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第５節 著作権および関連する権利の概要 
 

インド著作権法（1957 年制定）は、英国の著作権法を基に生まれたものである。インド

は、文学的および美術著作物の保護に関するベルヌ条約（以下「ベルヌ条約」）に加盟し

ている。また、万国著作権条約（1952 年締結）、実演家、レコード製作者および放送事業

者の権利の保護に関するローマ条約（1961 年締結）（以下「ローマ条約」）に加盟してい

る。他にも、世界貿易機関の一員として、知的所有権の貿易関連側面に関する協定（以下

「TRIPS 協定」）にも加盟している。TRIPS 協定は、著作権等の知的財産権をあらゆる

方法で保護するに当たり、遵守すべき 低基準を具体的に定めており、インドの著作権法

は、この基準に準拠した規定となっている。 
 

１．  著作権改正法（2012 年制定） 
2010 年 4 月 19 日、著作権改正法案（2010 年策定）が上院に提出され、インド著作権

法（1957 年制定）に関し、その明確化、運用上の諸問題の解消、およびデジタル技術とイ

ンターネットの普及に伴い出現した新たな問題への取り組みを目的とした改正が提案され

た。この法案はさらに、インド著作権法（1957 年制定）の条項を、世界知的所有権機関

（WIPO）の 2 つのインターネット条約、すなわち WIPO 著作権条約（WCT）（1996 年

締結）および WIPO 実演・レコード条約 
（WPPT）に準拠させることも求めた。 

  
この法案の趣旨説明書には、様々な条項の改正案が列挙されるほか、いくつかの新しい

条項をインド著作権法に追加することも提案されている。主な改正は、以下を目指すもの

である。 
 

（１）  インド著作権法の条項を、世界知的所有権機関の WIPO 著作権条約（WCT）お

よび WIPO 実演・レコード条約（WPPT）に準拠させる。 
 

（２）  新たな用語、すなわち「commercial rental（商用レンタル）」、「Rights 
Management Information（権利管理情報）」および「visual recording（録画物）」

の定義を規定し、「author（著作者）」、「cinematograph films（映画フィル

ム）」、「communication to the public（公衆送信）」、「infringing copy（違法複

製物）」、「performer（実演家）」および「work of joint authorship（共同著作

物）」の既存の定義を改正する。 
 
（３）  デジタル技術の電子的手段による著作権物の保存に関する規定を設けると共に、

インターネット・サービス・プロバイダーの責任を定める。 
 
（４）  映画フィルム内の文学的および音楽的著作物の著作者に独立した権利を付与する。 
 
（５）  著作者は、ロイヤルティ、並びに著作権協会を通して得られる恩恵を受領する権

利を有することを明確化する。 
 

（６）  著作物の著作者、特に映画フィルムや録音物に含まれる曲目の著作者が、自己の

著作物の商業利用に対するロイヤルティを確実に受領できるようにする。 
 

（７）  身体障害者が著作権物を特殊な形式で利用できるようにする。 
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（８）  文学作品、戯曲作品または音楽作品の録音物を制作するには、著作権者の利益が

適正に保護されるようにするため、すべての録音物の二次的録音物  (version recordin
g)に関する法定利用許諾制度を導入する。 

 
（９）  放送機関が文学作品および音楽作品並びに録音物を利用する際に、著作権物の所

有者が不利にならないようにするための、法定利用許諾制度を導入する。 
 

（１０）所有者ではなく、著作者による著作権協会の設立および管理に関する規定を設け

る。 
 
（１１）著作権審判委員会による精査を条件とする、著作権協会によるロイヤルティ体系

の策定に関する規定を設ける。 
 
（１２）著作権審判委員会はロイヤルティ体系への不服申立中の者に対するロイヤルティ

の継続的な支払に関する規定を設ける。著作権審判委員会は、ロイヤルティ体系に対

する不服申立中に、暫定ロイヤルティを設定することができる。 
 

（１３）税関による違法複製品の輸入の防止、違法複製物の処分、および民事上の救済措

置に基づく著作者の推定に関する規定を設けることにより、権利の行使を強化する。 
 
インド著作権改正法（2012 年制定）は、2012 年 6 月 20 日にインド中央政府により公

示され、2012 年 6 月 21 日に施行された。インド著作権改正法（2012 年制定）によって

導入された改正は、以下の項目に含まれている。 
 
２．  著作権局および著作権審判委員会 
インド著作権局は、インド著作権法に基づく組織である。著作権登録官が、インド中央

政府の監督および指示を受けて、直接これを指揮する。 
 
著作権局は、任意で登録される著作権に係る法定事項を、著作権登録原簿に記載し、こ

れを管理する役目を担う。著作権登録簿に記載された事項は一応の(prima facie)証拠と見

なされ、すべての裁判所において、登録簿記載の事項の謄本は著作権を所有する一応の証

拠として認められる。 
 
インド著作権審判委員会は、インド著作権法に基づき設立され、同法に定める一定の職

務を遂行する機関である。審判委員長 1 名、および 2 名の審判員で構成される。審判委員

長の任期は 5 年で、再任することができる。 
 
著作権審判委員会の主な職務は、著作物の公表の有無、公表日、および著作権の保護期

間がインド以外の国または地域においてインド著作権法に定めるものより短いということ

はないかを、確認することである。また、著作権の譲渡に係る争いを解決し、強制許諾の

是非を判断し、著作権登録簿の登録事項を訂正することも、著作権審判委員会の担当であ

る。 
 
著作権審判委員会による審判の対象となる著作物には、書籍、新聞・雑誌記事、映画の

脚本、楽曲、音声、映画、コンピュータプログラム、歌詞、絵画、図面および図表等が挙

げられる。 
 
著作権審判委員会は、その職務の遂行に当たり、次に掲げる事項については、裁判所が

民事事件を扱うときに行使する権限と同じ権限を、行使することができる。 
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（１）  呼出状を発行し、出頭を命じ、宣誓証言をした上での証拠調べを行うこと。 

 
（２）  書類の開示および提出を命じること。 

 
（３）  宣誓供述書による証拠の提出を受け付けること。 

 
（４）  証人尋問および書類の証拠調べを嘱託すること。 

 
（５）  公文書またはその謄本・抄本を裁判所に請求すること。 

 
（６）  規定されるその他一切の事項。 
 
インド著作権審判委員会により出された決定は全て、高等裁判所に訴え提起することが

できる。  
 
３．  著作権および著作物の意義 
著作権とは、無断で「著作物」の複製、頒布、上演、上映等が行われた場合には、これ

を禁じる権利をはじめとして、様々な利用行為を独占的に行う権利の集まりである。著作

者または著作権者は、著作権を行使して、その創作物を他者が無断で複製・利用すること

を禁じることができる。このような著作権が付与されるのは、作家、作曲家、芸術家等に、

その創作物を一定期間独占的に利用する権利を与えることにより、創作活動を奨励し、創

作活動にふさわしい財産的利益を確保すると同時に、創作物が無断で利用されないように

するためである。 

 

著作権は、インド著作権法の定めに基づき付与される権利であり、同法に定める著作権

に該当しなければ、著作権とは認められない。1従って、「コモンロー上の著作権」という

ようなものは、インドにおいては認められない。 

 

インド著作権法においては、次に掲げる「著作物」に対して、著作権による保護を認め

る。 

 

（１） 言語著作物 

（２） 戯曲著作物 

（３） 音楽著作物 

（４） 美術著作物 

（５） 映画 

（６） 録音 

 

著作権は、著作物が創作されたときに、当然に発生し、特に登録や著作権表示の公表等

の手続きを取らなくても、インド著作権法に基づき保護される。 
 
インド著作権法においては、文学作品、戯曲作品、音楽作品、および美術作品について

は、創作性が認められるもののみを、著作物として保護する。「創作性」が認められる創

作物とは、「独自のまたは新規の考えが表現されたものである必要はない。なぜなら、著

作権法が求めているのはアイディアそのものの独創性ではなく、考えを伝える表現の独創

                                                            
1 インド著作権法第 16 条 
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性だからである（中略）」2。従って、著作権により保護されるのは、アイディアそのもの

ではなく、アイディアを伝える表現に限られる3。このようにアイディアまたは情報そのも

のが著作権により保護されるわけではないから、他のアイディアを借用しまたは他から事

実を引用しても、表現そのものをそのまま再現したものでなければ、著作権を侵害したこ

とにはならない。. 
 
（１）  言語の著作物 

インド著作権法に基づき保護される言語の著作物は、同法において例示的に定められて

いる。例えば、コンピュータプログラムや4、図表、コンピュータデータベース等の編集物

も5、言語の著作物の一つとして挙げられている。同法の定めによれば、「言語著作物」に

は、様々な創作物が該当し、業務上の書簡、電気回路図、抄本、カレンダー、カタログ、

契約書式、電話帳等、サッカーの試合観戦券、様式および判例、数表、列車の時刻表、貿

易統計、漫画、コンピュータプログラムのオブジェクトコードおよびソースコード等も、

言語の著作物とみなされる。 
 

コンピュータプログラムとは、文字、コード、配列その他機械により判読可能な媒体等

をもって表された命令の集まりで、これによりコンピュータに特定の処理を行わせまたは

特定の結果を得られるものをいうとされる。 

 

London Press Ltd 対 University Tutorial Press 事件6において出された判決では、イン

ド各地の裁判所によりインドへの適用が妥当と考えられている英国著作権法に範を取り、

インド著作権法における「言語の著作物」とは、記載内容の質や文体に関係なく、印刷物

または紙面をもって表現された著作物をいうと判示されている。言語の著作物とは、情報、

知識、または文学的な喜びを与えることが意図された著作物をいうものと解されているの

である。 

 

その他に、言語の著作物として著作権による保護が認められるためには、創作性を要す

る。言語著作物の著作権者に認められる独占的な権利には、複製権7、譲渡8、上演・上映

権9、翻案権（映画化、録音）10、翻訳権11、その他翻案に係る権利12等が挙げられる。こ

れらの権利は、翻訳、翻案も、また逆に原著作物に適用される権利は二次的著作物にも、

等しく認められる13。 
 

                                                            
2 英国法律事典 Halsbury’s Laws of England（第 4 版）第 9 巻パラグラフ 831（引用判例）

University of London vs. University Tutorial Press, (1916) 2 Ch. 601 at p. 608～（インド

高裁判所判例）R.G. Anand vs. Deluxe Films, AIR 1978 SC 1613 において援用 
3 （判例）R.G. Anand vs. Deluxe Films,. AIR 1978 SC 1613 
4 インド著作権法第 2 条(ffc)項 
5 同法第 2 条(o)項 
6 [1916] 2 Ch. 601 
7 インド著作権法第 14 条(a)項(1)号 
8 同条同項(2)号 
9 同条同項(3)号 
10 同号条同項(4)号 
11 同条同項(5)号 
12 同条同項(6)号 
13 同条同項(7)号 
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なお、コンピュータプログラムについては、上記の権利の他に、譲渡権（販売および販

売の申し出）、ならびに貸与権（レンタルおよびレンタルの申し出）が、インド著作権法

においてられている14。認め「翻案」により創作した文学的（二次）著作物とは、原著作

物の順序・配置を変え、戯曲作品に作りかえ、全体のもしくは中心的な描写により話の筋

もしくは出来事を伝えられるように原著作物を短縮しもしくは脚色し新聞、雑誌もしくは

これらに類した定期刊行物において複製することのできる形態にしたもの、またはこれら

の著作物を利用することをいう。 
  
（２）  戯曲著作物 

「戯曲著作物」とは、インド著作権法において、例示的に定められている。同法第 2 条

(h)項においては、戯曲著作物とは、「朗読、舞踊、無言劇、舞台、これら等が紙面その他

の媒体に固定されたもの（但し、映画を含まない。）」等をいうと定める。戯曲著作物と

して認められるには、その媒体については特に要件は定められていないが、有形的な媒体

であることを要する。また、何らかの戯曲的な性質が認められ、かつ上演可能なものでな

ければならない。 
 
戯曲著作物に著作権が認められるのは、創作されたものに限られる。戯曲著作物の著作

権者には、複製権15、譲渡権16、上演・上映権17、翻案権（映画化、録音）18、翻訳権19、

その他翻案に係る権利20が挙げられる。これらの権利は、翻訳、翻案等の二次的著作物が

創作された場合には、当該二次的著作物だけでなく原著作物にも、また逆に原著作物に適

用される権利は二次的著作物にも、等しく認められる。21 
 

「翻案」により創作した戯曲的（二次）著作物とは、原著作物を戯曲以外のものに作り

かえ、全体のもしくは中心的な描写により話の筋もしくは出来事を伝えられるように原著

作物を短縮しもしくは脚色し書籍、もしくは新聞、雑誌もしくはこれらに類した定期刊行

物において複製することのできる形態にしたもの、またはこれらの著作物を利用すること

をいう。 
 
（３）  音楽著作物 

「音楽著作物」とは、「音楽作品、およびそれを紙面等の媒体をもって表したもの（楽

譜等）をいう。なお、音楽に合わせて歌い、語り、または演じる言葉または動きは、音楽

著作物には当たらない」。22有形的に表されていないものでも、音楽著作物として、イン

ド著作権法に基づく保護を受ける。なお、音楽著作物の著作者は、その音楽の作曲家とな

る。23作曲家とは、どのような媒体をもって音楽を表すかに関係なく、音楽を作曲した者

をいうとインド著作権法において定められている。 
 

                                                            
14 インド著作権法第 14 条(b)項 
15 同条(a)項(1)号 
16 同条同項(2)号 
17 同条同項(3)号 
18 同条同項(4)号 
19 同条同項(5)号 
20 同条同項(6)号 
21 同条同項(7)号 
22 インド著作権法第 2 条(p)項 
23 同条(d)項(ii)号 
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創作された音楽著作物の著作権者には、インド著作権法に基づき、複製権24、譲渡権25、

上演・上映権26、翻案権（映画化、録音）27、翻訳権28、その他翻案に係る権利29が認めら

れる。これらの権利は、翻訳、翻案等の二次的著作物が創作された場合には、当該二次的

著作物だけでなく原著作物にも、また逆に原著作物に適用される権利は二次的著作物にも、

等しく認められる。30 

 
「翻案」により創作した音楽的（二次）著作物とは、原著作物を編曲したもの、またこれ

を利用することをいう。31 
 
（４）  美術著作物 

美術著作物とは、インド著作権法においては、①芸術性が認められるか否かに関係なく、

絵画、彫刻、図画（図表、地図、グラフまたは図面等を含む。）、版画または写真、②建

築物、および③その他の美術工芸創作物をいうと定める。 
 
美術著作物には、図画、図表、絵画、地図、グラフ、版画、エッチング画、石版画、写

真、彫刻、建築物、設計図、機械製図、その他の美術工芸創作物も該当する。なお、美術

工芸創作物とは、芸術性が認められるだけでなく、創作上技芸を要する創作物をいう。 

 

創作された美術著作物の著作権者には、インド著作権法に基づき、複製権32、展示権33、

譲渡権34、翻案権（映画化）35、その他翻案に係る権利36が認められる。これらの権利は、

翻案等の二次的著作物が創作された場合には、当該二次的著作物だけでなく原著作物にも、

また逆に原著作物に適用される権利は二次的著作物にも、等しく認められる。37 
 

「翻案」により創作した美術的（二次）著作物とは、原著作物を上演等することにより

戯曲作品に作りかえ38、また作りかえたものを利用することをいう。39 
 
（５）  映画 
映画とは、映像を録画した著作物をいい、録画した映像と合わせて録音された音声を含

む。なお、映画の定義には、技術の進歩により新たに生まれた、ビデオ等の映画に準ずる

技術によって制作された作品も含まれる。40State of Andhra Pradesh 対 Nagoti Venkatar

                                                            
24 インド著作権法第 14 条(a)項(1)号 
25 同条同項(2)号 
26 同条同項(3)号 
27 同条同項(4)号 
28 同条同項(5)号 
29 同条同項(6)号 
30 同条同項(7)号 
31 インド著作権法第 2 条(c)項(iv)号 
32 同法第 14 条(e)項(i)号 
33 同条(d)項(ii)号 
34 同条(d)項(iii)号 
35 同条(d)項(iv)号 
36 同条(d)項(v)号 
37 インド著作権法第 14 条(c)項(vi)号 
38 インド著作権法第 2 条(a)項(v)号 
39 同法同条同号 
40 1957 年インド著作権法第 2 条 
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amanna 事件において41、インド 高裁判所は、ビデオテープが、インド著作権法に定め

る映画に該当すると判示した。但し、他の映画の著作権侵害に当たる映像等がかなりの部

分を占める映画については、著作権の成立が認められない。42 
 
映画の著作者は、映画製作者である。43映画製作者とは、映画製作において主導的立場

で全責任を負う者をいう。 
 
映画の著作権者には、インド著作権法に基づき、独占的な複製権（複製には①映画の一

部を構成する映像の写真、②電子的手段等の手段を用いた、何らかの媒体への録画44も含

まれる）、頒布権（販売および商用レンタルによる貸与またはその申し出）45、および上

映権46が認められる。 
 

Entertaining Enterprises 対 State of Tamil Nadu 事件47において、ビデオテープによ

り無断で映画を上映した場合には、映画の著作権侵害が成立するとの判断が判決において

示された。 
 
映画のかなりの部分を他の映画の著作権侵害に当たる映像等が占める場合には、著作権

の成立は認められない。48 
 
（６）  録音 

録音とは、音を録音する媒体または音を再生する方法に関係なく、音を録音して再生で

きるようにしたものをいう。49これには、技術の進歩により新たに生まれた、録音に準ず

るものを含む。但し、言語著作物、戯曲著作物、音楽著作物に関する録音を行うことによ

り、かかる著作物の著作権を侵害することになる場合には、かかる録音には著作権の成立

が認められない。50 
 
製作者が、録音の著作者である。51 
 
録音の著作権者には、インド著作権法に基づき、複製権52、譲渡権および貸与権（譲渡

および貸与の申し出を含む。）53、ならびに上演・口述権54が認められる。 
 

                                                            
41 1996 PTC (16) SC 
42 1957 年インド著作権法第 13 条(3)(a) 
43 1957 年インド著作権法第 2 条(d)(v) 
44 1957 年インド著作権法第 14 条(d)(i) 
45 1957 年インド著作権法第 14 条(d)(ii) 
46 1957 年インド著作権法第 14 条(d)(iii) 
47 AIR 1984 Mad 278; See also Dinesh Kumar H. Tiwari vs. State of Maharashtra, AIR 1984 
Bom 34 
48 1957 年インド著作権法第 13 条(3)(a) 
49 インド著作権法第 2 条(xx)項 
50 インド著作権法第 13 条(3)項(b)号、（判例）Wellington Cinema Co. vs. Performing Rights 
Society, AIR 1937 Bom 472 
51 インド著作権法第 2 条(d)項(v)号 
52 同法第 14 条(e)項(i)号 
53 同条同項(ii)号 
54 同条同項(iii)号 
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４．  著作者および著作権の所有者 
著作権者は、著作者と必ずしも一致しないが、著作者と密接な関わりを持つ。著作権者

と著作者とはその認定原因が異なると言える。著作者は、著作物を創作したという事実の

問題でありき、当然に著作者として認められるが、著作権者は、著作権に係る合意に基づ

き、著作権者として認められるからである。従って、著作権者は、権利の移転をもって、

別の者に代わることができるが、著作者は、いかなる場合であろうとも、別の者が代わる

ことはできない。分かりやすい例を挙げると、職務において著作物が創作されたとする。

この著作物の著作者となるのは、当該著作物を職務の過程で創作した従業者であるが、著

作権者は、（合意により）使用者がなることが考えられる。 
 

インド著作権法においては、著作権が認められるには、著作者がインド国籍を有するこ

とを求めていない。しかし、著作権法は作品がインドで公表されねばならないか、インド

以外で公表された場合は、著作者は公表時または公表のときに既に死亡している場合には

死亡時に、インド国民であることを要するという規定を定めている55。未公表の作品の場

合には建築の作品を除いて、当該作品の創作時に、著作者がインド国民であり、またはイ

ンドに住居を有していなければならないと定められている56。未公表の作品の創作が長期

にわたったときは、当該作品の著作者は、その者が国民であるかまたは当該期間の相当な

部分において居住していた国において国民でありまたは居住していたものとみなすという

こととなる57。なお、外国作品の著作権およびその保護については、以下の「著作権の国

際的保護」の説明を参照されたい。 

 
５．  職務著作に関する著作権 

著作権を 初に取得するのは、インド著作権法に基づき、著作物を創作した著作者であ

る58。但し、次に掲げる場合には、著作者以外の者が、 初から著作権者となる。 
 
（１）  雇用・請負契約等に基づき（正規雇用、仮採用、定期的、一時的等にかかわら

ない。）、新聞、雑誌またはこれらに類した定期刊行物に掲載する文学作品、戯曲作

品または美術作品が職務の過程で創作される場合には、かかる著作物の著作者ではな

く、著作物を掲載する刊行物の発行者が、著作権を 初から当然に取得する。59 
 

（２）  依頼に基づき写真、絵画、肖像画、彫刻、または映画が制作される場合には、

かかる著作物の著作者ではなく、制作を依頼した者が、著作権を 初から当然に取得

する。60 
 

（３） 雇用・請負契約等に基づき（正規雇用、仮採用、定期的、一時的等にかかわらな

い。）、創作される著作物の場合は、当該契約において別段の定めがない限り、かか

る著作物の著作者ではなく、雇用・委託等を行った使用者等が、著作権を 初から当

然に取得する。61この例外適用は、会社に雇用される従業者が職務の過程で創作する

ソフトウエアコード等、職務の過程で創作されるあらゆる著作物に適用される。 

                                                            
55 インド著作権法第 13 条(2)項 
56 同上 
57 インド著作権法 7 条 
58 インド著作権法第 17 条 
59 インド著作権法第 17 条(a)項 
60 同法同条(b)項 
61 同法同条(c)項 
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なお、著作権は、これを 初に取得する者が誰であれ、当然合意をもって、移転するこ

とができる。. 
 

６．  共同著作物 
著作物は、よく共同で創作される。このような場合には、複数の著作者が共同で制作し

た共同著作物とみなされる。但し、共同著作物とみなされるためには、共同著作者各人の

寄与を分離することができないものであることを要する。62共同著作者と認められるため

には通例、著作者が寄与したと主張する表現が、他の表現を複製等したものではなく、当

該著作者の創作に他ならないことを、証明しなければならない。共同著作者は、著作権を

共有する。63従って、各共同著作者は、著作権につき、不可分の権利を等しく保有するこ

とになる。 
 
共同著作者は、著作権の侵害に対しては、各人が単独でこれを訴えることができる。そ

の一方で、著作物の利用許諾または譲渡を行う場合には、全ての共同著作者の同意がなけ

れば、これを行うことができない。いずれかの共同著作者が無断で利用許諾したような場

合には、他の共同著作者は、かかる利用許諾の条件に服する必要はなく、無断で利用許諾

した共同著作者を訴えることができる。64 
 
７．   結合著作物 

インド著作権法においては、共同著作物と結合著作物とを区別する。結合著作物とは、

複数の著作者により創作された著作物で、各著作者の寄与を分離して扱うことができるも

のである。結合著作物の著作権は、各著作者が寄与した部分別に、各著作者が取得する。 
 
８．  著作権の譲渡 

著作権を譲渡する場合には、著作権の利用行為として法に定める全ての権利を譲渡する

ことになる。但し、いずれかの利用行為に係る権利を留保する意思表示を行った場合には、

当該留保する権利を除いた権利を譲渡することになり、従って、一部譲渡を行うことがで

きる。65一部譲渡は、通常著作物の利用行為を限定して行われるが、地域または期間を限

定した一部譲渡も行われる。著作権の譲渡は、まだ創作されていない著作物についても行

うことができるが、その場合には、法律上は、当該著作物が創作されてから、譲渡された

とみなされる。 
 
著作物の新たな利用形態が開発された場合の著作者の立場が強化された。譲渡時に存在

していなかったか商業化されていなかった媒体または利用形態が開発された場合には、譲

渡証書にかかる媒体または利用形態が特段に言及されていない限り、その効力はこれらの

媒体または利用形態には及ばない。66 
 
インド著作権法はさらに、映画または録音物に組み込まれた言語の著作物もしくは音楽

著作物の著作者は、映画または録音物に組み込まれない形態においてロイヤルティを受け

取る権利を譲渡もしくは権利放棄しないものとして定めている（但し、法定相続人への譲

渡と、徴収・頒布を目的とした著作権協会への譲渡を除く）。67この条項は、作詞家と作

                                                            
62 同法第 2 条(z)項 
63 （判例）Najma Heptullah vs. Orient Longman, (1989) PTC 157 
64 （判例）Nav Sahitya Prakash vs. Anand Kumar, AIR 1981 All 200 
65 1957 年インド著作権法第 18 条(1) 
66 2012 年著作権改正法において第 18 条(1)の但し書きとして挿入 
67 2012 年著作権改正法において第 18 条(1)の第 2 および第 3 の但し書きとして挿入 
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曲家が、自己の著作物の利用を通して製作者が稼得したロイヤルティから、等しい割合の

金額を受領することを認めている。 
  
インド著作権法に基づき、著作権の譲渡を有効に行うには、書面をもって、譲渡人また

はその代理人の署名を記載して行わなければならない。68インド著作権法においては、譲

渡につき、次のように定める。  
 
（１）  譲渡対象の著作物、譲渡する権利、譲渡期間および地域を、譲渡証書に明記し

なければならない。 
 

（２）  譲渡の有効期間中に著作者またはその法定相続人に支払うべきロイヤルティ等

の対価の金額を、譲渡証書に明記しなければならない。譲渡は、両当事者が合意す

る条件をもって、改訂、延長または終了することができる。 
 
映画製作者が 1961 年に自己の映画に係る権利の全てを手放した譲渡に関し、マドラス

高等裁判所により出された判決においては、当該譲渡の時に未だ発生していなかった権利、

すなわちビデオ・テレビに関する権利（上映権、頒布権等）は、当該譲渡において譲渡さ

れた権利には含まれていなかったという判断が示された69。 
 
なお、注意を要するのは、著作権の譲渡を受けた者が、当該著作権を譲渡されてから 1

年以内に行使しなかった場合には、（譲渡の際に）別段の定めをしていない限り、当該譲

渡は無効となる。70 
 
譲渡期間については、譲渡証書においてこれを定めていない場合には、5 年間とみなさ

れる。71同様に、譲渡を認める地域についても、定めがない場合には、インド国内とみな

される。72インド著作権法は、インド映画産業で広く行われている商慣行の合理化を目的

として、映画または録音物の制作に使用された著作物の著作者に対し、映画または録音物

の著作権が譲渡されたか否かを問わず、著作物の利用により支払義務が生じるロイヤル

ティおよび対価を主張する権利を付与してい 
る。73 
 
９．  著作権の存続期間 
著作権の保護期間は、著作物の種類に応じて異なる。著作物に応じて保護期間が定めら

れることになったのは、著作権成立までの経緯があり、また妥当な保護利益を反映しての

ことである。 
 
言語作品、戯曲作品、音楽作品、または美術作品の保護期間は、当該作品がその著作者

生存中に発表されている場合には、当該著作者の生存中および死後 60 年である。74共同著

作者の場合には、全ての著作者の死後 60 年となる。75無名またはペンネームの著作物の保

                                                            
68 1957 年インド著作権法第 19 条(1) 
69 （判例）Raj Video Vision vs. K Mohanakrishnan, AIR 1998 Mad 294 
70 1957 年インド著作権法第 19 条(4) 
71 1957 年インド著作権法第 19 条(5) 
72 1957 年インド著作権法第 19 条(6) 
73第 19 条(9)および(10)、2012 年著作権改正法において挿入 
74 1957 年インド著作権法第 22 条 
75同上 
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護期間は、公表後 60 年である。76但し、上記期間が満了する前に著作者の氏名が公表され

た場合には、著作者の生存中および死後 60 年にわたり著作権が成立する。 
 
著作者の死亡後に公表された言語作品、戯曲作品、音楽作品または版画については、保

護期間は作品の公表後 60 年である。また、かかる著作物の二次的著作物の保護期間は、

当該二次的著作物の公表後 60 年である。77  
 
映画78および録音された音声79の保護期間は、公表された翌暦年から 60 年である。写真

の保護期間は、他の美術作品と同じく、著作者が死亡した年の翌年から 60 年である。  
 
１０．  著作権の利用許諾 

利用許諾とは、利用行為を許諾することであり、無断で利用した場合は著作権の侵害と

なる。利用許諾においては、著作物の著作権、または著作権を構成する権利に対する著作

権法上の利益が認められる。利用許諾を受けた者は利用許諾の条件に従って特定の権利を

行使する権利を取得するが、その権利の所有者とはならない点において、利用許諾は譲渡

とは異なる。これに対し、譲受人は譲渡された権利の所有者になる。 
 
利用許諾の書式については特に指定されていないが、著作権譲渡に課せられる条件と同

様に、利用許諾は書面をもって、所有者またはその代理人の署名を記載して行わなければ

ならない。80利用許諾は将来の著作物に対しても付与できるが、その利用許諾は将来の著

作物が公表されたときに初めて有効となる。   
 
（１）  利用許諾対象の著作物、利用許諾する権利、利用許諾する期間および地域を、

利用許諾規約に明記しなければならない。 
 

（２）  ロイヤルティの金額、および利用許諾の改訂・延長・終了に関する条件を、利

用許諾規約に明記しなければならない。 
 
利用許諾する権利が（利用許諾契約書において）定められていない場合には、法に基づ

き、当該著作物に係る全ての権利が利用許諾されたものとみなされる。  
 
利用許諾を受けた者が、許諾を受けてから 1 年以内に許諾された権利を行使しなかった

場合には、（利用許諾の際に）別段の定めをしていない限り、当該利用許諾は無効となる

という点には注意する必要がある。  
 
利用許諾に有効期間が明記されていない場合には、その期間は 5 年間とみなされる。同

様に、利用許諾を認める地域についても、定めがない場合には、インド国内とみなされる。
81 
 
なお、共同著作物の場合には、共同著作者全員の同意がなければ、利用許諾をすること

ができない。もし共同著作者のうちいずれかの著作者が無断で利用許諾した場合には、他

                                                            
76 1957 年インド著作権法第 23 条 
77 1957 年インド著作権法第 24 条 
78 1957 年インド著作権法第 26 条 
79 1957 年インド著作権法第 27 条 
80 1957 年インド著作権法第 30 条 A 
81  1957 年インド著作権法第 30 条(A)と第 19 条を併読 
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の著作者は、無断で利用許諾した著作者だけでなく、当該利用許諾を受けた者も訴えるこ

とができる。82 
 
１１．   著作権の国際的保護 
インド著作権法は、原則として、インドにおいて 初に公表された著作物にのみ適用さ

れる。但し、インド著作権法第 40 条の定めに基づき、インド中央政府は官報で規則を公

示することにより、次に掲げる著作物等についてもインド著作権法を適用することができ

る。 
 
（１）  規則が関連する、インド以外の国または地域において公表された作品。（イン

ドにおいて 初に公表された作品に準じてインド著作権法が適用される。） 
 

（２）  未公表の（規則が関連するインド以外の）外国作品、未公表の同種の外国作品

群、またはこれらの外国人著作者（なお、制作時に外国の作品でありまたは外国人

であるものとする。著作者がインド国民である作品に準じてインド著作権法が適用

される。） 
 
（３）  規則が関連する、インド以外の国または地域を本居とする著作者（著作物）

（本居がインドである作品に準じてインド著作権法が適用される。） 
 

（４）  初に公表された時に、または著作者が死亡している場合には死亡の時に、著

作者が規則が関連する外国の国民であった著作物（著作者が前述の時点にインド国

民である作品に準じてインド著作権法が適用される。） 
 
上記の通り、インド中央政府は、インド以外の国または地域において 初に公表された

著作物についても、インド国内において公表された著作物に準じて、インド著作権法の一

切の規定をこれに適用する旨を命令ずる権限を有する。この権限がインド中央政府により

定期的に行使され、著作権法に係る条約加盟国各国において 初に公表された著作物につ

いても、インド著作権法の全ての規定をこれに適用するという著作権適用規則を定期的に

発令している。現行の著作権適用規則は、1999 年に定められた国際著作権適用規則である。

同規則の定めに基づき、別表に記載されたベルヌ条約、世界貿易機関、万国著作権条約等

の加盟国各国において 初に制作されまたは公表された著作物については、インドにおい

て公表された著作物に準じて、インド著作権法の全ての規定が適用される。 
 
ベルヌ条約、万国著作権条約、および世界貿易機関には、インドおよび日本の両国とも

加盟していることから、原則として、日本において 初に公表された著作物についても、

インドにおいて公表された著作物に準じて、インド著作権法が適用され、同法に基づく保

護が認められる。 
 
なお、インド国際著作権適用規則（1999 年制定）の定めに基づき、著作権に関して認め

られる権利は、（インド以外の）外国著作物の本国において認められる権利に限られる。  
 
１２．  著作権の登録 

インドにおいては、著作権は、著作権局に対する登録を要せずに、取得し、行使するこ

とができる。ただ、登録しておくと、著作権を行使するときに、非常に有利となる。著作

                                                            
82 （判例）Nav Sahitya Prakash vs. Anand Kumar, AIR 1981 All.200 
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権登録簿に登録した事項は全て、裁判において、反証により覆されない限り、立証された

証拠とみなされるからである。 
 

１３．  著作者人格権 
「著作者人格権」とは、大陸法から生まれた概念で、フランス語に由来する。インド著

作権法においては、著作者人格権に相当する権利は、「著作者特権」として、その保護を

定める。著作者人格権は、著作権とは別の権利として認められ、著作権を譲渡した場合で

あっても、著作者人格権を行使することができる。  
 
インド著作権法においては、次に掲げる権利を、著作者の権利として認める。 

 
（１）  著作物の著作者であることを主張する権利 
 

（２）  著作物を歪曲し、毀損し、改変し、またはその他の行為が行われたために、著

作者の名誉または著作者に対する評価が損なわれる場合には、かかる行為を止めさ

せ、またはかかる行為につき損害賠償を求める権利 
 
著作物の歪曲または毀損行為につき訴えを起こす場合には、かかる行為を証明する証拠

を提出しなければならない。 

 

また著作者が上記の権利を行使するに当たっては、その前提として、著作物の著作者で

あることを主張する必要も出てくる。インド著作権法の規定を見ると、著作物を使用する

者は、当該著作物の著作者がどのような特別な権利を有し、かかる権利があるために自ら

が当該著作物を使用するに当たってどのような制約を受けるのかを、当然知っておくべき

であるという前提で同法が定められていることがうかがえる。著作物を使用する者に対し

てこのような義務を負わせても、国内法において著作者に自らが著作者であることを主張

する権利を認めなければならないと定めるに過ぎないベルヌ条約に、違背しないと言える。 

 
インド著作権法第 57 条の定めは、コンピュータプログラムにも適用される。但し、コ

ンピュータプログラムについては、その複製または翻案を制作することが法の定めにより

特に認められている場合には、著作者人格権の侵害を理由として訴えを起こすことができ

ないと、インド著作権法では定められている。  
 

１４．   放送事業者の権利および実演家の権利 
インド著作権法が 1994 年に改正されたときに、放送事業者に放送複製権を認める第 37

条が新設された。放送複製権の保護期間は、放送が行われた翌暦年から 25 年である。83放

送複製権の利用許諾を得ずに次に掲げる行為を行った場合には、放送複製権の侵害行為と

なる。84 
 
（１）  放送を複製する。 
 

（２）  視聴料を徴収して放送を公衆に視聴させる。 
 

（３）  放送の音声を録音し、または放送の映像を録画する。 
 

                                                            
83 第 38 条(2) 
84 1957 年インド著作権法第 37 条 
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（４）  無断で録音・録画された音声・映像を複製する。 
 

（５）  前項の通り録音･録画した音声・映像の複製を、公衆に販売し、貸与し、または

販売もしくは貸与を申し出る。  
 
「放送」とは、無線通信または有線通信により、公に伝達することをいい、再放送を含む。85 

 
インド著作権法においては、1994 年の改正により、実演家の権利が、保護すべきものと

して認められるようになった。インド 高裁判所は、実演家の権利は保護する必要がある

という見解を出している。 高裁判所裁判官 Krishna Iyer J.の意見を以下に引用する。  
 
「音楽作品に対する著作権を有するのは、その作品の作曲者だけである。歌手には著作

権は認められない。しかし、このように演奏家や音楽芸術家らに著作権を認めないという

のは、インドの現状に照らして、公正とは言い難い。音楽の演奏に経済的な価値が生まれ

ているのは、作曲者よりも演奏家の力によるところが大きいからである。従って、作曲者

にも演奏家にも、著作権法に基づく権利が認められるべきであろう。このような意見をわ

ざわざ述べるのも、芸術というものは、お国柄や芸術感により異なる面があると考えられ

る一方で、国際社会の一員として当然、「著作物」の知的財産および芸術的価値に対する

著作者の権利を等しく保護しなければならず、創作性が認められる場合には例外なく、著

作者の権利を法の定めをもって保護する必要があるからである。以上の理由から、作曲者

だけでなく、歌手にも何らかの権利が認められてしかるべきである。86」 
 
インド 高裁判所は、上記のような意見を明らかにしてはいるが、同時に、法律に定め

がないため、歌手の権利を保護することができないと、明言した。 
 
実演家の権利は、実演に関わった全ての人に認められる。87またこの権利の保護期間は、

実演が行われた翌暦年から 50 年である。88 
 
著作権改正法（2012 年制定）により、実演家の権利を認める定めが設けられた。第 38

A 項という新たな条項が追加された。この条項は、実演家の権利を、著作者に付与された

権利を損なうことなく、実演またはその実質的な部分に関連して当該条項89に明記される

                                                            
85 1957 年インド著作権法第 2 条(dd) 
86 （判例）Indian Performing Rights Association Ltd. vs. Eastern India Motion Picture 
Association, AIR 1977 SC 1443 
87 1957 年インド著作権法第 38 条(1) 
88 第 38 条(2) 
89 第 38 条 A (1) 著作者に付与される権利を損なうことなく、インド著作権法の定めを条件と

して排他的権利である、実演およびその実質的な部分に関連して次に掲げる行為を行いまたは

行うことを許可することについての実演者の権利。すなわち、 
a. 次に掲げるものを含む録音・録画を行うこと。 

i. 物質的な形態においてそれを複製すること。電子的その他の手段により何らかの媒

体にそれを格納することを含む。 
ii. 複製物が未だ流通していないときにその複製物を公衆に対して発出すること。 

iii. 公衆に対してそれを送信すること。 
iv. 商業レンタルにおいてそれを譲渡または貸与すること。または、録音物の複製を販

売もしくは商業レンタルの対象として提供すること。 
b. 実演がすでに放送されている場合を除き、実演を公衆に放送または送信すること。 
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行為を行い、またはそれを行う権限を付与する独占的な権利であるとして定めている。そ

して、この条項の但し書きでは、実演家は、自己の実演が商業利用された場合にロイヤル

ティを受け取る権利を認められている。 
 
実演家に著作権人格権を付与する第 38B 条も、新たな条項として追加された。この第

38B 条は、実演を行った実演家に、自己の権利の全部または一部が譲渡された後にも、当

該権利とは別の権利として、次に掲げる行為を行う権利を認めている。 
 
（１）  実演の利用方法により省略がやむを得ない場合を除き、自己の実演の実演者とし

て明示されることを求める権利 
 

（２）  実演を歪曲し、毀損し、改変し、またはその他の行為が行われたために、実演者

に対する評価が損なわれる場合には、かかる行為を止めさせ、またはかかる行為につ

き損害賠償を求める権利 
 
この条の「説明」には、編集の目的で単純に実演の一部を除去する行為、録音・録画を

所定の長さに短縮する行為、その他純粋に技術的な理由で必要とされる改変は、実演者の

評価を損なう行為とはみなされないことが明記されている。 
 
許可なく、実演の音声・映像を録音・録画し、無許可で録音・録画した実演を複製し、

無許可で録音･録画した実演を放送し、またはその他の方法で公衆を対象としてかかる実演

の通信を送信した場合には、実演家の権利を侵害したものとみなされる。但し、次に掲げ

る行為は、インド著作権法第 39 条に基づき、放送事業者または実演家の権利を侵害した

ものとはみなされない。 
 
（１）  私的使用または信義誠実に従った教育もしくは研究を目的とした音声の録音およ

び映像の録画 
 

（２）  新の事件の報道または信義誠実に従った教育もしくは研究を目的として、公正

使用とみなされる方法でなされた実演の引用 
 

（３）  著作権の侵害には当たらない必要な翻案および改変を伴うその他の行為 
 
放送事業者および実演家の権利の利用許諾および譲渡については、著作権に適用される

規定がほぼそのまま準用される。 
 
１５．  著作権侵害 

著作者の同意または許可なく、商業利用または公衆への送信を目的として、著作権で保

護された作品の所有者が有する独占的権利を犯す者は、著作権を侵害していることになる。  
 

インド著作権法においては、「違法複製物」90とは以下を意味する。 
 

（１）  文学的、演劇的、音楽的または美術的著作物の、映画フィルム以外の形式によ

る複製物何らかの手段で何らかの媒体上に作成された映画フィルムの複製物 
 

                                                            
90 AIR 1985 Del 29 
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（２）  録音物については、録音された音声を何らかの手段により具現化した他の録音

物 
 

（３）  放送複製権または実演家の権利を伴う番組または実演については、その番組も

しくは実演の録音物または映画フィルム 
 

著作者の許可なく次に掲げる行為が行われた場合は、侵害に当たる。 
 

（１）  有形的な形態による著作物の複製 
 

（２）  著作物の公表 
 

（３）  公衆への著作物の送信 
 

（４）  公の場での著作物の実演 
 

（５）  翻訳および翻案の作成 
 

（６） 著作物の商業利用またはその試み 
 

Penguin Books 対 India Book Distributors では、デリー高等裁判所は、著作権者から

許諾を得ずに販売または売買目的で頒布するために書籍を輸入する者は、たとえそれを購

入した国で当該著作物が著作権者または独占的から合法的に出版されている場合でも、ま

たは独占的利用権を有する者から合法的に出版されている場合でも、その著作権を侵害す

ると判示した。 
 

１６.  インド著作権法上の例外 

インド著作権法では、著作権の侵害とは見なされない多数の行為が列挙されている。そ

の一部を次に掲げる。 
 

（１）  コンピュータプログラムを除く著作物を、①研究を含む私的または個人的な使用、

②当該著作物もしくは他の著作物を対象とする批評または論評、③公開して行われた

講演の報道を含む、 新の事件および 新の時局の報道、を目的として公正使用する

こと。この条には、ここに明記される目的のために作品を何らかの電子媒体に格納す

る行為（それ自体は違法複製物とはならないコンピュータプログラムの付随的な格納

を含む）は、侵害には当たらないことを明確化するための説明が挿入されている。 
 
（２）  コンピュータプログラムについては、プログラムの複製物の適法な所有者が、原

本用として、バックアップ目的で、基礎をなす原理および概念を理解するため、また

は非商業的な個人使用のために、複製または翻案を作成すること。 
 
（３）  権利者により明示的に禁じられていない電子的リンク、アクセスまたは統合を実

現する目的で、作品または実演を一時的もしくは付随的に保存すること。但し、格納

の責任者が当該保存は違法複製物であることを認識しているか、そう信じる合理的な

根拠がある場合を除く。この条項には、インターネット・サービス・プロバイダーを

対象とする国際的規範に従った免責条項（いわゆる告知と削除（notice and take dow
n）手順）を設けるための但し書きが付記されている。複製物の保存の責任者が作品

に含まれる著作権の所有者から不服の申立てを受領した場合には、当該責任者は、21
日間、または管轄裁判所から中止命令を受領するまでの期間にわたり、アクセスの提
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供を中止しなければならない。21 日間が経過するまでにかかる命令が発せられなかっ

た場合には、当該責任者は当該アクセスの提供を再開することができる。  
 

規則 75 では、告知と削除手順について、次のように詳細に定められている。す

なわち、著作権者は、①いかなる著作物についてか、②その著作物の所有権、③（問

題の）根底にある複製物は侵害であり、著作権法 52 条またはその他により使用が禁

じられるという事実、④格納場所、⑤判明している場合は、アップロード者、⑥管轄

裁判所においてアップロード者を相手取って侵害訴訟を提起して、通知の受領日から

21 日以内に管轄裁判所から命令が発出されるようにするとの言明、から成る詳細事項

を添えて、仲裁機関に書面により申し立てることができる。規則 75(3)は、当該仲裁

機関が、申立書に示される詳細事項から、著作物の複製が違法複製物であると判断し

た場合には、申立書の受領後 36 時間以内に侵害物を削除し、申立書の日付または受

領から 21 日間、または管轄裁判所から中止命令を受領するまでの期間のうち早い方

にわたり、アクセスの提供を中止することを義務づけている。  
 

このように、インド著作権法の前述の定め並びに情報技術法（2000 年制定）お

よび補助的規制（特に、情報技術（中間ガイドライン）規則（2011 年制定））は、特

にインターネット上での音楽、動画等の違法アップロード／ダウンロードの通知・削

除を行うための仕組みを設けている。但し、削除は追いつかないことが多く、完全な

成功にはほど遠いのが現状である。インド音楽産業の報告によると、インド国内での

削除率は 30%～40%である。ユーザー生成コンテンツ（UGC）のサイトに対しては、

削除プロセスが確立されているため、比率は高めになっている。しかし、裁判所の指

示による削除の場合は、申立人が苦労してインターネットサービスプロバイダ（ISP）
への命令を取り付けても、ISP は世間が注目するごく短期間にだけ命令を遵守するの

みなので、救済は限定的である。91 
 
（４）  司法手続きもしくは司法手続きの報告のために複製すること。または、議会の

書記官が、議員による使用のみを目的として著作物の複製を作成すること。 
 

（５）  公表された言語もしくは戯曲の著作物の合理的な範囲の抜粋を公衆の面前で朗

読または暗唱すること。 
 

（６）  指導上の必要のために、短い一節を集めたものを発行すること。同じ著作者の

著作物から 2 節を超えて採ることはできない。 
 
（７）  教育指導の過程で、試験の設問の一部として、または設問への答えの中で、教

師または生徒が複製すること。 
  

（８）  教育機関の活動の過程で、聴衆を当該機関の職員、学生、学生の親および保護

者、当該機関の活動の関係者に限定して実演し、またはかかる観客に対し映画フィ

ルムもしくは録音物上映・再生すること。 
 

                                                            
91 http://waysandmeans.house.gov/uploadedfiles/iipa_statement_for_the_record_sc_trade_in
dia_hearing_march_13_2013.pdf（2013 年 9 月 5 日現在） 

http://waysandmeans.house.gov/uploadedfiles/iipa_statement_for_the_record_sc_trade_india_hearing_march_13_2013.pdf
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（９）  録音物の再生を、非営利目的で、居住者の共同使用を目的とする私的家屋の一

室で行い、またはクラブ／組織により提供される娯楽の一部として当該クラブ／組

織内で行うこと。 
 

（１０） アマチュアのクラブが言語、戯曲または音楽著作物を実演すること。但し、聴衆

に対し無料で提供されるか、宗教団体のために行われる場合とする。 

新の経済、政治、社会または宗教関連の話題に関する記事を新聞、雑誌その他

の定期刊行物で複製すること。但し、記事の著作者が当該複製の権利を留保してい

ない場合とする。 
 

（１１） 公共図書館の責任者またはその指示を受けた者が、書籍の複製を 3 部まで作成す

ること。但し、当該書籍がインドで販売されていない場合とする。 
   

（１２） 出版を目的とする調査または私的研究のために図書館、美術館その他の機関に保

管されている未公表の文学、音楽または戯曲の著作物を複製すること。但し、当該

著作物の著作者が既知のときは、かかる複製は著作者の死後 60 年が経過している

場合にのみ行うこととする。著作者が 2 人以上の場合は、 後に死亡した著作者の

死亡時から 60 年後とする。 
 

（１３） 官報で公表された事項（議会が制定した法律を除く）を複製すること。議会が制

定した法律を、それに関する注釈またはその他の原本と共に複製すること。議会の

委託を受けて作成された、政府が任命した委員会、委任機関、理事会または類似の

機関の報告書を複製すること。（但し、政府により禁じられていない場合とする）

司法当局の判決を複製すること。（但し、禁じられていない場合とする） 
 

（１４） 議会が制定した法律、および当該法律に基づき策定された規則もしくは命令の翻

訳を、インドのいずれの言語でも複製／出版すること。但し、政府が作成した翻訳

が存在しない場合、または政府の翻訳が存在していても公衆に販売されていない場

合とする。かかる場合、その翻訳は政府の翻訳として承認もしくは受認されていな

いことを目立つ場所に明記しなければならない。 
 

（１５） 建築作品の絵画、図面、版画または写真を作成もしくは公表するか、または、建

築作品を表示すること。 

 
（１６） 彫刻その他の美術の著作物の絵画、図面、版画または写真を作成または公表する

こと。但し、当該著作物が公共の場所に恒久的に設置されている場合とする。 
 

（１７） 公共の場所、または公衆が立ち入ることのできる家屋の中に恒久的に設置された

美術的著作物を映画フィルムに収めること。またはその他の美術の著作物を背景に

して映画フィルムに収めること。但し、当該収録が映画にとって付随的なものに過

ぎない場合とする。 
 
言語、戯曲、音楽または美術の著作物の翻訳または二次的著作物は、これら自体が独創

的な著作物であり、著作権の成立が認められるため、侵害の例外は翻訳または二次的著作

物にも同様に適用されることに注意する必要がある。但し、翻訳を出版することについて

は、原著作物の著作者の許可が必要である。 
 
１７.  救済措置  
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著作権が侵害された場合、当該著作権の所有者は管轄権を有する地方裁判所に、（１）

差止命令、（２）損害賠償、（３）不当利得返還、（４）その他、による救済を求める訴

訟を提起することができる。「著作権の所有者」は独占的被許諾者を含み、無名またはペ

ンネームの文学的、演劇的、音楽的または美術的著作物の場合は、満足できる方法で著作

者が確定されるまで、著作物の発行元とする。共同著作による著作物の場合は、いずれか

1 人の著作者が満足できる方法で確定されるのみで十分とする。 
 
差止命令は、裁判所の自由裁量によるが、著作権侵害事件において も一般的に認めら

れる救済措置である。差止命令は、訴訟の係属中の侵害を差し止めて、当該命令の有効期

間中に著作権の所有者に更なる損失／損害が生じないようにするものである。 
損害賠償は、侵害により著作権の所有者が被る金銭的な損失を清算するものである。 
 
不当利得返還は、被告（侵害者）によって獲得された純利益の金額に基づいて命じられ

るものである。利益がない場合には、救済措置として不当利得返還が命じられることはな

い。損害賠償と不当利得返還は選択的救済であり、著作権の所有者は両方を同時に選択す

ることはできない。 
 
その他の救済として、裁判所は原告を完全に補償するために必要と判断する他の救済措

置を認めることができる。これには、例えば、違法複製物の差止、侵害物の破棄等が含ま

れる。 
 
１８.   罰則 

知りながら著作権を侵害し、または著作権の侵害を教唆した者は、6 カ月以上 3 年以下

の禁固刑と、50,000 ルピー（約 833 米ドル）以上 200,000 ルピー（約 3,333 米ドル）以

下の罰金刑に処される。侵害が私利のため、または取引もしくは業務の過程で行われたの

でない場合には、裁判所は禁固刑の刑期と罰金刑の金額を減じ、判決でその理由を示す。 
 

2 度目以降の有罪判決では、禁固刑の刑期は 1 年以上 3 年以下で、罰金刑の金額は

100,000 ルピー（約 1,666 米ドル）以上 200,000 ルピー以下となる。 
 
違法複製物であることを知りながらコンピュータプログラムをコンピュータ上で使用し

た者は、7 日以上 3 年以下の禁固刑と、50,000 ルピー以上 200,000 ルピー以下の罰金刑に

処される。ただし、違法複製物の使用が私利のため、または取引もしくは業務の過程で行

われたのでない場合には、裁判所は禁固刑を科さず、罰金刑を 50,000 ルピー以下とし、

判決で減軽判決の理由を示す。 
 

録音物の場合は、録音を制作した者の名前と住所、著作権の所有者および初版発行年を、

録音物と包装箱に表示することが義務づけられる。ビデオ（映画）フィルムの場合も同様

に、フィルム内とビデオカセットその他の包装箱に、インド映画製作局から取得した認定

書のコピー、著作権所有者から許可を得て映画を製作した者の名前と住所、著作権所有者

の名前と住所から成る映画に関する詳細を表示しなければならない。 
 

録音物またはビデオフィルムの製作者がこれらの規定に違反した者は、3 年以下の禁固

刑に処せられ、場合によっては罰金も科せられる。 
 

インド著作権法のもとでは物理的な複製物だけでなく電子的な複製物も保護されるので、

光ディスクを使用して違法複製物を作成することに加えて、インターネット上で違法電子

複製物を頒布することも、インド著作権法の定めに基づく罰則の対象となり得る。 
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１９.   著作権改正法（2012 年制定）により導入されたその他の重要な改正 

映画に組み込まれた文学的、音楽的、演劇的および美術的著作物の原作者は、これらの

作品に対する著作権の第一の所有者とみなされる。この場合、雇用者または「委託者」を

著作物に対する著作権の第一の所有者とする「職務著作物」の概念は適用されない。技術

的保護手段の迂回防止 
 
（１）  技術的保護手段回避の禁止 
 著作権改正法（2012 年制定）では、海賊行為の抑制を目的とした第 65A 条が挿入され

ている。その内容は次の通りである。 
 
インド著作権法により付与される権利を保護する目的で適用された有効な技術的保護手

段を、かかる権利を侵害することを意図して迂回した者は、2 年以下の禁固刑に処せられ、

場合によっては罰金が科せられることもある。ただし、上記の規定には次の例外が設けら

れている。 
 
① インド著作権法で明示的に禁じられていない目的のために、上記いずれかの行為をな

すこと。ただし、かかる目的のために他者が技術的保護手段を回避することを手助け

した者は、当該他者の名前、住所、当該他者を特定するために必要な一切の関連事項、

および当該他者を手助けした目的を漏れなく記録して維持しておかなければならない。 
 
② 適法に入手した暗号化複製物を用いて暗号の研究を行う際に必要とされる行為をなす

こと。 
 
③ 適法な調査を実施すること。  
 
④ コンピュータシステムまたはコンピュータネットワークのセキュリティ措置を試験す

るために必要な行為を、所有者の許可を得てなすこと。 
  

⑤ オペレータ。 
 

⑥ ユーザーを識別または監視するための技術的保護手段を回避するために必要な行為を

なすこと。 
 

⑦ 国家安全保障のために必要な措置をとること。 
 

上記の定めが追加された論拠は、デジタル媒体において高頻度で発生すると予想される

侵害を防止することにある。 
 
（２）  デジタル権利管理情報 
インド著作権改正法（2012 年制定）の第 65B 条は、権利管理情報の保護92を目的とし

て導入された。第 65B 条は、意図的に許可なく権利管理情報を除去もしくは改変した者、

または電子的権利管理情報が許可なく除去もしくは改変されたことを知りながら著作物の

                                                            
92 第 2 条(xa) 「権利管理情報」とは、(a) 作品または実演を識別するタイトル等の情報、(b) 著
作者または実演者の名前、(c) 権利所有者の名前と住所、(d) 権利の使用に関する条件、(e) (a)
～(d)の情報を表す番号または符号を意味するが、ユーザーの識別するための装置または手順は

含まない。 
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複製物もしくは実演を頒布し、頒布を目的として輸入し、放送しもしくは公に伝達した者

は、2 年以下の禁固刑に処せられ、場合によっては罰金刑を科せられることもある。 
 
また、第 65B 条の但し書きには、著作物に含まれる権利管理情報が改ざんされた場合に

は、当該著作物の著作権所有者は改ざんを行った者に対し、同法の第 XII 章に定められる

民事上の救済措置を行使することもできることが定められている。 
 
２０.   インドにおける光ディスクによる著作権侵害行為からの保護 

インドにおける海賊版の販売行為における主な形態は、MP3 フォーマットに入った内容

を焼き付けた光ディスク、発売前の音楽、VCD、DVD、CD-R、CD-ROM、および DVD
などのソフトウェアに入った動画、エンターテインメントソフトウェア、および書籍また

は参考資料などである。93インドには年間何百万ものディスクを生み出す生産力のある光

ディスク工場が幾つか存在する。全ての工場に合法のディスクを複製させるために、近年、

産業界は工場の活動を規制する光ディスク法案を提示したが、インドの大企業であるモー

ザーベアが同法案およびそれに含まれる空ディスクの許可制に異議を唱えており、この問

題（の解決）は長年にわたり遅れている。 
 

                                                            
93 http://waysandmeans.house.gov/uploadedfiles/iipa_statement_for_the_record_sc_trade_in
dia_hearing_march_13_2013.pdf（2013 年 9 月 5 日現在） 

http://waysandmeans.house.gov/uploadedfiles/iipa_statement_for_the_record_sc_trade_india_hearing_march_13_2013.pdf
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