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3. 著作権法 

(1) 保護を受ける要件 

① 一般規定 

著作権法第 3 条第 1 項第 1 号には「著作物とは、文学、科学、芸術又はその他学

術の範囲に属する創作をいう」と規定されている。また、同法第 10 条には「著作者

は、著作物を完成したときからその著作権を享有する」と規定されている。前述の

規定によれば、保護を受ける著作物は以下の要件を具えていなければならない。 

A. 創作性を具えていなければならない。創作性とは、当該著作物が、著作者が独力

で創作したものであり、他人の著作物を真似たものでなければ、当該要件に合致

する。 

B. 一定の形での表現でなければならない。脳裏に浮かんだ思想又は概念のみでは、

著作物を構成するに足りない。 

C. 文学、科学、芸術又はその他学術の範囲に属す創作でなければならない。したが

って、ポルノビデオ等のように猥褻な物品と認定された場合、実務見解によれば、

法律規定及び公序良俗に違反するため、著作権法の立法目的と相反するものであ

り、著作物として認められない可能性がある。 

D. 保護を受けない著作物ではない。著作権法第 9 条には、著作権の標的とすること

ができない著作物が規定されており、当該作品は、前述の著作物の要件に合致し

ても、社会公益を考慮し、例外的に著作権法による保護を受けない。例えば、憲

法、法律などの法令、官庁が作成された前述法令の翻訳、スローガン、慣用の記

号、算式、新聞記事、法令により行われた試験の問題が該当する。 

②外国人の著作物について 

著作権法第 4 条の規定によると、外国人の著作物が次のいずれかの要件に該当す

る場合、台湾において著作権の保護を受けることができる。 

A. 初めて発行されたもの。即ち、台湾の管轄地域以外の地域において、初めて発行

された日から起算して 30日以内に、台湾の管轄地域において発行されたもの。 

B. 著作者の国籍による。即ち、第 4条第 2項の規定により、条例や協定、又はその

国の法令や慣例に基づき、台湾住民の著作物が著作権を受けられる国の国籍を有

する著作者の著作物。本規定に基づき保護を受けられる外国人は米国、ニュージ

ーランド、英国、スイス、スペイン、及び台湾在住の韓国国籍の者を含む。 
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C. 条約又は協定に別途約定があり、立法院の議決を経て通過したものは、その約定

に従う。この規定に言う「立法院の議決を経て通過した条約又は協定」には、「台

美著作権保護協定」(台米著作権保護協定)及び WTOの加盟に係る TRIPS(知的所有

権の貿易関連の側面に関する協定)を含む。 

台湾が 2002 年 1 月 1 日に WTO に加盟する以前、外国人の著作物は上記三要件の

いずれかを満たす場合に限って、台湾において保護を受けられるとされた。しかし、

台湾が WTO に加盟した後は、著作権法における保護遡及の規定(第 106 条、第 106

条の 1)により、全ての WTO 加盟国の国民の著作物は、台湾において著作権法に基

づく保護を受けるようになった。 

日本国民の著作物につき、台湾が WTO に加盟する以前は、それが「初めて発行さ

れたもの」という要件を満たし、最初の発行日から起算して 30 日以内に台湾で発行

された場合、当該著作物は台湾において著作権の保護を受けられるとされた。しか

し、台湾の WTO 加盟後は、日本も WTO 加盟国であるので、日本国民の著作物は台

湾において著作権保護を受ける。 

③ 著作物の類型 

著作権法第 5 条第 1 項には「本法における著作物とは、次のとおりである。1.文字

著作物。2.音楽著作物。3.演劇、舞踊著作物。4.美術著作物。5.写真著作物。6.図形著

作物。7.映画著作物。8.録音著作物。9.建築著作物。10.コンピュータプログラム著作

物。」、同条第 2 項には「前項各号に例示される著作物の内容は、主務官庁(智慧財

産局)がこれを定める」と規定されている。原則として、著作物が前記 3(1)の①「一

般規定」で述べた 4 要件を具えていれば、何類に属そうとも、あるいは分類するこ

とができなくても、著作権法の保護する著作物とすることができる。 

内政部は第 5 条第 2 項の規定に基づいて、1992 年に「著作権法第 5 条第 1 項各号

著作物内容例示」を公告し、第 5 条第 1 項各号の著作物の内容を例示し、並びに内

容を例示している 3 項において「(著作権法)第 6 条に定める派生著作物(二次著作物)

及び第 7 条に定める編集著作物は、その性質により前項各号の著作物に帰属する」

と規定している。 

1998 年、台湾は WTO 加盟に対応するために、TRIPs の基準に合致するように著作

権法を大幅に改正し、そのうち第 7 条の 1 として「実演家により行われた既存の著

作物の実演は、独立した著作物として保護を受ける」旨の規定を追加した。もとも

と第 5 条第 1 項第 3 号の「演劇、舞踊著作」に分類されていた実演は、独立して著

作権法の保護を受けることのできる著作物となり、実演者はその実演につき法によ

り著作財産権を享受することができる。 
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(2) 著作権、著作隣接権、出版権 

① 著作権 

著作権法第 3 条第 1 項第 3 号には「著作権とは、著作物の完成により生じた著作

者人格権及び著作財産権をいう」と規定されている。前記規定から、台湾が著作権

に対し二元説を採用していることがわかり、即ち、著作者は、第 10 条の規定により、

著作物を完成したときからその著作物につき「著作者人格権」及び「著作財産権」

を有する。 

A.著作者人格権 

著作権法第 15条及び第 17条の規定によれば、著作者人格権には公表権(第 15条)、

氏名表示権(第 16 条)、及び同一性保持権(第 17 条)が含まれる。同法第 21 条の規定に

よれば、著作者人格権は著作者本人に専属し、譲渡又は継承することができない。

実務上、著作者人格権について不行使を取り決めることができるか否かにつき、契

約当事者は著作者が前記第 15～17条に規定される権利を行使しないことを約束する

ことができる、と認めている。したがって、著作者人格権不行使という取り決めを

盛り込んだ契約の一方の当事者が、著作者の同意を得ずに、著作物を公表し、著作

者の氏名を公表し又は表示せず、或いは著作物の内容を改変するとき、著作者は当

該契約当事者に向かって既にその著作者人格権を行使しない旨約束しているため、

当該当事者に対し著作者人格権の侵害を主張することはできない。 

B. 著作財産権 

著作財産権そのものは譲渡することのできる権利であり、著作権法第 36条には「著

作財産権は、その全部又は一部を他人に譲渡し、又は他人と共有することができる」

と規定されている。また、第 37 条には、「著作財産権者は、他人に対し、その著作

物の利用を許諾することができる。その使用許諾の地域、時間、内容、方法又はそ

の他の事項は、当事者の約定による」と規定されている。 

著作権法第 22～29 条、及び第 87 条には、著作財産権には以下の権利が含まれる

ことが規定されている。 

 

権利 法律規定 概念及び特徴 

複製権 第 3 条第 1 項

第 5 号、 

第 22 条 

1. 一般的な複製の要件、即ち、印刷、複写、録音、録

画、撮影、筆記録又はその他の方法により、直接、

間接的、永久的又は一時的に再製する権利。 

2. 「複製」という概念を延伸し、脚本、音楽著作物又

はその他これに類する著作物の上演或いは放送時

にそれを録音又は録画する行為、或いは建築著作物



 

80 

 

については建築設計図又は建築模型に従って建築

物を建築する行為を行なう権利。 

公開口述権 第 3 条第 1 項

第 6 号、 

第 23 条 

著作物の内容を口頭又はその他これに類する方法で公

衆に伝達する権利。 

公開放送権 第 3 条第 1 項

第 7 号、 

第 24 条 

公衆に直接聴取又は視聴されることを目的として、有

線、無線又はその他の器材などの放送システムで情報

を伝送する方法を用いて、音声又は映像を通じて、著

作物の内容を公衆に伝達する権利。原放送者以外の者

が有線、無線又はその他の器材などの放送システムで

情報を伝送する方法を用いて原放送の音声又は映像を

公衆に伝達する権利もこれに含まれる。 

公開上映権 第 3 条第 1 項

第 8 号、 

第 25 条 

単一又は複数の視聴覚機器、或いはその他映像を伝達

する方法を用いて、同一の時間に現場又は現場以外の

特定の場所(映画館、クラブ、ビデオ又はディスクの放

映場、ホテルや民宿などの宿泊施設の客室、公衆使用

に供される交通手段又はその他の不特定者の出入りに

供される場所を含む)の公衆に著作物の内容を伝達す

る権利。 

公開上演権 第 3 条第 1 項

第 9 号、 

第 26 条 

演技、舞踊、歌唱、楽器の演奏又はその他の方法によ

り現場の公衆に著作物の内容を伝達する権利。拡声器

又はその他の器材を用いて原放送の音声又は映像を公

衆に向けて伝達する権利もこれに含まれる。 

公開伝送権 第 3 条第 1 項

第 10 号、 

第 26 条の 1 

有線、無線のインターネット又はその他の情報通信方

法を用いて音声又は映像を通じて著作物の内容を公衆

に伝達する権利をいい、公衆が自ら選定した時間又は

場所において以上の方法で著作物の内容を受信させる

ことができる権利もこれに含まれる。但し、実演者の

その実演に対する公開伝送権は、録音著作物に複製さ

れた実演に限られる。 

改作権 第 3 条第 1 項

第 11 号、 

第 28 条 

翻訳、編曲、翻案、映画化又はその他の方法により原

著作物を新たな創作物となす権利。 

頒布権 第 3 条第 1 項

第 12 号、 

第 28 条の 1 

有償又は無償を問わず、著作物のオリジナル又は複製

物を公衆の取引又は流通に提供する権利。但し、実演

者は録音著作物に複製された実演についてのみ頒布権

を有する。 

公開展示権 第 3 条第 1 項公衆に未発行の美術著作物又は写真著作物を展示する
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第 13 号、 

第 27 条 

権利。 

貸与権 第 29 条、60

条 1 項但書 

著作物を他人に使用させて収益を上げたり、賃料を受

け取る行為をなす権利。また、著作物オリジナル又は

その合法的な複製物の所有者は、当該オリジナル又は

複製物を貸与することができるが、録音及びコンピュ

ータプログラム著作物の所有者には貸与権規定を適用

しない。 

輸入権 第 87 条 著作財産権者の同意なく、著作物のオリジナル又はそ

の複製物を輸入する場合、著作権又は製版権を侵害す

るものとみなす。 

② 著作隣接権 

著作隣接権とは、実演家、録音物の製作者、放送事業者がその実演を公衆に対し

直接又は間接的な方法を以って伝達する権利を指し、それが享有する権利は著作権

と隣り合っているため、「著作隣接権」という。 

台湾では隣接権制度は採用されておらず、実演及び録音著作物はすべて著作物と

して保護され、放送事業者の放送は視聽又は録音を以って保護される以外、特別な

保護措置はない。 

③ 出版権 

民法第 515 条第 1 項には「出版とは、当事者の一方は文学、科学、芸術又はその

他の著作物を出版するためにもう一方に交付し、該もう一方は印刷又はその他の方

法で複製又は発行することを取り決めた契約をいう」旨規定されている。第 515 条

の 1 には「出版権は、出版権授与人が出版契約により著作物を出版人に交付すると

き、出版人に授与される。前項の規定により出版人に授与された出版権は、出版契

約終了時に消滅する」旨規定されている。また、第 517 条には「出版権授与人は、

出版人の複製発行できる出版物がまだ完売していないとき、その著作物の全部又は

一部につき、出版人に不利な処分を行ってはならない。但し、契約に別に定めのあ

る場合、この限りではない」と規定されている。 

前記の民法の規定から、出版権には事実上、複製権、及び頒布権又は公開伝送権

等が含まれていることがわかる。これに対し著作権には、著作権法第 3 条第 1 項第 3

号によれば、複製権、公開口述権、公開放送権、改作権等が含まれる。したがって、

これら両者を比較すると、著作権の範囲は明らかに出版権より広い。 

④ データベース(Database)作者の権利 
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台湾はデータベースについて特別な立法保護を行なっておらず、著作権法第 7 条

第 1 項には「資料の選択及び編集配列につき創作性を有するものは編集著作物であ

り、独立した著作物として保護を受ける」旨と規定されている。したがって、デー

タベースがもし資料の選択及び編集配列につき創作性を有する場合、編集対象とな

った資料が、他人が著作権を有する著作物であるか否かを問わず、著作権法第 7 条

第 1 項の規定により、「編集著作物」として保護を受けることができる。たとえば、

大量の資料を集めただけで、資料について選択、編集配列のなされていない電子デ

ータベースは、著作権法保護の標的には属さない。 

A.  データベース編集配列行為は合法性を具えなければならない 

著作権法第 7 条第 2 項には「編集著作物の保護は、その編集対象となった著作物

の著作権に影響を及ぼさない」旨規定されている。したがって、編集著作物と編集

対象とされる著作物は 2 つの独立した著作物である。 

但し、第 28 条の規定により、著作者は、その著作物を編集著作物に編集する権利

を専有する。したがって、データベース著作権者は、編集対象となった、他人が著

作権を有する資料について、編集配列を行なう前に、各「編集対象となった著作物」

の著作財産権者の同意又は使用許諾を受けなければならない。 

B. データベースと「編集対象となった著作物」との関係 

以上をまとめると、データベース所有者と「編集対象となった資料」の著作権者

はそれぞれ著作権を有する。したがって、「編集対象となった著作物」の著作財産

権の譲渡は、データベースの著作権に影響を及ぼさない。「編集対象となった著作

物」の権利侵害は、データベースに対する侵害を構成しないが、反対に、データベ

ースに対する侵害は、データベースの著作財産権を侵害するのみならず、「編集対

象となった著作物」の著作財産権も侵害する。このほか、データベースと「編集対

象となった著作物」の著作権保護期限はそれぞれ独立しており、影響を受けない。 

 

⑤ コンピュータプログラム著作権 

A. コンピュータプログラム著作物の保護 

いわゆるコンピュータソフトには、コンピュータプログラム、プログラムの記述、

及び補助資料［コンピュータプログラム又はプログラム描写以外のその他資料を指

す。理解を助ける又は当該コンピュータプログラムを応用するために創作されたも

のは、いずれもこれに該当する。例えば、問題描写 (problem description)や user 

instructions がこれに該当する］の 3 つの部分が含まれ、コンピュータプログラムは
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狭義のコンピュータソフトのことであり、プログラム指令に係る部分を指す。 

台湾の著作権法第 5 条第 1 項第 10 号には、コンピュータプログラム著作物は保護

対象となる著作物の 1 つとして明確に規定されており、また、著作権法第 5 条第 1

項各号の著作物の内容例示によれば、コンピュータプログラムとは直接又は間接を

問わずコンピュータに一定の結果を生じさせることを目的としての指令の結合であ

る著作物を含む。なお、台湾においては、ゲームソフトはコンピュータプログラム

として著作権の保護対象とされている。 

著作権法第 22、24、26-1、28、29 条の規定によれば、コンピュータプログラム著

作物の著作財産権者はその著作物につき「複製権」、「公開放送権」、「公開伝送

権」、「改作権」、「編集権」及び「貸与権」を専有する。 

B. コンピュータプログラム著作財産権に係る制限 

コンピュータプログラム著作物は性質が特殊であるため、著作権法に特別規定を

設けており、これには以下のものが含まれる。 

a. 改作権及び複製権に係る制限 

著作権法第 59 条には「合法的なコンピュータプログラム著作物の複製物の所有者

は、自ら使用している機器の必要に応じて、当該プログラムを修正し、又はバック

アップのため当該プログラムを複製することができる。但し、当該修正物又は複製

物の使用は当該所有者に限る。所有者が滅失以外の事由により、原複製物の所有権

を失った場合、著作財産権者の同意を得ない限り、その修正又は複製したプログラ

ムを廃棄しなければならない」旨規定されている 

該条の規定から、「合法的な」コンピュータプログラムの複製物の所有者が機器

の必要に応じて行なう修正は、改作権及び人格権中の同一性保持権の例外を構成す

ることがわかる。但し、前記修正権を享有できる者はコンピュータプログラム著作

物の複製物の所有者に限るものとし、修正後のプログラムは所有者自身の使用に限

る。 

b. 貸与権の制限 

著作権法第 60 条には「著作物オリジナル又はその合法的な複製物の所有者は、当

該オリジナル又は複製物を貸与することができる。但し、この規定は、録音及びコ

ンピュータプログラムの著作物の複製物については適用しない。貨物、機器又は設

備に附属したコンピュータプログラム著作物の複製物で、当該貨物、機器又は設備

に付随して合法的に貸与し、且つ当該貸与の主要な目的物でないものは、前項の但

書の規定を適用しない」旨規定されている。 
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前記規定により、録音及びコンピュータプログラムの著作物の複製物は「権利の

消尽」〔(Doctrine of exhaustion of Right、又は「ファースト・セール・ドクトリン」

(first sale doctrine)〕という原則を適用しないことがわかり、たとえ著作物オリジナル

又は合法的なコンピュータプログラムの著作物の複製物の所有者であろうとも、当

該著作物オリジナル又は複製物を貸与することはできない。したがって、コンピュ

ータプログラム著作物の販売又はその他の方法による所有権の移転について、著作

財産権者は依然として貸与権を保有する。 

但し、もし当該コンピュータプログラムが貨物又は機械設備に附属したものであ

る、たとえばマルチメディア設備上のコンピュータプログラムである場合、マルチ

メディア設備の主要部分ではないので、当該マルチメディア設備を貸与することが

できるのであれば、著作財産権者は、貸与権の保有を主張することはできない。 

⑥ 職務上の著作物(法人著作) 

職務上完成した著作物は、著作者の身分と著作財産権者の関係によって、雇用関

係により完成した職務著作物、及びその他の出資関係により完成した著作物に分け

ることができ、それぞれについて以下のように説明する。 

A. 雇用関係により完成した職務著作物 

著作権法第 11 条には「従業員が職務上完成した著作物は、当該従業員を著作者と

する。但し、契約に使用者を著作者とする旨の約定がある場合は、その約定に従う。

／前項の規定により従業員を著作者とする場合、その著作財産権は使用者に帰属す

る。但し、契約にその著作財産権は従業員が享有する旨の規定がある場合は、その

約定に従う。／前二項にいう従業員は、公務員を含む」旨規定されている。 

従業員と使用者との間には雇用契約があるので、所謂「職務上完成した著作物」

については、当該従業員の業務内容に基づき実質的な判断を行うべきで、従業員の

従事する時間及び場所に基づき認定するものではない。よって、雇用契約に明確な

約定がない場合について、学者の中には、勤務時間や会社のリソースを利用したか

否かを問わず、明らかに会社の上司の指示に基づき創作に従事した場合は、いずれ

も職務上完成した著作物であると認められるべきであるとする者もいる。例えば、

オンラインゲームの開発に従事するエンジニアが上司の指示に従って、終業後に開

発した新しいゲームソフトは、職務上完成した著作物に該当し、一方、当該エンジ

ニアが個人のアルバイトとして、勤務時間以外に会社のリソースを利用して開発し

たソフトは職務著作に属さないとする見解である。 

前記の規定によれば、従業員が職務において完成した著作物は、取り決めがなけ

れば、従業員が著作者として著作者人格権を有するが、当該著作物の著作財産権に

ついては、特別な約定のある場合を除き、使用人がそれを享有する。 



 

85 

 

B. その他の出資関係により完成した著作物 

著作権法第 12 条には「出資し他人を招聘して完成させた著作物は、前条の事由を

除き、当該招聘を受けた者を著作者とする。但し、契約に出資者を著作者とする旨

の約定がある場合は、その約定に従う。／前項の規定により招聘を受けた者を著作

者とする場合、その著作財産権は契約の約定により、招聘を受けた者又は出資者が

享有する。著作財産権の帰属について約定がない場合、その著作財産権は招聘を受

けた者が享有する。／前項の規定により著作財産権が招聘を受けた者に帰属する場

合、出資者は当該著作物を利用することができる」旨規定されている。 

いわゆる「出資し招聘」には、委任及び請負が含まれる。前記規定によれば、別

に約定があり、出資者を著作者とする場合を除き、原則として招聘を受けた者が著

作者として著作者人格権を享有する。注意すべきは、約定を以って出資者を著作者

とする場合、出資者の享有する著作者人格権は招聘を受けた者によって譲渡された

ものではなく、最初から出資者が享有するものである、という点である。 

知的財産権の享有について、出資者と従業員に別に約定がある場合を除き、著作

財産権は招聘を受けた者に帰属し、当該招聘を受けた者がこれを享有し、出資者は

当該著作物を利用することができるだけである。但し、約定により出資者が享有す

る場合、招聘を受けた者は原則として、当該著作物を利用することはできない。 

⑦ インターネット・サービス・プロバイダーの責任 

インターネットからのコピー及び伝送技術の簡便さにより生じる著作権侵害行為

は非常に多く且つ拡散特性を具えており、また各種権利侵害行為がいずれもインタ

ーネット・サービス・プロバイダー(Internet Service Provider。以下、「ISP 業者」)の

提供するサービスを介して行われていることに対応すべく、2009 年 5 月 13 日に公布

された著作権法の一部条文の改正をもって、ISP 業者の責任に制限を設け、著作権者

と ISP 業者間に有効な「ノーティス・アンド・テイクダウン」(Notice ＆ Take Down、

即ち「権利者から指摘があれば削除する」の意)システムを構築することによって、

ISP 業者に、その責任を制限する「セーフハーバー・ルール」を付与、即ち、使用者

が ISP 業者の提供するサービスを利用して他人の著作権又は製版権を侵害した場合、

ISP 業者が責任を負わないことを主張できる範囲及び要件を法律で明文化して明確

にした。この改正要点は次のとおりである。 

 ISP 業者の定義を追加規定。(第 3 条第 1 項第 19 号) 

 ISP 業者は第 6 章の 1 の民事免責事由の共通要件を適用することができる。(第 90

条の 4) 

 各類 ISP 業者はその使用者が行った他人の著作権又は製版権を侵害する行為に対
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し、もし当該 ISP 業者が確かに本法に定める手続きを遵守しているのであれば、

賠償責任を負わない。(第 90 条の 5～第 90 条の 8) 

 情報保存サービスを提供する ISP 業者が回復措置を講じる際に遵守すべき事項。

(第 90 条の 9) 

 ISP 業者が規定により著作権又は製版権を侵害する疑いのある情報を削除した場

合、使用者に対して賠償責任を負わない。(第 90 条の 10) 

 不実な通知又は回復通知によって他人に損害を与えた場合、生じた損害について

賠償責任を負わなければならない。(第 90 条の 11) 

 権限を授けられた智慧財産局は法規命令をもって、前記追加条文に関する執行事

項を定める。(第 90 条の 12) 

A. ISP 業者の定義 

2009 年 5 月 13 日の改正法第 3 条第 1 項第 19 号により、ISP 業者は、以下のサー

ビスを行う者をいう。 

a、接続サービス・プロバイダー：その管理又は運営するシステム又はネットワーク

を通じて、有線又は無線により情報の送信、転送、受信を行い又は前述の過程に

おいて仲介及び一時的記録を行うサービスを提供する者。 

b、キャッシングサービス・プロバイダー(快速アクセスサービス・プロバイダー)：

ユーザの要求に応じて、情報を送信した後、その管理又は運営するシステム又は

ネットワークを通じて、当該情報を仲介及び一時的に記録し、その後、当該情報

送信したユーザからの当該情報へのクイックアクセス要求に応じてサービスを

提供する者。 

c、ホスティングサービス・プロバイダー(情報保存サービス・プロバイダー)：その

管理又は運営するシステム又はネットワークを通じて、ユーザの要求に応じて情

報ホスティングサービスを提供する者。 

d、検索サービス・プロバイダー：ユーザにネットワーク情報のインデックス、レフ

ァレンス又はリンクにより、サーチ又はリンクのサービスを提供する者をいう。 

B. ISP 業者の遵守事項 

著作権法第 90 条の 9 に、「ホスティングサービス・プロバイダー」が「ノーティ

ス・アンド・テイクダウン」措置を講ずる際に遵守しなければならない事項が規定

されている。この規定は「ホスティングサービス・プロバイダー」にのみ適用され、
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その他 3 種類の ISP 業者は情報の長期短期の記録という性質を有さないため、本条

は適用されない。 

ホスティングサービス・プロバイダーは、第 90 条の 7 第 3 号の処理状況を、ユー

ザと約定した連絡方法又はユーザが残した連絡情報に従って、権利侵害したとされ

る当該ユーザに転送しなければならない。但し、提供するサービスの性質上、通知

できないものにあっては、この限りでない。 

前項のユーザが権利侵害ではないと考える場合、回復通知文書を提出し、ホステ

ィングサービス・プロバイダーにその削除された、又は他人のアクセスを不能にし

た内容又は関連情報の回復を請求することができる。 

ホスティングサービス・プロバイダーは、前項の回復通知を受領した後、速やか

に回復通知文書を著作権者又は製版権者に転送しなければならない。 

著作権者又は製版権者がホスティングサービス・プロバイダーの前項の通知を受

領した翌日から 10 営業日以内にホスティングサービス・プロバイダーに当該ユーザ

に対して訴訟を提起した証明を提出した場合、ホスティングサービス・プロバイダ

ーは回復義務を負わない。 

著作権者又は製版権者が前項の規定に従って訴訟を提起した証明を提出しなかっ

た場合、ホスティングサービス・プロバイダーは遅くとも回復通知を転送した翌日

から 14 営業日以内に、削除又は他人のアクセスを不能にした内容若しくは関連情報

を回復しなければならない。但し、回復できない場合、事前にユーザに告知し、又

はユーザの回復にその他の適切な方法を提供しなければならない。 

上述の「通知(Notice)」、「削除(Take Down)」、「回復通知(Counter Notice)」及び

「回復(Restore)」の手続は、一般的に「ノーティス・アンド・テイクダウン(Notice & 

Take Down)」と称され、著作権侵害の継続発生を迅速且つ有効的に阻止することが

期待されている。 

C. ISP 業者の責任制限 

ISP 業者は、権利者に協力し、「ノーティス・アンド・テイクダウン」の手続きを

執行するだけでよく、著作権侵害の共犯として検挙されるリスク及び著作権侵害の

疑いでの民事責任は負わない。これを一般的に「責任制限」という。このほか、ISP

業者がスムーズに「責任制限」を実施できるよう、使用者にサービスを提供する前

に、著作権保護措置に関し、著作権侵害により３回告知された使用者に対して、ISP

業者は全部又は一部のサービスを停止することを、明確に説明する必要がある。 

民事上の「共同不法行為」の概念によれば、インターネットユーザーが故意又は
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過失により他人の著作権を侵害した場合、ISP 業者はそのインターネットユーザーの

不法行為にいついて、「共同不法行為」の責任を負う可能性があるが、現行著作権

法では ISP 業者に民事賠償責任を免除する可能性を与えた。また、ISP 業者が「著作

権を侵害する内容を削除する」という法定要件を満たした場合には、賠償責任の免

除を主張できるという規定が設けられた。 

ISP 業者は、インターネット上に掲載された内容につき、それが他人の著作権を侵

害するかどうかを判断することは困難である。よって、インターネットにおける権

利侵害内容の発見及び削除については、現行著作権法は「通知、削除」(Notice &Take 

Down)の方式を採用している。すなわち、著作権者が、インターネット上における権

利侵害を発見した場合、現行法第 90 の 4 条の規定により、自ら ISP 業者に通知し、

削除するよう求めることができる。ISP 業者は、その通知を受けた場合、直ちに当該

内容を削除することができ、さらに第 90 の 5～8 条の規定により、当該著作権者に

対し共同不法行為の賠償責任を負わないことを主張することができる。なお、ISP 業

者が法定手続きにより権利侵害の疑いのある内容を削除又は回復した場合には、第

90 の 10 条により、そのインターネットユーザーに対し賠償責任を負わない。 

以上のように、ISP 業者にとって、権利者に協力して通知・除去の手続を実行すれ

ば、他人による著作権侵害について、権利侵害を告訴されるリスク及び権利侵害容

疑者と共同で民事責任を負うことを免除されることになっている。 

(3) 著作権信託管理 

「信託」とは委託者が権利を受託者に委託し行使させることを指す。したがって、

著作権の信託とは、著作権者が著作財産権を受託者に移譲し、受託者は信託行為に

より著作財産権の管理を行い、受託者は「善良なる管理人の注意義務」をはらって

信託事務を処理しなければならない。 

著作権法第 81 条第 1 項には「著作財産権者は、権利の行使、使用料の受領及び配

分につき、著作権主務官庁である智慧財産局の許可を得て著作権仲介団体を組織す

ることができる」旨規定されている。また同条第 3 項には「第 1 項の団体の許可設

立、組織、職権及びそれに対する監督、指導に関する事項は、別途法律で定める」

旨規定されている。そこで、台湾では 1997 年 11 月 5 日に「著作権仲介団体条例」

が公布施行され、著作財産権者が結合することによって仲介団体が設立され、かか

る仲介団体の力を通じて各種専門家を会員として集め、著作財産権を行使し、その

結果、会員が安心して創作に従事できるようにし、また間接的には創作の質を引き

上げ、これによって社会全体の文化経済発展を促進しようとした。また、一方、仲

介団体を通じて利用者がスムーズに使用許諾を受け、合法的に著作物を利用するこ

とができるようにし、社会文化、経済秩序の維持に対し、良性の循環を形成しよう

とした。経済部智慧財産局の資料によれば、現在、登録許可を受けている著作権仲
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介団体は全部で 7 団体あり、その関連資料は以下のとおり。 

 

団体名称 著作物類別 管理権限 ウェブサイト 

MCAT 

(中国語名称：社団法人台

湾音楽著作権人聯合総会) 

音楽著作物 公開放送権、 

公開上演権、 

公開伝送権 

http://www.mcat.org.tw 

MUST 

(中国語名称：社団法人中

華音楽著作権仲介協会) 

音楽著作物 公開放送権、 

公開上演権、 

公開伝送権 

http://www.must.org.tw/ 

TMCS 

(中国語名称：社団法人台

湾音楽著作権協会) 

音楽著作物 公開伝送権、 

公開放送権、 

公開上演権 

http://www.tmcs.org.tw 

ARCO 

(中国語名称：社団法人中

華民国録音著作権人協会) 

録音著作物 公開放送権、 

公開上演報酬請

求権 

http://www.arco.org.tw 

RPAT 

(中国語名称：社団法人中

華有声出版録音著作権管

理協会) 

録音著作物 
公開放送権、 

公開上演報酬請

求権  

 

http://www.rpat.org.tw 

AMCO 

(中国語名称：社団法人中

華音楽視聴著作仲介協会) 

視聴覚著作物 公開放送権、 

公開上映権 

http://www.amco.org.tw 

COLCIA 

(中国語名称：社団法人中

華語文著作権仲介協会) 

文字著作物 複製権  

前記著作権仲介団体はその設立目的により、それぞれ音楽著作物、録音著作物及

び視聴覚著作物を担当し、著作財産権者と信託関係を結んで、著作権者の公開放送

権、公開上演権、公開伝送権等の著作財産権の管理及び行使を行なっている。 

http://www.mcat.org.tw
http://www.must.org.tw/
http://www.tmcs.org.tw
http://www.arco.org.tw
http://www.rpat.org.tw
http://www.amco.org.tw





