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Ⅰ. はじめに 
 
本年 5 月 18 日に、第 196 回国会（通常国会）において①著作権法の一部を改正する

法律案が成立し、同月 25 日、平成 30 年法律第 30 号として公布されました。本改正は

平成 18 年、平成 21 年、平成 24 年の改正と同様に、デジタル・ネットワーク技術の発

展に対応するための改正ですが、具体的な適用場面を特定した権利制限規定（個別権利

制限規定）を整備していたこれらの改正と異なり、ある程度要件が抽象化された「柔軟

な権利制限規定」を新設した点が特徴です。 

また、本年 6 月 29 日には、②TPP11 関連法（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の一部を改正する法律）が成立し、本年 7 月 2 日に

平成 30 年法律第 70 号として公布されました（以下の法律の条文番号は、特に記載のな

い限り、著作権法の条文番号です。）。この改正は、第 192 回国会（臨時国会）にて成立

し、2016 年 12 月 16 日に公布された TPP 関連法（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）の施行日をTPP11の発効時とするものであり、

これにより、未施行となっている TPP 関連法中の著作権法改正部分が近い将来施行さ

れることになりました。 

施行日は、①が 2019 年 1 月 1 日（ただし、35 条等の教育の情報化関連の改正につい

ては、公布の日から起算して 3 年以内）、②は TPP11 の署名国のうち少なくとも 6 又は

半数のいずれか少ない方の国が国内法手続完了を通報した日の後 60 日で発効すること

とされています。 

本ニュースレターでは、これらを中心に、今国会で成立した著作権法の改正の概要及

び実務上の留意点を取り上げます。 
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Ⅱ. 著作権法の一部を改正する法律の内容及び実務上の留意点 
 

1. 著作物の非享受利用の柔軟な権利制限規定を新設（新 30 条の 4） 
 

思想又は感情の享受を目的としない著作物の利用（以下「非享受利用」といいます。）

に関する権利制限は、現行法においても、平成 24 年改正で導入された技術の開発又

は実用化のための試験の用に供するための利用（30 条の 4）や平成 21 年改正で導入

された情報解析のための複製等（47 条の 7）という限られた場合において、認められ

ています。 

改正法の新 30 条の 4 では、上記各規定で権利制限の対象とされた各行為類型を第

1 号（30 条の 4）、第 2 号（47 条の 7）、人の知覚による認識を伴わない利用を第 3

号として例示列挙した上で、柱書において、「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。」と規

定し、著作物の非享受利用一般を、権利制限の対象としています。 

上記のとおり、新 30 条の 4 の各号は、あくまで例示列挙という形で設けられてい

るに過ぎません。このため、各号に該当しない場合でも、柱書の要件を満たせば適法

となり、非享受利用に該当するものの、現行法の権利制限規定に該当しなかった利用

行為（国会答弁においては、例としてソフトウェアのリバースエンジニアリングが挙

げられています。）が権利制限の対象となります。 

もっとも、「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」における「享受」とはいかなる意味であるかは明確ではありません。この点、

国会質疑においては、行為者の主観だけでなく、利用行為の態様や利用に至る経緯等

の客観的な事情も考慮した上、著作物等の視聴等を通じて視聴者等の知的又は精神的

欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から

判断される旨答弁されています。 

また、新 30 条の 4 但書は、「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。」

として、非享受利用の場合でも権利制限の対象とはならない場合があることを規定し

ています。 

以上のとおり、非享受利用を権利者の許諾なく行うことが可能となる余地は広がっ

たものの、非享受利用の際には、各企業が「享受」及び但書に該当しないかどうかを

慎重に検討する必要があります。 
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2. 電子計算機上における付随利用の柔軟な権利制限規定が新設 
（新 47 条の 4） 

 
現行法下においても、電子計算機上における著作物の付随利用は、①電子計算機に

おける著作物の利用に伴う複製（47 条の 8）、②送信の障害防止等のための複製（47

条の 5 第 1 項第 1 号、同第 2 項）、③情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要

な情報処理のための利用（47 条の 9）、④保守・修理のための一時的複製（47 条の 4）、

⑤滅失・消去等に備えたバックアップ（47 条の 5 第 1 項第 2 号）に限定して認めら

れています。 

新 47 条の 4 第 1 項では、前記①から③の類型を、権利制限の要件を一部緩和した

上で第 1 号から第 3 号として例示列挙し、「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、「いずれの方法によるかを問わず」著作物を利用できると

しています。 

また、同条第 2 項では、上記④から⑤の類型を、権利制限の要件を緩和した上で

同様に第 1 号から第 3 号として例示列挙し、「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、

「いずれの方法によるかを問わず」著作物を利用できるとしています。特に④の類型

については、権利制限の要件が相当程度緩和されていますので、保守・修理サービス

等を提供する企業にとっては、より活用しやすい規定となったと評価できます。 

同条では、新 30 条の 4 と同様に、現行法上権利制限の対象となっている行為類型

は各号にてあくまで例示列挙という形で設けられているに過ぎません。そのため、各

号に該当しない場合でも、新 47 条の 4 各項の柱書に該当することにより権利制限の

対象となり、権利者の許諾なく利用することが可能となります。 

もっとも、同条各項は、「必要と認められる限度において」の利用のみ認めており、

かつ当該利用が「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」には、権利制限の対象とはならないとされていま

すので、留意が必要です。 

 

3. 電子計算機による情報処理等に付随する軽微利用（新 47 条の 4） 
 

新 47 条の 5 第 1 項では、「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」は、「公衆への提供又は提示…が行われた著作物…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…できる。」ことを定め、限定列挙として第 1 号に所在検索サ

ービスを、第 2 号に情報解析サービスを規定しています。このうち前者は、現行法下

で権利制限の対象となっている検索エンジンサービスのための複製等を所在検索サ
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ービス全般に拡大するものです。また、後者に関しては、現行法下では、情報解析の

ための複製等は権利制限の対象となっているものの、その結果表示として解析の素材

を利用することまでは認められていないため、改正によりこうした利用ができるよう

になります。 

前記新 30 条の 4、新 47 条の 4 と異なり、新 47 条の 5 第 1 項の各号は、限定列挙

ですので、各号に該当する行為でなければ本条は適用されません。もっとも、第 3 号

は、「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」と規定しており、今後新たに権利制限の対象

とすることが適当な新技術が出現した場合に、政令指定によって迅速に対応できるよ

う手当がなされています。 

本項により認められる利用は、「いずれの方法によるかを問わず」とされていると

おり、利用方法に限定はありませんが、利用の範囲については「当該公衆提供提示著

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。」と規定

されているため、各号に該当する場合であっても、軽微利用の範囲に留める必要があ

ります。国会質疑においては、47 条の 6 に基づいて行われる検索エンジンにおける

サムネイル表示やスニペット表示は軽微利用に当たると答弁されており、実務上参考

になると考えられます。 

さらに、新 30 条の 4 や新 47 条の 4 と同様に、著作権者の利益を不当に害する場

合は権利制限の対象とならない旨が規定されているため、この点にも留意する必要が

あります。 

なお、新 47 条の 4 第 1 項の新設に伴い、同条第 2 項では、第 1 項に該当するもの

の準備を行う者は、必要と認められる限度での複製や公衆送信が行える旨規定されて

おり、例えば検索サービスの結果表示用のデータベースや、AI による解析の対象デー

タを準備するために、他人の著作物を複製するような場合は、主たる利用が軽微利用

であり、著作権者の利益を不当に害しない限り、本項により利用が認められることに

なります。 

 

以上が柔軟な権利制限規定の概要となります。現行法との関係については、以下の

表にまとめたとおりです。 

 

改正法･内容 現行法（改正年） 備考 

新 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しない利用） 

本文 非享受利用の一般規定 -(新設)  

1 号 技術開発・実用化のための試験 30 条の 4(H24)  

2 号 情報解析 47 条の 7(H21) 「情報解析」の定義を緩和 

3 号 人の知覚による認識を伴わな -(新設)  
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い利用 

新 47 条の 4（電子計算機における著作物の利用に付随する利用等） 

1 項 

本文 

PC 利用の円滑・効率化のため

の付随利用の一般規定 

-(新設)  

1 号 PCにおけるキャッシュのため

の複製 

47 条の 8(H21) 要件を一部緩和 

2 号 サーバー管理者による送信障

害防止等のための複製 

47条の 5第 1項 1号､

同条第 2 項(H21) 

要件を一部緩和 

3 号 ネットワークでの情報提供準

備に必要な情報処理のための

複製等 

47 条の 9(H24)  

2 項 

本文 

PC 利用の維持・回復のための

利用の一般規定 

-(新設)  

1 号 複製機器の保守・修理のための

一時的複製 

47 条の 4 第 1 項

(H18) 

要件を一部緩和 

2 号 複製機器の交換のための一時

的複製 

47 条の 4 第 2 項

(H18) 

要件を一部緩和 

3 号 サーバーの滅失等に備えたバ

ックアップのための複製 

47 条の 5 第 1 項 2 号

(H21) 

要件を一部緩和 

新 47 条の 5（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） 

1 項 

1 号 

所在検索サービス 47 条の 6(H21) ・所在検索全般に拡大 

・検索エンジン自体も要件

を一部緩和 

2 号 情報解析サービス -(新設)  

3 号 その他新規サービス -(新設)  

2 項 所在検索サービス等の準備 -(新設)  

 

4. その他 
 

その他、以下の各改正が行われています。 

 

【教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備（35 条関係等）】 

・学校その他の教育機関における授業の過程で利用する教材のための複製や公衆送信 

全般を補償金付で権利制限の対象とする旨の改正 
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【障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備（37 条関係）】 

・視覚障害者のための録音図書等の作成を権利制限の対象とする第 37 条第 3 項の対 

象を肢体不自由者に拡大する旨の改正 

 

【アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等（31 条、47 条、67 条等関

係）】 

・国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送付を権利制限の対象とする旨の 

改正 

・美術館等の展示作品の解説、紹介用資料をデジタル方式で作成し、タブレット端末 

等で閲覧可能にすること等を権利制限の対象とする旨の改正 

・国及び地方公共団体等が裁定制度を利用する際、補償金の供託を不要とする旨の改正 

 

Ⅲ. TPP11 関連法における著作権法改正の内容及び実務上の留意点 
 
1. 保護期間の延長（新 51 条～新 53 条等） 

 

まず、本改正により著作物の保護期間が 50 年から 70 年に延長されます。変更点を

まとめると以下のとおりです。 

・新 51 条 2 項（自然人）：死後 70 年に 

・新 52 条 1 項（無名変名著作物）：公表後 70 年（公表後 70 年より前に死後 70 

 年経過している場合は死後 70 年）に 

・新 53 条（団体名義著作物）：公表後 70 年（創作後 70 年内に公表されなかった 

ときは創作後 70 年）に 

・新 101 条（実演等の保護期間）：実演は実演後 70 年（第 2 項第 1 号）に 

放送事業者及び有線放送事業者の著作隣接権の保護期間については従前通り放送

後 50 年のままとなっています。また、現行法下でも公表後 70 年とされている映画の

著作物に関しては従前通り公表後 70 年のままとなっています。 

なお本改正施行前に著作権、著作隣接権が消滅したものに関しては、改正法施行に

より復活することはありません（TPP 整備法附則 7 条 2 項）。 

 
2. アクセスコントロール回避規制の導入（新 2 条第 1 項第 21 号、 

新 113 条 3 項、新 120 条の 2） 
 

現行法下では、いわゆるコピーコントロールなど、複製等の支分権該当行為を防

止・抑止する技術を「技術的保護手段」と位置付け（2 条第 1 項第 20 号）、技術的保

護手段を回避して行う複製（30 条第 1 項第 2 号）や回避装置の譲渡・製造等（120

条の 2）を規制対象としています。 

改正法においては、新 2 条第 1 項第 21 号において、著作物の視聴やプログラムの
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実行を制限するための手段、すなわち著作物のコピー等支分権に該当する行為ではな

く、アクセスをコントロールする手段について、「技術的利用制限手段」という新た

な概念を設けています。 

その上で、技術的利用制限手段の回避を著作権等の侵害行為とみなす旨の規定（新

113 条第 3 項）を新設しており、これにより、著作物の複製等を伴わない単なるアク

セス行為が新たに規制の対象となります。加えて、改正法は、技術的保護手段と同様

に、技術的利用制限手段を回避する装置・プログラムの公衆への譲渡、製造、輸入等

や公衆からの求めに応じた回避行為を刑事罰の対象としています（新 120 条の 2 第 1

号、第 2 号）。 

 

3. 著作権侵害罪の一部非親告罪化（新 123 条） 
 

これまで、著作権侵害罪は全て親告罪でしたが、改正法では、①「原作のまま」の

「有償著作物等」の複製物の譲渡、公衆送信（新 123 条第 1 号）又は②①のための「原

作のまま」の「有償著作物等」の複製物の複製（同条第 2 号）については、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

される場合に限り、非親告罪となります。いわゆる二次創作の委縮につながるとして、

非親告罪化への反対の声が大きかったことを受け、非親告罪化の対象は、極めて悪質

な著作権侵害行為に限定されています。 

 

4. その他 
 

その他、現行法上、放送／有線放送事業者が実演家及びレコード製作者に対し二次

使用料を支払う義務がある「商業用レコード」の放送／有線放送が、改正法において

「配信音源」の放送／有線放送に拡大されています（新 95 条）。改正により、放送／

有線放送事業者は、配信限定シングル等を放送／有線放送に用いる場合についても、

二次使用料を支払う義務を負うことになります。 

最後に、損害賠償に関する規定も見直されており、侵害された著作権が著作権等管

理事業者の管理対象である場合は、使用料規程により算出される額を賠償額とできる

旨の内容に改正（新 114 条第 4 項）されていますが、いわゆる懲罰的賠償制度の導入

は見送られており、実務に与える影響は大きくないと考えられます。 

 

Ⅳ. その他 
 

この他、今国会では、学校教育法等の一部を改正する法律案が成立し（平成 30 年法

律第 39 号。2019 年 4 月 1 日施行）、これまで紙の教科書だけが対象だった教科書掲載

への補償金付権利制限規定につき、いわゆるデジタル教科書も対象とする旨の改正がな

されるとともに（新 33 条の 2）、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案が成
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立し（平成 30 年法律第 72 号。公布日（2018 年 7 月 13 日）から起算して 1 年を超え

ない範囲において政令で定める日より施行）において、著作権等の相続による権利承継

のうち法定相続分を超える部分や会社分割等の一般承継については、登録を具備しなけ

れば第三者に対抗することができないとする改正（新 77 条、新 88 条）がなされていま

す。 

 

Ⅴ. おわりに 
 

これらの改正により、権利制限規定に関しては、とりわけ柔軟な権利制限規定の導入

により著作物を利用しやすくなる側面がある一方で、TPP11 関連改正では著作権の保護

期間が延長され、アクセスコントロールの回避規制が新たに導入されるなど、より権利

が強化されるという側面があります。特に著作物等の利用を伴う各種ビジネスを検討す

る際には、改正法との関係について、慎重にご検討頂く必要があります。 

 

（弁護士 齋藤 浩貴、弁護士 池村 聡、弁護士 平田 憲人） 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

9 
 

 

不正競争防止法の改正 

 

Ⅰ. 改正の内容 

1. データの不正取得等に対する 

 新たな不正競争行為の導入 

2. 技術的制限手段の無効化手段等の 

 範囲の拡大 

Ⅱ. 実務上の留意点 

1. ガイドラインの策定 

2. 限定提供データの該当性 

3. 不正競争行為の具体的な要件への該当性 

 

 

Ⅰ. 改正の内容 
 
平成 30年 2月 27日に閣議決定された不正競争防止法等の一部を改正する法律案が、

同年 5 月 23 日に成立し、同月 30 日に交付されました。改正の主たる内容は、①デー

タの不正取得等を新たに不正競争行為として禁止する、②技術的制限手段を無効化する

サービスの提供等を新たに不正競争行為として禁止する、の 2 点です。以下では、改正

の概要を簡潔に説明し、実務上の留意点を検討します。 

 

1. データの不正取得等に対する新たな不正競争行為の導入 
 

旧法の下では、価値のあるデータであっても、特許法や著作権法の対象となる場合

や、不正競争防止法の営業秘密に該当する場合を除き、不正な取得に対しては、民法

の差止請求権が行使できるのみであり、その不正流通を差し止めることは困難でした。

そして、データは複製・提供が容易であることから、一度、不正流通が生じると、被

害が甚大であるにもかかわらずそれを食い止める手段がありませんでした。そのため、

企業としては、価値のあるデータについては、社外への提供に慎重にならざるを得ま

せんでした。 

そこで、新法では、悪質性の高いデータの不正取得や使用等を不正競争防止法上の

「不正競争行為」と位置付け、救済措置として差止請求や損害賠償請求を可能にしま

した。 

 

（1）限定提供データ 

新法の下で、不正取得等の禁止の対象となるデータとして、「限定提供データ」と

いう概念が導入されました。限定提供データは、ビッグデータを念頭に置きつつ、

森・濱田松本法律事務所 
 

弁護士 三好 豊 
TEL. 03 5223 7749 
yutaka.miyoshi@mhmjapan.com 
 

弁護士 渡邉 峻  
TEL. 03 6213 8165 
shun.watanabe@mhmjapan.com 
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事業者が取引を通じて第三者に広く提供するデータを想定したものです。その定義

は、「業として特定の者に提供する情報として電磁的方法…により相当量蓄積され、

及び管理されている技術上又は営業上の情報（秘密として管理されているものを除

く。）」とされています（新 2 条第 7 項）。 

限定提供データは、「特定の者に提供する情報」ですので、万人に提供されるオー

プンデータは含まれず、会費を支払った者に対して提供されるデータやコンソーシ

アムを構成する事業者間で共有されるデータなどが該当すると考えられます。また、

限定提供データは「電磁的方法」により蓄積・管理されている必要があるため、紙

媒体でのみ蓄積・管理されているデータは含まれず、例えば、ID・パスワードなど

の利用者認証が要求されるデータや、暗号化されて鍵がなければ利用できないデー

タなどが該当します。また、限定提供データは「相当量」蓄積されている必要があ

ります。「相当量」は幅のある概念であり、どの程度の量を意味するのか明確ではあ

りませんが、電磁的方法によって一定の塊（量）となることで取引対象となる程度、

すなわち社会通念上の取引価値を生ずる程度であれば、「相当量」に該当すると考え

て良いように思われます。 

 

（2）不正競争行為 

限定提供データに関する不正競争行為として、以下の各行為が新設されました。

営業秘密侵害に関する不正競争行為（2 条第 1 項第 4 号～第 10 号）と同様に、一次

取得者の行為類型（同第 11 号、第 14 号）と、転得者の行為類型（同第 12 号、第

13 号、第 15 号、第 16 号）に大別されます。 

 

ア 限定提供データを不正に「取得」「使用」又は「開示」する行為（新 2 条第 1 項

第 11 号、下図①から③）。 

イ 限定提供データの不正取得が介在していることを知りつつ、限定提供データを

「取得」「使用」「開示」する行為（新 2 条第 1 項第 12 号、下図⑥から⑧）。 

ウ 限定提供データの取得者が、取得した時点では不正取得が介在していたことを

知らなかったものの、事後的に知って「開示」する行為（新 2 条第 1 項第 13

号、下図⑧’）。 

エ 限定提供データを保有する事業者から適法に取得した者が図利加害目的（不正

の利益を得る目的、又は当該事業者に損害を加える目的）で限定提供データを

「使用」「開示」する行為（新 2 条第 1 項第 14 号、下図④⑤）。 

オ 限定提供データの不正開示が介在していることを知りつつ、限定提供データを

「取得」「使用」「開示」する行為（新第 2 条第 1 項第 15 号、下図⑥から⑧）。 

カ 限定提供データの取得者が、取得した時点では限定提供データ不正開示行為が

介在していたことを知らなかったものの、事後的に知って「開示」する行為（新

2 条第 1 項第 16 号、下図⑧’）。 
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上記のアにおける「不正」な取得とは、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段に

より限定提供データを取得する行為を意味します。 

また、上記のウとカの行為類型（取得時後の悪意）については、データ取引への

萎縮効果を防止し、データ利活用促進を図るため、営業秘密とは異なり、悪意に転

じた後の「開示」行為のみが不正競争行為とされました。また、取引の安全を図る

ため、契約等に基づき取得した権限の範囲内での「開示」行為については、適用除

外とされています（下図「権限内」）。 

 

 

出典：経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会 デー

タ利活用促進に向けた検討中間報告 

 

2. 技術的制限手段の無効化手段等の範囲の拡大 
 

技術的制限手段とは、例えば、映像作品や音楽作品等のコンテンツについて、対価

を支払わなければ、当該コンテンツをコピーしたり視聴できないようにするための技

術的手段のことをいいます。旧法の下では、技術的制限手段の対象は以下の①から③

とされ、また規制の対象となる行為は、以下の（ア）から（ウ）とされていました（旧

2 条 7 項、1 項 11 号、12 号）。 

しかし、コンテンツ以外の情報についても保護の必要性があるとして、技術的制限

手段の対象として以下の④が追加されました。また、新たに、規制対象行為として、

以下の（エ）が追加されました（新 2 条第 8 項、第 1 項第 17 号、第 18 号）。 
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技術的制限手段の対象 規制の対象となる行為 

① 映像又は音の視聴 

 

② プログラムの実行 

 

③ 映像、音又はプログラムの記録 

 

④ 情報（データ）の処理・記録 

（ア）技術的制限手段の効果を妨げる

装置の譲渡、引渡し等 

（イ）当該機能を有するプログラムを

記録した記憶媒体等の譲渡、引渡し等 

（ウ）当該機能を有するプログラムの

電気通信回線を通じた提供 

（エ）技術的制限手段の効果を妨げる

役務の提供 

 

したがって、新法の下では、例えば、データの処理・記録を制限するための技術的

手段（データの暗号化）を無効化するためのサービスの提供も、不正競争行為に該当

することになります。 

 

Ⅱ. 実務上の留意点 
 

1. ガイドラインの策定 
 

今回の改正内容のうち、データの不正取得等については、データ取引への萎縮効果

を避けるために、衆参両議院の委員会付帯決議により、今後、政府がガイドラインを

作成し、保護対象となるデータ客体要件、不正競争行為の要件としての図利加害目的、

取引によって取得した権限の範囲等の要件の該当性、正当な目的での使用で不正競争

に該当しない場合等の考え方や具体例を分かり易く明示することになっています。そ

して、現在、経済産業省の「不正競争防止法に関するガイドライン素案策定ワーキン

ググループ」において、ガイドライン策定に向けて活発な議論が行われています（非

公開）。ガイドラインは、新法の施行（公布後 1 年 6 か月以内）までに公表される予

定であり、その内容に十分に留意する必要があります。 

 

2. 限定提供データの該当性 
 

実務上の留意点として、データの保有者の立場からは、自己が保有する価値あるデ

ータを「限定提供データ」として保護を受けるための管理体制が挙げられます。 

前述したとおり、限定提供データの定義から「秘密として管理されているもの」が

除外されているため（新 2 条 7 項）、データの保有者の管理体制によっては、①営業

秘密として保護される場合、②限定提供データとして保護される場合、③不正競争防

止法上の保護を受けない場合の 3 つに分かれることになります。 

この点に関し、データを外部に提供する際に提供先に負わせる義務内容（利用条件）
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を重視し、これによって、①～③が決まるとの考え方もあり得ます 1。すなわち、（i）

データの提供先に対してデータを秘密として管理する義務（秘密保持義務）を負わせ

ている場合には、①営業秘密として保護され、（ii）第三者に提供・開示することを禁

止すべき義務（第三者提供禁止義務）を負わせている場合には、②限定提供データに

該当し、そして、（iii）利用に関する義務がない場合（すなわち第三者に開示できる場

合）は「特定の者に提供する情報」の要件を満たさないため、限定提供データにも該

当せず、③不正競争防止法上の保護を受けないという考え方です。 

もっとも、上記の（i）と（ii）に関しては、秘密保持義務は、秘密保持の手段とし

てデータの第三者への提供・開示を禁止することを内容とするものであり、また、第

三者提供禁止義務は、データの第三者への提供を禁止することで秘密性の保持を実現

しているともいえますので、両者は実質的には同じであって厳密に区別することは困

難であるように思われます。また、秘密保持義務を負わせてデータを提供する場合で

あっても、料金を支払えば誰でも ID・パスワードが付与されて会員になれるデータ提

供サービスであり、かつ、そのデータ利用者数（会員数）が数十万人いるようなケー

スでは、果たして当該データが秘密として管理されているといえるのかどうか疑問で

す。したがって、（i）と（ii）のようなデータの提供者への利用条件（義務内容）は、

データの秘密管理性の程度を示す重要な要素ではあるものの、それだけで①営業秘密

と②限定提供データの該当性が決まるものではないように思われます。 

データ保有者の立場からすると、①営業秘密と②限定提供データのどちらで保護さ

れるかを厳密に検討することは重要ではなく、①又は②のどちらには該当すること、

言い換えると、秘密管理性を欠く（すなわち営業秘密として保護されない）情報であ

っても限定提供データとして保護される管理体制を構築することが重要となります。

したがって、利用条件を設定して「特定の者に提供する情報」であることを明確化す

るとともに、前述したとおり、ID・パスワードの設定や暗号化により、「電磁的方法」

で「相当量」を「管理・蓄積」する必要があります。 

また、「無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データ」につい

ては適用対象外とされ（新 19 条第 1 項第 8 号ロ）、自由な利用が許容されています。

ここにいう「無償」の意味は必ずしも明らかではありませんが、一般には、データの

提供の対価としての経済的利益がないことを意味すると思われます。したがって、例

えば、データ利用者に対してデータ利用に伴う一定の情報提供義務（例：アンケート

への回答義務）を課す場合や、実費の支払いを要求する場合であっても、「無償」に

該当してしまう可能性があると考えます。 

 

 

 

 

                               
1 営業秘密に該当するためには、秘密管理性以外にも、有用性及び非公知性の要件を満たす必要があり、

また、秘密管理性を充足するには、提供先に秘密保持義務を負わせることに加え、社内の秘密管理体制

が構築されている必要があります。 
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3.  不正競争行為の具体的な要件への該当性 
 

データの不正取得等に関する行為類型は、「取得」「使用」「開示」であるところ、

これらは営業秘密に関する不正競争行為と共通であるため、営業秘密に関する過去の

判例や学説の解釈が参考になります。しかし、限定提供データとしての性質に由来す

る固有の論点も存在します。 

例えば、「使用」については、限定提供データを使って作成したデータベースや、

限定提供データをAIに学習させた結果、完成した学習済みデータを使用する行為も、

限定提供データの「使用」に該当するのか、という問題があります。また、大量の限

定提供データを時間を掛けてダウンロードする場合において、ダウンロードの途中に、

過去の不正取得の介在を知った（悪意）場合には、悪意での取得なのか、それとも取

得後の悪意なのか、という問題もあります。 

また、データ取引への委縮効果を防止するために、図利加害目的や任務違反行為（い

ずれも新 2 条第 1 項第 14 号）の内容を明確化する必要があります。 

これらの不正競争行為の要件の解釈及び具体例については、ガイドラインで明らか

にされる予定ですので、ガイドラインの公表を待って慎重に検討する必要があります。 

 

（弁護士 三好 豊、弁護士 渡邉 峻） 
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セミナー情報 

 セミナー  『金融機関における GDPR 対応の最重要チェックポイント』 

開催日時  2018 年 8 月 1 日（水）9:30～12:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

 セミナー  『GDPR の個人情報保護法との相違点と最新動向をふまえた法的 

留意点～日本企業が対応すべき規制のポイント、対策事例～』 

開催日時  2018 年 8 月 2 日（木）14:00～17:00  

講師    岡田 淳、北山 昇 

主催    公益財団法人原総合知的通信システム基金 

 

 セミナー  『法務スタッフのための「これだけは知っておきたい」ポイント解 

説〔紛争編〕紛争事例で考える契約条項』 

開催日時  2018 年 10 月 30 日（火）13:30～17:00  

講師    上村 哲史、小島 冬樹、藤田 知也 

主催    株式会社商事法務 

 

文献情報 
 論文    「半年後に迫った EU 一般データ保護規則（GDPR）への対応」 

掲載誌   企業会計 Vol.70 No.1 

著者    岡田 淳 

 

 本     『はじめての著作権法』（2018 年 1 月刊） 

出版社   日本経済新聞出版社 

著者    池村 聡 

 

 論文    「報道における著作物利用」 

掲載誌   月刊コピライト No.681 Vol.57 

著者    池村 聡 

 

 論文    「EU で進むデータポータビリティ権、導入の背景と日本における 

動向」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    増田 雅史 
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 論文    「ヘルスケア関連企業が留意すべき健康・医療ビッグデータ活用の 

最新動向」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2018 年 3 月号 

著者    岡田 淳 

 

 本     『ビジネス法体系 知的財産法』（2018 年 2 月刊） 

出版社   第一法規株式会社 

著者    田中 浩之 

 

 論文    「＜Robotics 法律相談室第 32 回＞物流の自動化を実現するために 

はどのような規制に留意すべきか」 

掲載誌   日経 Robotics 2018 年 3 月号 

著者    株式会社日経 BP 

 

 論文    「知財判例速報 プロダクト・バイ・プロセスクレームと明確性要 

件―知財高判平成 29 年 12 月 21 日」 

掲載誌   ジュリスト 1517 号 

著者    田中 浩之 

 

 論文    「IT 化による民事裁判の未来像」 

掲載誌   NBL No.1119 

著者    関戸 麦、田中 浩之、桑原 秀明 

 

 論文    「[A Global Competition Review Special Report] Japan:  

E-Commerce」 

掲載誌   The Asia-Pacific Antitrust Review 2018 

著者    高宮 雄介 

 

 本     『日経 FinTech FinTech 世界年鑑 2018－2019』（2018 年 4 月刊） 

出版社   日経 BP 社 

著者    増島 雅和、堀 天子、石川 貴教、白根 央、飯島 隆博 

 

 論文    「自動運転における損害賠償責任に関する研究会報告書の概要」 

掲載誌   NBL No.1120 

著者    佐藤 典仁 
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 論文    「民法改正とプロジェクトマネジメント」 

掲載誌   プロジェクトマネジメント学会誌 Vol.20 No.2 

著者    横山 経通 

 

 論文    「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（EU 域内 

から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱い編）（案）」 

の概要」 

掲載誌   金融法務事情 2090 号 

著者    北山 昇 

 

 論文    「AI の判断ミスに対する法的責任の所在」 

掲載誌   Profession Journal No.268 

著者    岡田 淳 

 

 本     『特許権侵害紛争の実務－裁判例を踏まえた解決手段とその 

展望－』（2018 年 5 月刊） 

出版社   青林書院 

著者    小野寺 良文 

 

 論文    「AI 開発を委託する際の契約では何に注意すればよいのか」 

掲載誌   日経 Robotics 2018 年 7 月号 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の意義と展望」 

掲載誌   NBL No.1124 

著者    岡田 淳 

 

 論文    「連載 ポイント解説 AI・データの利用に関する契約ガイドライ 

ン（第 1 回） データ編（1） 総論、データ提供型契約」 

掲載誌   NBL No.1124 

著者    岡田 淳（共著） 

 

 論文    「最近の情報漏えい事件の傾向にみる情報取扱いに関する留意点」 

掲載誌   会社法務 A2Z 2018 年 7 月号 

著者    佐々木 奏 
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 論文    「The Financial Technology Law Review Edition 1 - Japan Chapter」 

掲載誌   The Financial Technology Law Review Edition 1 

著者    岡田 淳、堀 天子、飯島 隆博 

 

 論文    「今、考える「“キャラクター”と著作権」」 

掲載誌   月刊コピライト No.687 Vol.58 

著者    池村 聡 

 

 論文    「海外企業への個人情報処理業務の委託」 

掲載誌   Business Law Journal No.124 

著者    岡田 淳、塚原 明日香（共著） 

 

 論文    「〔特集 2018 年通常国会 改正法の影響度〕著作権法 「柔軟な 

権利制限規定」と実務への影響」 

掲載誌   Business Law Journal No.126 

著者    池村 聡 

 

NEWS 
 Who's Who Legal: Data 2018 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Data 2018 において、小野寺 良文が以下のカテゴリで leading 

lawyer に選ばれました。 

・Information Technology 

・Telecoms & Media 

 

 Chambers Global 2018 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2018 で、当事務所は日本における Intellectual Property: 

Domestic (Band 2) を含む 6 つの分野で上位グループにランキングされ、25 名の

弁護士がその分野で日本を代表する弁護士に選ばれました。また、ヤンゴンオフ

ィスは日本の法律事務所として唯一、GENERAL BUSINESS LAW: MYANMAR

および GENERAL BUSINESS LAW: INTERNATIONAL FIRMS — MYANMAR の

分野でランクインしております。 

 

 The Ninth Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました 

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Ninth Edition of Best Lawyers in 

Japan において、Intellectual Property Law の分野で松田 政行、飯塚 卓也、齋藤 

浩貴、横山 経通、三好 豊、小野寺 良文および岡田 淳が選ばれました。 
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 asialaw PROFILES の"Asialaw Leading Lawyers 2018"にて高い評価を得ました 

asialaw PROFILES の"Asia law Leading Lawyers 2018"において、Intellectual 

Property の分野で松田 政行、三好 豊が高い評価を得ました。 

 

 ALB IP Rankings 2018 において高い評価を得ました 

Asian Legal Business（ALB）2017 年 5 月号の IP Rankings 2018 において、当

事務所は Japan Domestic の Patents 部門および Copyright/Trademark 部門にお

いて高い評価（Tier 1）を得ました。 

 

 ALB Japan Law Awards 2018 にて受賞しました 

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB（Asian Legal 

Business）による ALB Japan Law Awards 2018 において、当事務所は以下を含

む 9 つのカテゴリーで受賞しました。 

Deal Categories 

Technology, Media and Telecommunications Deal of the Year 

-  Toshiba's Sale of Toshiba Memory Corporation 

 

 Managing Intellectual Property IP Stars Handbook 2018 にて上位にランキングさ

れました 

Managing Intellectual Property が発行する“IP Stars Handbook 2018”にて、当

事務所が下記の分野で上位に選ばれ、個人では三好 豊が Patent star に選ばれま

した。 

・Copyright（Tier 1） 

・Patent contentious（Tier 2） 

・Trade mark contentious（Tier 2） 

 

 シンガポールオフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 シンガポールオフィスは、2018 年 3 月 5 日より下記に

移転いたしましたのでご案内申し上げます。 

 

移転先： 

1 Raffles Quay, #23-03 One Raffles Quay North Tower, Singapore 048583 

TEL：+65-6593-9750 / FAX：+65-6593-9751 

※オフィス及び各弁護士の TEL・FAX に変更はございません。 

 

業務開始日： 

2018 年 3 月 5 日（月） 
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 パートナー及びオブ・カウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 12 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】 

加賀美 有人、大室 幸子、金丸 祐子、末廣 裕亮、園田 観希央、竹内 哲、 

東 陽介、本間 隆浩、村上 祐亮、山内 洋嗣、李 政潤、河島 勇太 

 

また、同日付で 7 名の弁護士がオブ・カウンセルに就任いたしました。 

 

【オブ・カウンセル】 

佐藤 貴哉、田井中 克之、田中 浩之、藤田 知也、市村 拓斗、石田 幹人、 

金丸 由美 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたし

ます。 

 

 ベトナム・ホーチミンオフィス開設許可取得のお知らせ 

当事務所は、本年 4 月 30 日に発表したとおり、ベトナム政府当局に対してホー

チミンオフィス開設の申請を行っておりましたが、この度、ベトナム政府当局よ

り正式な許可を取得いたしましたので、ご報告いたします。当事務所のホーチミ

ンオフィスは、本年 8 月に開設され、本格的な業務を開始する予定です。 

 

ホーチミンオフィスには、パートナーの江口拓哉弁護士が駐在することに加え、

アソシエイトの西尾賢司弁護士が常駐いたします。江口弁護士は、コーポレート

／M&A を中心に、コンプライアンスや紛争解決の各分野において専門性を有す

るとともに、特にアジア・中国案件について豊富な経験を有しております。 

 

ホーチミンオフィスでは、ベトナムの現地から、当事務所がこれまで培ってきた

ベトナム案件のノウハウに基づく質の高いリーガルサービスを提供し、さらにサ

ービスの質を向上させていきたいと存じます。また、ホーチミンオフィスに駐在

する日本人及びベトナム人弁護士は、東京・大阪・名古屋・シンガポール・バン

コクをはじめとする各拠点のベトナム案件に豊富な経験を有する弁護士と一体

となって、クライアントの皆様をサポートいたします。 

 

当事務所は、依頼者が最も重要な問題に直面した場合、最も複雑な課題を抱えた

場合、最も迅速な解決が必要となった場合、まず頼りにされ、コンタクトされる

法律事務所であり続けること（依頼者の Firm of Choice であること）を目標とし
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ております。当事務所は、この目標に向かい、今後とも、東京・大阪・名古屋・

福岡・北京・上海・シンガポール・バンコク・ヤンゴン・ジャカルタ、そして新

たに加わるホーチミンの各拠点及び全弁護士の総力を結集して、アジア全体での

ニーズ、グローバルなニーズにも対応できる体制をますます充実させることによ

り、依頼者の Firm of Choice であり続けられるよう、事務所一丸となって取り組

んでまいる所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

平成 30 年 7 月 

森・濱田松本法律事務所 

 

（本件に関するお問い合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報 

Tel: 03-6212-8304 

Email: mhm_info@mhmjapan.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


