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【要旨】　オーストラリアでは，2015 年著作権法改正によってサイトブロッキング制度が導入され，通信サービス

事業者に対し，一定のサイトに対するアクセスを遮断する措置を講じるよう命じることができることとされた．

そして，数年間の運用と意見募集を通じた見直しを経て，2018 年著作権法改正が行なわれた．この改正は，サイ

トブロッキング命令の要件を広げるとともに，通信サービス事業者だけでなく検索エンジン事業者に対する差止

めも可能とし，また，海賊版サイトがドメイン名等を変更しても迅速に差止命令の対象に加えることができるよ

うにするものであった．このように，オーストラリアでは，短い間に数度にわたる意見募集や法改正が行なわれ，

利害関係人の様々な利害のバランスを実現しつつ，実効的かつ迅速な対策を可能とすべく議論が積み重ねられた．

本稿は，利害のバランスに関する議論に焦点を当て，制度の導入から改正までの議論を概観しようとするもので

ある．

【キーワード】　サイトブロッキング　　　オーストラリア　　　オンライン著作権侵害　　　表現の自由　　　
公正な裁判を受ける権利

【Abstract】 Under the Australian Copyright Act amended in 2015, copyright holders may apply to the Federal Court of 

Australia to grant an injunction that requires a carriage service provider to take such steps to disable access to an online 

location outside Australia.　After operating such legal system for some years and conducting a review, the government 

amended the Copyright Act in 2018.　Such amendment expanded the threshold for site-blocking injunction, and enabled 

copyright holders to apply for injunction against online search engine providers and to expand the application of site-

blocking injunction to new domain names, URLs and IP addresses which have started to provide access to the infringing 

site after the injunction is made.　Australia has discussed through repeated submission processes and amendments to 

the Copyright Act in order to strike a fair balance of various rights and interests of stakeholders and to accomplish 

effective and swift measures against online copyright infringement.　This article will overview the discussions about 

the introduction and amendment of the Australian site-blocking regime with focus on the balancing of rights and 

interests.
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1.　はじめに

オーストラリアのサイトブロッキング制度（以下
「本制度」という．）1は，①通信サービス事業者 （a 

carriage service provider）2に対し，著作権を侵害す
ることまたは著作権の侵害を助長することを主要な
目的または主要な効果とするオーストラリア国外で
運営されるオンライン・ロケーション3へのアクセ
スを無効にするための合理的な措置を講じることを
命じ，また，②検索エンジン事業者 （an online 

search engine provider） に対し，上述のようなオン
ライン・ロケーションをユーザに閲覧させる検索結
果を提供しないようにするための合理的な措置を講
じることを命じる差止命令をするよう，オーストラ
リア連邦裁判所に求める権利を，著作権者に付与す
るものである．オーストラリア著作権法 （Copyright 

Act 1968） の第 115A条（オーストラリア国外のオ
ンライン・ロケーションに関する差止め）として，
2015 年 改 正 法 （Copyright Amendment （Online In-

fringement） Bill 2015） によって導入され，2018年
改正法 （Copyright Amendment （Online Infringement） 
Bill 2018） による改正を経て，現在に至る（以下，
特に断らない限り，同 2018年改正法による改正後
の現行オーストラリア著作権法を単に「法」とい
う．）．
本制度は，オーストラリア国外で運営されるオン
ライン・ロケーションに対して直接権利行使するこ
とが困難であるという実態を踏まえ，オーストラリ
ア国外で運営され，かつ，著作権を著しく軽視する
一定のオンライン・ロケーションに対象を限定して，
著作権侵害に対処することができる立場にある通信
サービス事業者を相手方とする無過失救済 （no-fault 

remedy） を創設するものである4．
サイトブロッキング制度については，一般に，回
避が容易であり有効性に疑問があるとして，その導
入に反対する意見がある5．本制度は，オンライン
著作権侵害対策に特効薬 （silver bullet） はなく，侵
害ビジネスのインセンティブを減少させる仕組みの
一環としてサイトブロッキングを位置付けるもので
ある．たとえ，特定のオンライン・ロケーションに

対する差止めの効果が一時的なものであったり，相
当数のユーザが迂回して侵害コンテンツに行き着く
ことができるとしても，一部のユーザが侵害コンテ
ンツにアクセスすることを思いとどまらせるなど，
オンライン著作権侵害によるビジネスを破壊すると
いう目的に資する限り，サイトブロッキングの有効
性は否定されないという考え方に立っている6．
以下，現行の本制度の概要を確認したうえで，サ
イトブロッキング制度の導入の是非および内容を検
討する際に重要となる利害関係者間の権利・利益の
バランスという視点から，紙幅の関係上可能な限り
本制度導入時の議論と 2018年改正時の議論を概観
する7．

2.　本制度の概要

2.1.　当事者および送達

本制度は，著作権者の申立てに基づき，裁判所が，
「裁判所が合理的と認める措置」をとるよう，通信
サービス事業者（法第 115A条（1））または検索エ
ンジン事業者（同条（2））に命じるものである．し
たがって，本制度に基づく手続の基本的な当事者は，
著作権者および通信サービス事業者である（同条（3）
（a）および（b））．
また，通信サービス事業者を相手方とする申立て
が，同時に検索エンジン事業者に対する差止命令を
も求めるものであるときは（同条（2）），検索エン
ジン事業者も手続の当事者となる（同条（3）（ba））．
加えて，申立ての対象となるオンライン・ロケー
ションの運営者も，手続の当事者となることができ
る．ただし，当該運営者が当該手続に当事者として
参加する旨の申立てをした場合に限られる（同条（3）
（c））．
著作権者は，同条（1）に基づく申立てをすると
きは，①通信サービス事業者，②（通信サービス事
業者を相手方とする申立てが，同時に検索エンジン
事業者に対する差止命令をも求めるものであるとき
は）検索エンジン事業者，および③オンライン・ロ
ケーションの運営者に対し，その旨を通知しなけれ
ばならない（同条（4））．ただし，裁判所は，著作
権者が，合理的な努力をしたにもかかわらず，当該
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オンライン・ロケーションの運営者の身元若しくは
住所を特定することができず，または当該運営者に
対して通知を送付することができないと認めるとき
は，適切と認める条件で，当該運営者に対する通知
を免除することができる（同条（4））．2018年改正
後の裁判例では，申立対象のウェブサイトの利用規
約 （terms and conditions） ページに表示されていた
電子メールアドレスに申立代理人が連絡したとこ
ろ，オンライン・コンタクト・フォームを通じて連
絡するよう求める自動メッセージの返信を受け，こ
れに従ったが何らの返答もなかったという事実関係
において，当該サイトの運営者に対して同条（4）（b）
の通知がなされたと認めたものがある8．

2.2.　命令の内容

通信サービス事業者および検索エンジン事業者に
対する差止命令の内容については，裁判所が適切で
あると認める条件を付けて差止命令をすることがで
きるとされており（法第 115A条（2A））9，裁判所
に幅広い裁量が与えられている．
差止命令の内容の具体例として，裁判所は，通信
サービス事業者または検索エンジン事業者に対し，
一定のオンライン・ロケーションへのアクセスを提
供するドメイン名，URLおよび IPアドレスを遮断
し，またはそれらを含む検索結果を提供しないよう
にするための合理的な措置を講じるよう命じること
ができる（同条（2B）（a）（i）および（b）（i））．また，
これに加えて，裁判所は，著作権者と通信サービス
事業者または検索エンジン事業者とが，差止命令が
発令された後に，その対象となったオンライン・ロ
ケーションへのアクセスを提供し始めたものである
ことを書面で合意したドメイン名，URLおよび IP

アドレスを遮断し，またはそれらを含む検索結果を
提供しないようにするための合理的な措置を講じる
よう命じることもできる（同条（2B）（a）（ii）および（b）
（ii））10．
裁判所は，差止命令の期間を限定し，また，申立
てに基づいて差止命令を取り消し，または変更する
ことができる（同条（7）および（8））．

2.3.　要件および考慮事項

法第 115A条に基づく差止命令の要件は，対象の
オンライン・ロケーションが，①オーストラリア国
外に所在すること，②申立人である著作権者の著作
権を侵害し，または侵害を助長していること，およ
び③（著作権者のものに限らず，一般的に）著作権
を侵害することまたは著作権の侵害を助長すること
（オーストラリア国内においてであるか否かを問わ
ない．）を主要な目的または主要な効果とすること
である（法第 115A条（1））．①の要件に関し，オ
ンライン・ロケーションは，別段の証明がない限り，
オーストラリア国外にあるものと推定される（同条
（5A））11．
法第 115A条に基づく差止命令は無過失救済であ
るから，差止命令の名宛人である通信サービス事業
者等が自ら著作権を侵害し，または著作権侵害を助
長したこと，また，当該オンライン・ロケーション
が著作権を侵害し，または著作権侵害を助長したこ
とに関する通信サービス事業者等の認識は，差止命
令の要件とはされていない．
また，裁判所は，差止めを命じるか否かを判断す
るにあたり，以下の事項を考慮することができる（同
条（5））．
（a）侵害の悪質性または侵害助長の悪質性
（b）当該オンライン・ロケーションが，著作権を
侵害し，若しくは侵害を助長する手段のディレクト
リ，インデックス若しくはカテゴリーを提供し，ま
たは含んでいるか否か
（c）当該オンライン・ロケーションの保有者また
は運営者が，著作権を軽視する態度を一般的に示し
ているか否か
（d）著作権侵害を理由として，またはこれに関連
して，他の国または地域の裁判所が，当該オンライ
ン・ロケーションへのアクセスを無効にする命令を
したことがあるか否か
（e）当該オンライン・ロケーションへのアクセス
を無効にすることが，当該状況において，相当な対
応 （proportionate response） であるか否か
（ea）通信サービス事業者を相手方とする申立て
が，同時に検索エンジン事業者に対する差止命令を
も求めるものであるときは，当該オンライン・ロケー



48

〈日本知財学会誌〉　Vol.16 No.3― 2020

ションをユーザに閲覧させる検索結果を提供しない
ことが，当該状況において，相当な対応であるか否
か
（f）当該差止めを命じることによって影響を受け
る可能性がある者への影響
（g）当該オンライン・ロケーションへのアクセス
を無効にすることが公共の利益に適うか否か
（ga）通信サービス事業者を相手方とする申立て
が，同時に検索エンジン事業者に対する差止命令を
も求めるものであるときは，当該オンライン・ロケー
ションをユーザに閲覧させる検索結果を提供しない
ことが公共の利益に適うか否か
（h）当該著作権者が第 115A条（4）の定めを遵守
したか否か
（i）著作権法上認められるその他の救済
（j）規則で定めるその他の事項
（k）その他関連する事項

2.4.　コスト負担

通信サービス事業者および検索エンジン事業者
は，手続に出頭し，かつ，参加しない限り，当該手
続に関連する一切の費用について責任を負わない
（法第 115A条（9））．
裁判例では，著作権者に対し，通信サービス事業
者が差止命令を遵守するための様々な費用（compli-

ance costs）を通信サービス業者に対して支払うよ
う命じることが多い．その金額は，DNSブロッキ
ングの対象であるドメイン名 1件当たり 50豪ドル
とされるのが通常である．
また，裁判例では，通信サービス事業者が著作権
者に対し，差止命令の遵守を促進するシステムを設
定するために発生するセットアップ費用 （set-up 

costs） の補償を求めたところ，通信サービス事業者
が，セットアップ費用を負担することにより，当該
事案において発令される命令だけでなく，将来の手
続において発令される命令をも履行することができ
るようになり，また，通信サービス事業者が第
115A条に基づく命令に従う技術的な能力を備える
ことは，単に望ましいというにとどまらず，同条の
制定以降通信サービス事業者が事業を行なう法的環
境のもとでは不可欠であると述べ，セットアップ費

用の補償を求めた通信サービス事業者の主張を排斥
した事例がある12．

3.　本制度導入時の議論

3.1.　背景

2012年のレポートによれば，オーストラリアの
著作権産業は 90万人の雇用を創出し，また，輸出
による 70億豪ドルを含め，900億豪ドル以上の経
済価値を生み出している13．オーストラリア政府は，
オンライン著作権侵害が同国の経済と雇用に与える
影響や消費者等への危害に対処するため，許諾責任 

（authorisation liability）（オーストラリア著作権法第
36条（1）および第 101条（1））の拡大およびセー
フハーバー規定の拡大に加えて，著作権を侵害する
国外のサイトを遮断する差止救済（サイトブロッキ
ング）の導入という 3つの方策を提案し，公の意見
を募った14．サイトブロッキングの導入を含め，こ
れらの方策は，オンライン著作権侵害を完全に撲滅
する対応策は存在しないこと，活発に変動するデジ
タル環境においてはオンライン著作権侵害に対処す
る有効なアプローチは（政府の主導というよりは）
市場からもたらされるであろうことなどを前提に，
オンライン著作権侵害を減少させるための柔軟，公
正かつ有効なアプローチの導入に向け，著作権者，
ISP，消費者等の協力を促進する法的枠組みを提供
することを目的とするものであった15．
本制度は，英国を含む EUの制度等を参考にしつ

つ，オーストラリア国外で運営される，大規模に著
作権を侵害するビジネスモデルを阻害するメカニズ
ムとして，上述した 3つのアプローチのうち，サイ
トブロッキングを導入する提案を制度化したもので
ある．このアプローチは，オーストラリア国外で侵
害行為を行なう者に対する執行が困難であるという
実態を踏まえ，著作権者に直接的な措置を講じる手
段を与えるとともに，ISPに対して裁判所の命令に
裏付けられた法的保護を付与するものである16．な
お，オーストラリア国内で運営される著作権侵害サ
イトに関しては，法第 115条に基づく著作権侵害訴
訟等によって対処することができるものと整理さ
れ，本制度の対象とはされなかった（例えば，侵害
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コンテンツのダウンロードができるウェブサイトへ
のハイパーリンクを提供するウェブサイト運営者
が，オーストラリア著作権法第 101条（1）の許諾
責任を負うことを認めた裁判例がある17．）．

3.2.　権利・利益間のバランス
3.2.1.　全体像

サイトブロッキングを実施する場合，例えば後掲
表 1のように，多数の当事者間の様々な権利・利益
が互いに抵触することとなり，適切なバランスのと
れた制度を設計し，運用するという観点が必要とな
る18．
オーストラリア人権（議会審査）法（Human 

Rights （Parliamentary Scrutiny） Act 2011）は，法案
を提出しようとする議員に対し，当該法案と，同法
第 3条で列挙された国際文書によって承認または宣
言された権利および自由（同条はこれを「人権」と
定義する．）との適合性に関する意見書を作成し，
議院に提出することを義務付けている（同法第 8

条）．同法に基づき，2015年改正法によって本制度
を導入する際に適合性が議論された「人権」は，①
意見及び表現の自由についての権利（市民的及び政
治的権利に関する国際規約（以下「ICCPR」という．）
第 19条），②公正な裁判を受ける権利（ICCPR第
14条），並びに③文化的な生活に参加する権利（経
済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約（以
下「ICESCR」という．）第 15条）の 3つであった19．
これらの人権については，2015年の法改正時の意
見募集でも様々な意見が提出された20．
このうち，③文化的な生活に参加する権利につい
ては，著作権者の保護を強化することにより，創作

活動に係る利益についての権利の保護を促進するも
のであるから，本制度は同権利と適合すると考えら
れた21．以下，上記①および②の人権との適合性に
関する議論について詳しく述べる．
3.2.2.　意見および表現の自由についての権利

表現の自由についての権利には，「国境とのかか
わりなく，あらゆる種類の情報及びアイデアを求め，
受け，及び伝える自由」が含まれる（ICCPR第 19

条第 2項）．本制度に基づく裁判所の命令により，
命令の名宛人となる通信サービス事業者の契約者
は，一定のオンライン・ロケーションにアクセスす
ることができなくなり，そのオンライン・ロケーショ
ン上の侵害コンテンツはもちろん，場合によっては
そのオンライン・ロケーション上のそれ以外のコン
テンツを閲覧等することができなくなる．したがっ
て，本制度は，表現の自由についての権利との適合
性が問題となる．
この点，法案提出者の意見によれば，次の理由で，
本制度はかかる権利と適合性がある22．まず，本制
度は，著作権を侵害することまたは著作権侵害を助
長することを主要な目的とするオンライン・ロケー
ションのみを対象とするものであり，少ない比率で
侵害コンテンツを含んでしまってはいるが主として
正当な目的のために運営されるオンライン・ロケー
ションを対象とするものではないから，オンライン
著作権侵害からクリエイター等の利益を保護するた
めに合理的，必要かつ相当な対応であるといえる．
また，本制度は，旧法では対応が困難であった，オー
ストラリア国外で運営されるオンライン・ロケー
ションのみを対象とするものであり，消費者は適法
な経路でコンテンツにアクセスすることが可能であ

表1　サイトブロッキング制度の設計・運用において考慮すべき各当事者の利害

当事者 当事者自身の利害 公益

著作権者等 著作権の保護
（経済的利益 /人格的利益） 文化の発展

通信サービス事業者 営業の自由・財産権 安全な通信サービスへの国民の信頼
表現の自由

サイト運営者 表現の自由
裁判を受ける権利（適正手続）

文化の発展
民主主義

ネットユーザ 通信の秘密（プライバシー）
表現の自由・知る権利

文化の発展
民主主義

安全な通信サービスへの国民の信頼
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る．さらに，裁判所は，発令に当たり，公共の利益
その他様々な事項を考慮することとされており（第
115A条（5）），表現の自由が不合理に損なわれるこ
とがないよう配慮している．
なお，2015年の法改正時の意見募集では，いわ

ゆるオーバー・ブロッキング（意図した侵害コンテ
ンツだけでなく，同時に適法なコンテンツもブロッ
クしてしまうこと）に対する懸念も指摘され，ブロッ
キング対象となるオンライン・ロケーションが適法
なコンテンツをも提供していないかをチェックし，
裁判所に証拠提出する義務を著作権者に負わせるべ
きであるという意見や，著作権者による制度濫用を
防止するために，独立の機関等によって制度の運用
を監視し，または少なくとも定期的な立法の見直し
を行なうことなどが提案された23．
3.2.3.　公正な裁判を受ける権利

ICCPR第 14条によれば，全ての者は，「法律で
設置された，権限のある，独立かつ公平な裁判所に
よる公正な公開審理を受ける権利」を有し，各当事
者には，相手方が提出する主張および証拠を争う機
会が与えられなければならない．
本制度では，差止命令の名宛人となる通信サービ
ス事業者だけではなく，命令の対象となるオンライ
ン・ロケーションの運営者も，申立てをすることに
よって当事者として手続に参加することができる．
そして，一定の例外を除き，差止命令の申立てにつ
いて運営者に通知することを著作権者に要求するこ
とにより，運営者による参加の機会を確保している．
さらに，裁判所は，発令に当たり，差止命令によっ
て影響を受ける者（これには運営者も含まれ得る．）
に対する影響その他様々な事項を考慮することとさ
れており（第 115A条（5）），運営者の利益が不合
理に損なわれることがないよう配慮している24．

3.3.　誰が第三者の利害や公益を擁護するのか

前述のとおり，本制度においては，著作権者のほ
か，通信サービス事業者やオンライン・ロケーショ
ンの運営者が当事者となり得る．しかし，通信サー
ビス事業者は，ブロッキングに反対する格別の利害
を有しない．オーストラリア国外のオンライン・ロ
ケーションの運営者も，オーストラリアでの手続に

参加する費用等の面から，積極的な参加は望めない
面がある．このため，特定のコンテンツがブロック
されるべきであるか否かについて，完全かつ公平な
審理を受けるケースは少ないという指摘があり，例
えば利害関係人を代表する団体による手続参加や，
いわゆるアミカス・キュリエによる意見提出を認め
るべきであるといった意見があった25．

4.　2018年改正時の議論

4.1.　改正の概要

本制度導入後，制度運用の見直しのための利害関
係者からの意見募集を経て26，2018年の改正法案が
議会に提出された27．

2018年法改正の主な内容は，次のとおりである．
① 旧法下における差止命令の要件のうち，当該オ
ンライン・ロケーションが，著作権侵害または
著作権侵害の助長を「主要な目的」とすること
という要件を，かかる侵害または助長を「主要
な目的又は主要な効果」とすることという要件
に変更した点（法第 115A条（1））
② 検索エンジン事業者に対する差止命令の申立て
を可能とした点（旧法下では，通信サービス事
業者に対する差止命令のみ認められていた）（同
条（2），（2B）（b）等）
③ 著作権者と通信サービス事業者または検索エン
ジン事業者とが，差止命令が発令された後に，
その対象となったオンライン・ロケーションへ
のアクセスを提供し始めたものであることを書
面で合意したドメイン名，URL及び IPアドレ
スについても，当該差止命令を適用することを
認める差止命令をすることができることとした
点（同条（2B）（a）（ii）及び（b）（ii））
④ 大臣の宣言により，特定の検索エンジン事業者
または一定の属性を備える検索エンジン事業者
を，本制度の対象から除外することができるこ
ととした点（同条（8B））
この改正は，著作権者がより効率的にその権利を
行使することができるようにすることを目的とした
ものである28（以下，上記各改正点を「改正点①」
などという．）．
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4.2.　改正点① :「主要な効果」要件の追加について

改正点①は，差止命令の対象となるオンライン・
ロケーションの範囲を拡大するものである．例えば，
一部のサイバーロッカーその他オンラインファイル
共有サービスは，その主要な目的が著作権侵害また
はその助長にあるとまでは言い難いものの，侵害コ
ンテンツの共有ツールとして広く利用されている場
合がある．改正点①により，運営者やユーザの主観
的な意図・目的は，差止命令が認められるか否かを
判断する決定的な要素とはならず29，より客観的な
効果にも着目する必要があることとなろう．
改正点①については，意見及び表現の自由につい
ての権利（ICCPR第 19条）との適合性が検討され
たが，「主要な目的又は主要な効果」テストは，法
第 115A条（5）所定の考慮事項と相まって，故意
かつ悪質な著作権侵害等を行なうオンライン・ロ
ケーションのみを対象とすることが明らかであるこ
となどを理由に，適合性に問題はないと説明された30．

4.3.　改正点② : 検索エンジン事業者に対する差止め
の追加について

検索エンジンが提供する検索結果は，差止命令の
対象となったオンライン・ロケーションにアクセス
するための代替的な経路を示したりすることがあ
り，これによって，通信サービス事業者に対する差
止命令の実効性が損なわれるおそれがある31．そこ
で，改正点②は，検索エンジン事業者に対し，一定
のオンライン・ロケーションをユーザに閲覧させる
検索結果を提供しないようにするための合理的な措
置を講じることを命じることができることとした32．
検索エンジン事業者に対する差止命令は，通信サー
ビス事業者に対する差止命令が認容されるときに
限って認められるものであり，また，当該通信サー
ビス事業者に対する差止命令の対象となるオンライ
ン・ロケーションにリンクする検索結果にのみ適用
される33．
意見及び表現の自由についての権利（ICCPR第

19条）との関係では，本制度が，情報またはアイ
デアへのアクセスまたは伝達が他人の著作権を侵害
することになる場合を除き，かかるアクセスまたは
伝達を制限するものではないこと，差止命令を認め

るに当たって裁判所が幅広い要素を考慮できるよう
になっていることなどを理由に，適合性に問題はな
いと説明された34．

4.4.　改正点③ : 発令後の合意による対象ドメイン名
等の拡張について

オンライン・ロケーションの運営者は，差止命令
の対象となったものとは異なるドメイン名を使用し
たり，同じ侵害コンテンツについて新しい URLや
IPアドレスを取得したりすることにより，差止命
令を回避しようとすることがある．改正点③は，差
止命令の対象となったオンライン・ロケーションが
そのドメイン名を変更するなどしたときに，当事者
および裁判所の時間と費用を節約しながら，より迅
速に対処できる柔軟なスキームを構築することを目
的としたものである35．すなわち，著作権者は，発
令された差止命令の対象とされたオンライン・ロ
ケーションに関する限り，発令後にそのオンライン・
ロケーションにアクセスするためのドメイン名等が
追加・変更されたとしても，通信サービス事業者や
検索エンジン事業者と書面で合意することにより，
当該新たなドメイン名等について改めて差止命令の
申立てをせずとも，発令済みの差止命令を適用する
ことによって目的を達することができる．発令済み
の差止命令の対象とされていない別のオンライン・
ロケーションについて差止めをするためには，別途
新たに差止命令の申立てをする必要がある．
本制度に基づく差止命令は，審理前に当事者間で
協議して命令の内容について合意し，合意に至らな
い点については当事者が命令の内容を提案し，最終
的に裁判所が適切と認めた内容の差止命令を発令す
るというプロセスを踏んできた36．このため，本制
度導入当初は，当事者間の協議に時間を要するため
に 1件当たりの審理期間が長い傾向にあったが，そ
の後は，先例となった差止命令の内容を概ね踏襲す
る形で手続が進むようになり，通信サービス事業者
の審理参加への負担が軽減されるとともに（出頭し
ないことも多いようである．），審理期間も短縮され
るようになった．とはいえ，2018年法改正前の本
制度では，差止命令の対象とするオンライン・ロケー
ションを追加する裁判所命令を得るのに 2週間から
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4週間，通信サービス事業者がその命令を実施する
のに最大 15営業日を要していたため，差止命令が
されても，運営者が新たなドメイン名等に変更する
時間的余裕を与えてしまい，効果が薄まってしまう
という指摘があった37．改正点③はこの課題に対処
し得るものである．

4.5.　改正点④ : 一定の検索エンジン事業者の除外に
ついて

改正点④は，差止命令の対象となる検索エンジン
事業者の範囲を，侵害コンテンツをホスティングし
ているオンライン・ロケーションへの経路となって
いる可能性の高い大手の検索エンジン事業者とし，
小規模な検索エンジン事業者，イントラネットなど
内部の検索サービスその他限定的な検索サービスの
みを提供する事業者等を対象から除外できるように
するものである38．

5.　おわりに

多数の利害関係人の様々な利害が絡むサイトブ
ロッキング制度を検討するに当たっては，数度の意
見提出が行なわれた機会ごとに利害関係人が提出し
た意見が公開され，短期間の間に法改正も行なわれ
るなど，利害関係人の積極的な議論を通じて実効的
かつ効率的な制度を模索してきた経過をたどること
ができるオーストラリアの制度が参考になる．紙幅
の関係で詳しく踏み込むことができなった点も多々
あるが，本稿が今後の議論の参考になれば幸いであ
る．
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