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「知的財産推進計画２００４」の見直しにあたり 

盛り込むべき政策事項について－その２－ 
インターネットオークションを利用した侵害の取締りについて 

 

２００５年２月１０日 
日 本 弁 護 士 連 合 会 

 

当連合会意見である「『知的財産推進計画２００４』の見直しにあたり盛り

込むべき政策事項について」のうち、知的財産推進計画２００４（以下「計画」

という。）の５７ページ、「Ⅱ．３．国内での取締りを強化する、（１）イン

ターネットを利用した侵害の取締りを強化する」の項について主に意見を述べ

るものである。 
 

計画５７ページ、「Ⅱ．３．国内での取締りを強化する、（１）インターネットを利用した 

侵害の取締りを強化する」の項について 

（１） インターネットを利用した侵害の取締りを強化する  

  i)  インターネットオークションサイト等を通じた多量の模倣品・海賊版の売買及びファイル交

換ソフトや技術的保護手段を回避する機器による著作権侵害の問題の深刻さにかんがみ、

それに対する取締りを強化するため、以下の項目を含め、２００４年度中に、取締方策につ

いて幅広く検討を行い、必要に応じ法改正等制度整備を行う。  

ａ） インターネットオークションサイト等の管理者による出品者の本人確認の徹底、権利を侵

害している出品物のサイトからの削除等を円滑にする方策等取締りの強化の方策  

（警察庁、総務省、経済産業省）  

ｂ） 商標法、意匠法等における取締りの強化の方策               （経済産業省） 

ｃ） ファイル交換ソフト等を用いた著作権侵害に対する取締りの強化等の方策  

（文部科学省）  

    ｄ） 古物営業法における取締り及び犯罪抑止対策の強化の方策          （警察庁） 

    ｅ） 特定商取引法における消費者の混同を招く表示の取締りの強化の方策  

（経済産業省） 

ii)  ２００４年度以降、オークションサイト等を通じた模倣品・海賊版の売買、映画ファイル等の

無許諾アップロード（送信可能化）の警察による取締りを一層強化するとともに、オークション

サイト等を通じて発注される模倣品・海賊版の輸入を税関が積極的に取り締まる。  

（警察庁、財務省）  

iii)  ２００４年度も引き続き、インターネット上の違法コンテンツを常時・自動的に監視するシス

テムの活用を支援する。                          （総務省、経済産業省） 

 

 

第１ 意見の趣旨（取締方策の提言） 

(1) インターネットオークション上で多発している偽ブランド品等の販売による

詐欺の被害者を保護し、ネット詐欺の被害者がインターネットオークション事

業者に対して、偽ブランド品等をインターネットオークションに出品した詐欺

の加害者の発信者情報を開示請求できるようにするため、プロバイダ責任制限

法第４条の定める発信者情報開示請求権の「特定電気通信による情報の流通

によって自己の権利を侵害されたとする者」との要件を緩和すべきである。 

かかる改正により、詐欺の実行行為の着手がインターネットオークション
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への偽ブランド品等の出品でありながら、その後の実行行為が特定電気通信

による情報の流通以外の場面で完結するネット詐欺の被害者も、かかる発信

者情報開示請求権を行使しうることとなる。 

(2) 加えて、インターネットオークションでの偽ブランド品等の出品に限定し

た上で、プロバイダ責任制限法第４条に基づく発信者情報開示請求権の要件

の１つである「当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らか

であるとき」との要件を緩和し、「当該開示の請求をする者の権利が侵害

されたと疑うに足りる相当な理由があるとき」、と改正すべきである。 

 かかる改正により、権利侵害が明らかではないとして発信者情報の開示を

拒否されている偽ブランド品の展示による知的財産権侵害の被害者や、これ

を真正品と偽られて購入したネット詐欺被害者の大部分は、発信者情報の開

示請求権を行使しうることとなる。 

 

第２ 意見の理由 

１ インターネットオークションにおける現状の法規制とネット詐欺の多発 

(1) インターネット上におけるオークションを古物営業法の規制対象とするため、

平成１４年古物営業法が改正され、新たに「古物競りあっせん業者」が規制対

象に加えられた。 

 改正古物営業法第２条２項３号においては、「古物の売買をしようとする者

のあっせんを競りの方法（政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方

法その他の政令で定めるものに限る。）により行う営業」が「古物競りあっせん

業」であると定義されており、同法第２１条の２では、相手方の真偽を確認する

ための措置が義務づけられると共に、第２１条の４に基づいて制定された「古

物営業法施行規則」では、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったと

きの、記録すべき事項を次のとおり定めている。 

①インターネット上に掲載した年月日、あっせんに係る古物に関する事項 

②あっせんの相手方の識別情報（ＩＤ等） 

③あっせんの相手方が記録することに同意した相手方の真偽確認に資する情報 

 更に、古物競りあっせん業者のあっせんの相手方が売却しようとする古物に

ついて、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合には、警察本部長

等はその競りの中止を命じることができるとされており、この命令に従わなか

った場合には罰則が課される。 

 しかしながら、同法の定める古物競りあっせん業者の各種義務は、古物商の

場合と異なり努力義務に過ぎない。また、これらの遵守事項において明らかな

とおり、「盗品等」の流通の予防が主眼とされており、海賊版・模倣品・違法

ダウンロードといった知的財産権の侵害予防やネット詐欺の防止は重視されて

いないため、これらの古物営業法による規制は、インターネットオークション

事業者に対して出品者（あっせんの相手方）の真偽の確認を義務づけた点は評

価されるものの、その他の点では、インターネットオークション上での偽ブラ

ンド品の売買の防止に大きな効果を期待することはできない。 

 



 

- 3 -

２ 海賊版・模倣品や音楽ソフトの違法ダウンロードに対する権利者の保護 

 現行でも、海賊版・模倣品や音楽ソフトの違法ダウンロードについては、知

的財産権法である特許法、商標法、著作権法等により一定の範囲で権利者の保

護が図られている。 

 

(1) 特許法 

 特許法は「物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあっては、その

物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である

場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡

等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為」を「実施」とし

てとらえている。 

 また、特許法は、「侵害する者」だけでなく「侵害するおそれがある者」に

対しても、差止請求を認めており、オークションサイトへの「許諾を得ない特

許実施品（プログラムを含む）の提供」は「譲渡のための展示」に該当し、「特

許権を侵害するおそれ」がある行為と評価できる余地もある。 

 しかしながら、特許法による権利者の保護は、あくまで特許権侵害の被害を

受けた特許権者ないし特許権侵害の恐れのある特許権者に限定されており、海

賊版・模倣品や音楽ソフトの違法ダウンロードに対する権利者の保護としての機能

は期待できず、またインターネットオークション上での偽ブランド品の売買も阻

止することはできない。 

 加えて、そもそも特許権を侵害する加害者が匿名のままでは、特許法による

権利を行使することも困難である。 

 

(2) 商標法 

 商標法は、「二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引渡し、

譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供

する行為」、「七 電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によ

つて認識することができない方法をいう。次号において同じ。）により行う映像面

を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」

を、商標の「使用」として定義している。 

 また、特許法と同様、侵害する者だけでなく、「侵害するおそれがある者」

に対して、差止請求権を認めている。 

 したがって、オークションサイトへの偽ブランド品の提供は、「譲渡のため

の展示」、「電気通信回線を通じて提供する行為」、「映像面に標章を表示し

て役務を提供する行為」に該当し、かつ「商標権を侵害するおそれ」がある行為

と評価できるケースもあると考えられるが、他方、真正品の写真を掲示する行為は、

たとえ偽ブランド品を販売する意図であったとしても、商標権の侵害とはならない

（もちろん詐欺の実行行為の着手とはなるが、これは別問題である）。 

また、オークションサイトへの偽ブランド品の提供が商標法に違反する限り、

当該商標権者にとっては、プロバイダ責任制限法第４条の「特定電気通信によ

る情報の流通によって自己の権利を侵害された」ことになると考えられる。 
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したがって、現在インターネットオークションで横行している偽ブランド品の販

売に関しては、掲示された写真上から出品されたブランド品が偽物であると明確に

判明するケースに関しては、商標法違反を根拠にプロバイダ責任制限法を適用し、

当該商標権者がオークション事業者に対して、出品者の発信者情報開示請求権を行

使することが可能であるが、かかるケースは極めて限定されていると考えられる。 

 現に多くの事案では、商標権者がオークション事業者に対して出品者の発信者情

報開示請求権を行使しても、商標権侵害が明確ではないとの理由で、オークション

事業者から発信者情報の開示を拒否される例が多いとのことであり、商標法違反を

根拠とする現行のプロバイダ責任制限法による保護処置では、多くの偽ブランド

品の売買には対応できていないのが実情である。 

 

(3) 著作権法 

 音楽や映画の著作物の著作権者は、公衆送信権及び送信可能化権を有するの

で、権利者の許諾を得ないでインターネットに接続したサーバーにこれらの著作物

をアップロードした時点で、著作権者の送信可能化権を侵害することになる。 

 加えて、インターネットに接続したサーバーに、権利者の許諾なく音楽や映

画の著作物がアップロードされるという状態は、当該著作権者にとっては、プ

ロバイダ責任制限法第４条の「特定電気通信による情報の流通によって自己の

権利を侵害された」ことになると考えられる。 

 したがって、音楽や映画の著作物が違法にアップロードされた時点で、著作権

法違反を根拠に、プロバイダ責任制限法を適用して、当該著作権者がアップロード

されたサーバーを管理するプロバイダに対して、発信者情報開示請求権を行使する

ことは可能である。 

 なお、知財推進計画５７ページ、「Ⅱ．３．国内での取締りを強化する、（１）

インターネットを利用した侵害の取締りを強化する」の項では、（ｃ） ファイル

交換ソフト等を用いた著作権侵害に対する取締りの強化等の方策を検討すると記

載されている。しかし、インターネットを介して、他人が所有するファイルから

複製することをサポートするためにファイル交換サービスや交換ソフトを提供

することが著作権侵害として違法となるかという点は議論が分かれる。当該サ

ービスの結果、音楽ソフトの複製が私的使用のための複製（著作権法第３０条）

等著作権の制限に該当する場合は特に問題となり、この点、アメリカのナップ

スター事件と同じくセンターにおいてインデックスを管理していたファイル交

換サービス業者の行為は、著作権侵害行為に該当するとして音楽ファイル情報

の送受信差止めを認めた（平成１４年４月９日東京地裁平成１４年（ヨ）第２

２０１１号）判例がある一方で、現在刑事事件の公判中であるウイニー事件の

ようにセンターがないファイル交換の事案である、ＭＧＭ対グロックスター事

件で民事上の責任を否定しているアメリカの高裁の判例がある。このように、

ファイル交換サービスに関わる行為が著作権侵害となるかどうかは、事件ごと

の個別具体的な事実により異なるものであり、一律に判断されるものではない

ため、上記推進計画の規定の前提が必ずしも正しいという訳ではないことに留

意するべきである。 
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 加えて、音楽や映画の著作物の海賊版・模倣品がオークションサイトに真正品

として出品された場合は、かかる海賊版・模倣品自体が著作権を侵害した違法な複

製物であることに加え、かかる海賊版をオークションサイト上で売買する行為も著

作権侵害（譲渡権侵害）に該当するので、著作権法違反を根拠に、プロバイダ責任

制限法を適用して、当該著作権者がオークション事業者に対して、出品者の発信者

情報開示請求権を行使することは可能である。 

 

３ プロバイダ責任制限法 

(1)「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に

関する法律」（平成十三年十一月三十日法律第百三十七号）（略称：プロバ

イダ責任制限法）は、インターネット上における情報の流通によって権利の侵

害があった場合に、プロバイダ等の事業者の損害賠償責任の制限と発信者情報

の開示を請求する権利について規定しているが、立法当初からインターネット

上の違法有害情報によって権利の侵害があった場合を念頭に置いており、その

対象となる権利侵害は、特定電気通信による情報の流通によって権利侵害が

発生する名誉毀損や著作権侵害等の権利侵害に限定されていた。 

 

(2) 同法によると、「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相

当の理由があったとき」（同法第３条第２項第１号）には、ネットオークシ

ョン事業者が送信防止措置を講じて、発信者の出品情報を削除しても免責さ

れることになっている。 

また、『プロバイダ責任制限法著作権関係ガイドライン』（平成１４年５月、

プロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会）では、権利者自身だけでなく、

「信頼性確認団体」も送信防止措置の申し出をすることができること、及びそ

の手順を定めている。 

また、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害され

たことが明らかであるとき」等一定の要件がある場合は、権利者はプロバイダ

等に対して発信者情報の開示を請求することができ（同法第４条第１項、同第

２項）、開示しなかったことにより、開示請求をした者が損害を被った場合は、

プロバイダ等はかかる損害につき、故意又は重大な過失がある場合に損害賠償

義務を負う（同第４項）。 

 

(3)  そこで、インターネットオークション事業者は、現行法のプロバイダ責任

制限法の「特定電気通信役務提供者」に該当し、プロバイダ責任制限法の適

用が考えられるにもかかわらず、「真正品をインターネット上で展示」する

こと自体は商標権を侵害していないため、真実は偽ブランド品を販売する目

的であったとしても、商標法違反を根拠とするプロバイダ責任制限法の適用

はないこととなる。加えて、かかる偽ブランド品の販売がネット詐欺を構成

するとしても、詐欺罪自体は、オークションで落札した後の代金の授受によ

って既遂となるため、特定電気通信による情報の流通によって権利侵害の着

手はあるものの、特定電気通信による情報の流通によっては権利侵害が完結

しない点で、当初からプロバイダ責任制限法の対象外とされてきた（第一法
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規出版株式会社『プロバイダ責任制限法逐条解説とガイドライン』１４頁）。 

   そもそも、オークション上での偽ブランド品の販売自体は「特定電気通信

による情報の流通」とは言い難いのである。 

結局のところ、オークションサイトの展示だけから、「偽ブランド品の展

示」か「真正品の展示」を判断することは不明なことが多く、プロバイダに

は常時インターネット上の情報を監視する義務はなく、また送信防止措置や

発信者情報の開示義務が発生する要件であるところの「他人の権利が不当に

侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき」や「侵害情報の

流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかで

あるとき」の具体的内容が明確でないため、現行法のままでプロバイダ等に

その上記要件の判断義務を負わせることも過酷である。 

 

(4) したがって、現行法の下ではプロバイダ責任制限法を偽ブランド品等の

販売によるネット詐欺に適用するについては大きな障害があり、また、現行

のプロバイダ責任制限法の下では、インターネットにおけるオークション事

業における海賊品等商標権侵害品を抑止する効果は極めて限定されている

ことは明らかである。 

ネット詐欺に関しては、現行の詐欺罪（刑法第２４６条）の適用により

理論上は加害者を処罰することは可能であるが、被害者にとっては加害者が

匿名のため、加害者不明での刑事告訴や、被害届を出さないと加害者を特定

することは困難であることから、被害が少額な場合は、手間のかかる刑事告

訴や被害届をあきらめて被害者が泣き寝入りするケースも多いと考えられ

ること、現在の民事訴訟法ではクラスアクションの制度がないことから、少

額被害にあった多数の被害者を集めないと民事訴訟を提起することが困難

なこと等から、被害が顕在化しにくく、ネット詐欺の抑止効果は極めて少な

いといわざるを得ない。 

 

４ 新たな対策の必要性 

(1) 以上の検討から、現行法による規制では、多発するインターネットオーク

ション上での偽ブランド品等の販売によるネット詐欺には対応できていな

いことは明らかであり、ネット詐欺等による被害の拡大を防止し、被害救済

の迅速化をはかるためには、意見の趣旨(1)に記載した通り、プロバイダ責

任制限法を改正して、ネット詐欺の被害者にプロバイダ責任制限法の適用を

認めることが急務であると考える。 

(2) 加えて、ネット詐欺や知的財産権侵害の被害者にプロバイダ責任制限法の

適用を認めたとしても、プロバイダ等の発信者情報の開示義務が発生する要

件であるところの「当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明ら

かであるとき」との要件のままでは、各種プロバイダやオークション事業者

において、判断に迷うことが多いと考えられるので、より判断基準を明確化

すると共に、特にインターネットオークションに限定して、発信者情報開示

請求権の要件を緩和し、意見の趣旨(2)記載の通り「当該開示の請求をする



 

- 7 -

者の権利が侵害されたと疑うに足りる相当な理由があるとき」、と法改正

すべきである。 

 そもそも同法第４条の発信者情報開示請求権の要件として、「侵害情報

の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らか

であるとき」との厳格な要件が規定されたのは、発信者情報の開示が、他方

では表現の自由の制約となりかねない側面を有することから、権利侵害が明

白でないケースで発信者情報の開示を認めると、憲法違反となる可能性があ

ったことによる。 

これに対し、オークション出品者が発信者情報の開示によって受ける不利

益は表現の自由ではなく、オークションサイトで物品等を販売する経済的自

由にすぎないことから、出品者の経済的自由の保護とネット詐欺被害の防止

の社会的要請とを比較考量すれば、オークション上で物品を販売する経済的

自由は、ある程度制約されても合理的であると考えられるので、オークショ

ン上での売買に限定する限り、出品者の発信者情報開示請求権の要件を緩和

することは可能であると考える。 

 

 

（注）なお、以上の他に、インターネットオークションサイトに反復継続して

出品する者を、明確な定義を設けた上で販売業者又は役務提供業者とし、そ

の上で、インターネットオークションサイトに出品して販売する場合も特定

商取引法にいう「通信販売」に該当することを明確にしたうえで、同法１１

条１項５号、経済産業省令８条１項１号により、販売業者又は役務務提供事

業者の氏名等の表示義務を課すという方法も考えられる。 

この際、みだりに個人が匿名で不要品を交換、販売する自由を侵害しない

ように注意するべきであるため、販売業者又は役務提供業者の定義を定める

ことが困難であることが予想されるが、例えば、反復継続して出品する者を

販売業者等として、一定数量以上の出品者を販売業者等とすると明確に定義

する等の措置が考えられる。 

さらに、プロバイダ責任制限法を改正し、プロバイダに、特定商取引法記

載の出品者情報等の開示に関し義務を負担させた上で、プロバイダがあらか

じめ保有している情報とインターネットオークションサイトに掲載された

出品者情報等が異なる場合は、特定商取引法違反の発信者が発信した情報を

削除し、さらに権利者や詐欺被害者からの請求に応じて、発信者情報を開示

するべき義務をプロバイダに負わせることとする。 

かかる改正により、権利侵害自体の判断義務をプロバイダに負担させるこ

となく、情報開示義務違反の有無という、プロバイダにとって判断が容易な

基準により、インターネットオークションを利用する詐欺や商標法等違反の

防止効果を得ることができる。この際、販売業者又は役務提供業者の定義を

明確にして、みだりに個人が匿名で不要品を交換、販売する自由を侵害しな

いように注意するべきであることはすでに述べたとおりである。 

以上 


