁している
とおりである︒
一の３について

著作権 法︵昭和 四十五 年法律第 四十八号 ︶の改正 に当 たっては︑著作権者や知的財産法の専門家 等の 幅
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広い関 係者の意 見を聞 いた上で 検討を 進める ことが重要であると認識し てお り︑今国会に提出を予定して

い た著作 権法及び プログ ラムの著 作物に係 る登録 の特例に関する法律の一部を改正す る法 律案として検討

していた案︵以下﹁検討案﹂という︒︶についても︑著作権者や知的財産法の専門家等で構成される文化

審議会 著作権分 科会に おいてパ ブリッ クコメ ントの結果も踏まえて平成 三十 一年二月十三日に取りまとめ

ら れた報 告書︵以 下単に ﹁報告書 ﹂という ︒︶に 基づき検討していたものであるが︑ 今後 の検討に当たっ
ては︑より一層丁 寧に 対応していく考えである︒
二及び三の１について

検 討案に ついては ︑政府と して決 定に至っ ていないものであり ︑お 尋ねについてお答えすることは差し
控えたい︒
三の２について

お 尋ねの ﹁漫画本 の中のあ る一コ マのみ﹂ であっても︑これを ﹁そ のままコピーする行為﹂は︑﹁原作
のまま複製﹂する 行為 に該当すると考えている︒
三の３について
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御指摘 の﹁著作 権者の 利益を不 当に害す ることと なる 場合﹂という文言は︑現行の著作権法にお いて 十
五か所に規定されている︒
三の４について

検討案 の今後の 取扱い について は︑現時 点で政府 とし ての具体的な方針は決まっておらず︑今後 ︑広 く
国民の御意見を伺いながら︑対応を検討していくこととしている︒
四について

御指摘 の﹁違法 アップ ロード﹂ の意味す るところ が必 ずしも明らかではないが︑警察庁に報告が なさ れ

た ︑イン ターネッ ト上に おいて 著作権法第 二十三 条第一項に規定する権利を侵害した とし て平成三十年中
に都道府県警察に おい て検挙した事件は︑百一件である︒
五について

御 指摘の ﹁小委員 会におい て議論 の打切り に異議を唱えなかっ た﹂ の意味するところが必ずしも明らか

ではないが︑お尋ねについては︑平成三十一年三月十九日の参議院文教科学委員会において中岡文化庁次

長が﹁ 一月二十 五日の 法制・基 本問題 小委員 会でございますけれども︑ 様々 な意見をいただいております
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けれど も︑その 当時︑ 五名の委 員の連 名で︑ この二十五日は取りまとめ はせ ずに検討の継続を求める意見

書 が提出 されたこ とがご ざいます ︒他方で ︑これ に対しまして他の委員から︑海賊版 対策 の緊急性に鑑み

て審議先送りに反対する意見もあったところ︑既に様々な観点からの議論が重ねられてまいったことを踏

まえま して︑最 終的に は小委員 会の主 査から 報告書の取りまとめにつき まし て一任を求める提案がござい

ま して︑ この提案 につき ましては 特段の異 論なく 了承されたものと承知しております ︒ま た︑小委員会終

了後に主査御指示の下に各委員と個別に調整を行いまして︑慎重な御意見も含め︑大半の意見を反映した

上で報 告書が取 りまと めており ます︒ このよ うに︑報告書は小委員会で 了承 されたプロセスに沿いまして

各 委員の 意見も十 分に反 映した 形で取りま とめら れておりまして︑議論を打ち切った との 御批判は当たら

ないものと考えております︒﹂と︑同月二十六日の参議院予算委員会において柴山文部科学大臣が﹁この

ダウン ロード違 法化に 関しまし ては︑ 海賊版 対策が喫緊の課題となる中 で︑ 昨年十月に文化審議会での検

討 を開始 してから 三か月 間で五 回の小委員 会を開 催し︑集中的に審議を進めてまいり まし た︒小委員会と

しては︑権利者団体︑出版社及び利用者団体へのヒアリングを実施して︑被害の実態︑ユーザーへの影響

などを 把握した 上で︑ 静止画︑ テキス ト等の 特性を確認しつつ︑権利者 ︑利 用者双方の御意見をしっかり
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と考慮 しながら 議論を 深めてき たとい うふう に考えております︒また︑ 中間 的な取りまとめを行った後︑

約 一か月 間のパブ リック コメント も実施を し︑そ の結果も踏まえて改めて小委員会で 議論 を行って︑その

際の意見も反映した形で小委員会の報告書が取りまとめられたと聞いております︒その後︑親会議である

著作権 分科会に おいて も審議を いただ き︑全 会一致で最終的な報告書が 取り まとめられたと聞いておりま

す ので︑ そういっ た観点 からあの 報告書は 手続的 には瑕疵がなかったかとは思います けれ ども︑ただ︑先

ほど申し上げたように︑国民各般から様々な懸念が示されており︑また与党から再検討の御指示もいただ

いたと いうこと から︑ より丁寧 に議論 をする 必要があると考えたため︑ 今回 提出を取りやめた次第でござ

い ます︒ ﹂と答弁 してい るとお りである︒ なお︑ 同年二月十三日に開催された文化審 議会 著作権分科会に

おいて︑当該分科会の下に置かれた法制・基本問題小委員会︵以下﹁小委員会﹂という︒︶の委員を兼ね

る二名 の委員か ら︑同 年一月二 十五日 の小委 員会の終了後に提出された 当該 二名を含む八名の委員による

連 名の意 見書の内 容を踏 まえて 報告書の案 が修正 されたことについて感謝の意を表す る趣 旨の発言があっ
たところである︒
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