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研究動機

身近に存在し続ける多種多様な違法コンテンツが、経
済にどのような影響を及ぼしているか関心を持った。

海賊版の被害を削減することができれば、現代日本文
化の発展に繋げることができるのではないか。

日本のコンテンツをさらに発展させたいと考えから。



海賊版とは？

著作権法に違反し作成された

漫画・音楽・映像などの

様々なコンテンツを指す。

また、権利者に無断で

作成・コピーされた

ソフトウェア製品なども指す。



なぜ海賊版がいけないのか？

本来著作者に入るべきであったお金が入らなくなることによって、
本来よりもコンテンツの質が低下する可能性があるため

コンテンツが

出来る

消費者へ供給

著作者にお金が
入る

新たなコンテン
ツの作成費用と

なる



海賊版利用アンケート

約150人を対象にアンケートを実施



Q1.

海賊版という言葉を認識していましたか？

聞いたことがあ

る

61%

聞いたことはあるが意味

は理解していない

14%

聞いたことがな

い

25%

Q.1



Q.2

海賊版を一度でも利用したことがありますか？

利用したことが

ある

58%

利用したことは

ない

42%

Q.2



Q.3

なぜ利用をしましたか？(複数回答可)

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

無回答

その他

共有するため

入手できないから

便利だから

無料だから

Q.3



Q.4 海賊版利用にためらいはありますか？
(利用者のみ)

ためらう

12%

少しためらう

22%

ためらわない

30%

無回答

36%

Q.4



Q.5 どのようなコンテンツを消費しましたか？
(複数回答可)

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

無回答

その他

ゲーム

ドラマ

映画

アニメ

マンガ

小説

音楽

Q.5



O6.

どのようなサイト、アプリを利用したか

違法サイト・アプリ

MusicFM・星のロミ・漫画村・Anitube

B9・kissAnime・おるマル

正規サイト・アプリ

YouTube・ニコニコ動画・パンドラTV

デイリーモーション・FC2



違法サイト

漫画村

2016年に登録不要で完全無料な漫画サイトとして開設された。

漫画のほかに雑誌、小説、写真集の海賊版を掲載していた。最近では星のロ
ミといったサイトも出てきている。

AniTube

アニメ動画に特化した動画配信サイト。様々なアニメ動画が無料で見ること
ができる。動画コンテンツの大半は違法に取得された海賊版データであろう
と疑われている。



MusicFM

様々な音楽を無料でストリーミング、またはダウンロードして聴けるアプ
リ。著作権者・制作会社などの許可なく楽曲配信を行っているとして、違法
性が指摘されている。ある調査では一度でも使ったことがある人は約73％
に上る。アプリ自体は絶えず新しいものが出てきているため、いたちごっこ
になっている。



海賊版の被害

海賊版による被害、原因の概要



海賊版サイトの被害額

主要サイトの被害額

漫画村約3000億円

Anitube約800億円

Miomio約250億円

平成31年2月に公表された「文化審議会著作権分科会報告書」では
同分科会法制・基本問題小委員会でのヒアリングにおいて、CODA
が示した統計によると海賊版サイト「はるか夢の址」における1年
間の被害額は731億円である。



漫画村を初めとした、違法漫画投稿サイトにおける
アップロード・ネタバレサイトへの内容掲載等

どのような被害があるのか？

漫画

映像・
音楽

動画投稿サイトへのアニメ・テレビ番組の違法アップロード、
複製されたCD・DVDの販売等

ゲーム 複製されたゲームソフト・ソフトウェアが搭載されたゲーム機
本体の販売、別ハード版の無断作成・販売等



海賊版が蔓延した原因

リーチサイトの存在

インターネット上にある違法コンテンツに

利用者を誘導するためのリンクを集めて

掲載するサイト。

このサイト自体は違法コンテンツを

掲載していないが、違法コンテンツの誘導
が

著作権侵害を助長させる行為であるとして

出版などの業界が問題視している。

誘導アクセス

DL



海賊版が蔓延した原因

ローカライズが行われないから

ある国を対象に作られた製品が外国でも使えるように対応させるこ
と。これが行われないと正規でない所が翻訳して売られてしまう

SNSの発達

個人が気軽に情報発信できるようになり、漫画のページやアニメを切
り取ったものなどを見れてしまうようになり、海賊版に対する抵抗を
薄めてしまっている。また、このようなことはリーチサイトと似たよ
うな役割を果たしている。



[WINNY]の仕組み



現状について

結論は警察と違法アップロード者の、いたちごっこである。

第一次放流者追跡の困難

著作権侵害は親告罪である。

国外からの違法アップロード者検挙の難しさ。



実施されている
海賊版の対策、制度



海賊版に対する日本政府の対策

 接続遮断（ブロッキング）の法令化

強制的にサイトの閲覧を止める

 違法ダウンロードの対象を全著作物に

 アクセス警告方式の導入

利用者の端末に警告画面を表示する

→憲法侵害により断念

→国会提出ならず断念

→憲法侵害により断念



海賊版に対する国際的な対策

模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)

意義

・知的財産権の執行を強化するための新しい国際的な法的枠組みの形成

・知的財産権の取り締まりについての強化



ACTAの具体的内容

国境措置

商標権・著作権侵害の疑義がある物品の輸入輸出の双方についての差止制限

商業的規模の権利侵害の適用(商業的規模の意味を明確化)

インターネットを経由した模倣品・海賊版の拡散を効果的に対処

刑事措置

デジタル環境における知的財産権の取り締まり



TPP（環太平洋パートナーシップ協定）

活動内容

・加盟国間における関税の撤廃

・投資家対国家の紛争解決

・知的財産権の保護 など

知的財産権にまつわる対策も行っている！



著作物等の保護期間の延長

種類

著 原則

作 無名・変名

物 団体名義

映画

実演

レコード

改正後

70年

70年

70年

70年

70年

70年

改正前

著作者の死後50年

公表後50年

公表後50年

公表後70年

実演が行われた後50年

レコードの発行後50年



アクセス制御(コントロール)回避の措置

アクセス制御：正規に承認されている人以外は使えなくする機能(一般
的にパスワード、合言葉)

回避とはアクセス制御を権限なく回避かつ著作権を侵害する行為

回避を行う装置の販売等の行為を刑事罰の対象とする

回避



著作権等侵害罪の一部非親告罪化

非親告罪となる侵害行為の例 親告罪のままとなる行為の例

販売中の漫画や小説本の海賊版を販売する行為 漫画等の同人誌をコミケで販売する行為

映画の海賊版をネット配信する行為 漫画のパロディをブログに投稿する行為

以下のすべてを満たす場合に限り、非親告罪の対象

①対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること

②有償著作物等（※）について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること

③有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること
（※）有償で公衆に提供又は提示されている著作物等



海賊版に対する
対策案と限界について

海賊版関連の被害を防止するための

専門取締機関を設置する。



海賊版対策の整理

①
権利取得

ブランディング

②
製造と
情報管理

③契約

⑤行政訴訟

⑥民事訴訟

⑦刑事訴訟

④行政摘発

⑧調査・監視(モニタリング) ⑨共同実施

事前・事後の両方に係る海賊版対策

事前(予防措置) 事後(エンフォースメント)権利侵害



対策案１：違法アップロード事業者の決済口座凍結する
ことで、被害拡大を抑制

フェーズ ⑧調査、監視 ⑨共同実施

内容
使用している口座の特定、凍結を行い、追跡の手がかりを

得る。もしくは、アップロード者への牽制。

限界
一時的に違法アップロードの鈍化が可能であるが、しぶと
い相手に対しては、逮捕しない限りいたちごっこ。



対策案２：海賊版ストリーミング再生を違法化

フェーズ ⑨共同実施

内容
現在、海賊版のダウンロード行為は違法である。しかし、
ストリーミング再生は合法であるため、法改正を行い、利
用者に対しての牽制。

限界
ストリーミング再生追跡は極めて困難。したがって、この
対策はあくまで利用者に対して呼びかけであり、海賊版の

蔓延阻止に直接的にはつながらない。



対策案３：違法アップロード者に対し、削除依頼
だけでなく、徹底した追及、特定

フェーズ ⑧調査、監視、④行政摘発、⑥民事訴訟、⑦刑事訴訟

内容
削除要請のみでは根本的解決にならない為、悪質な違法
アップロード者の特定、エンフォースメントの実施

限界

違法アップロード者の特定は容易ではない為、基準をもう
けて、特に悪質なアップロード者を特定・追跡の対象とす

る。



結論、主張まとめ



本研究まとめ①

 海賊版の被害

被害は深刻であり国内外で様々な対策を講じている。

しかし、実例も少なく課題が非常に多い。

 理由

・違法アップロード者

・利用者の意識

・専門団体が不在

海賊版
製品を
違法
アップ

警察、
政府が
摘発

消費者
が正規
でない
方法で
消費

また新たに…



本研究まとめ②

 海賊版の現状から

被害形態、要因は豊富であるのに対し、現行の法律・制度・対策などは不足している。

違法アップロード者・アップ方法が増加する。

 アンケートから

海賊版の利用者が多く、さらに罪悪感を感じる人はわずか。

違法コンテンツ、消費者が増え続け海賊版が活気づいてしまう。



主張①

違法アップされたコンテンツを

消費させない必要がある。

違法アップロード者
の摘発を強化

消費者の意識改革

著作物保護に特化した
組織を発足させる



主張②

専
門
機
関
を
発
足

違法作品を摘発
正規の作品
を消費

著作者に利益が
生まれる

新しい作品が
生まれる

悪循環が解消
され好循環が
期待できる。
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