
JASRACシンポジウムを開催して

一般社団法人　日本音楽著作権協会

日本音楽著作権協会（JASRAC）は、音楽著作権の管理業務に加え、より多くの方に著作権への理
解を深めていただくことを目的とした講演会や公開講座などを実施しています。今回のJASRACシン
ポジウムは、その一環として開催したものです。

今からおよそ30年前の1987年４月、JASRACは、カラオケ歌唱による経営者の演奏権侵害を認め
た判決を足がかりに、カラオケの演奏権管理を開始しました。

今回のシンポジウムは、テーマを「カラオケ著作権管理30年」とし、第一部の基調講演では、
JASRAC顧問弁護士として長く管理業務に携わってきた法律家の立場からカラオケ著作権管理の歴史
を解説していただきました。第二部のパネルディスカッションでは、カラオケ事業者、カラオケの利
用者、音楽の創作者それぞれの視点からカラオケ著作権管理の30年を多角的に振り返っていただき、
活発な議論が行われました。

この報告書が、本シンポジウムに参加された方々をはじめ、今や日本を代表する文化となったカラ
オケ産業に携わっておられる多くの方々や、知的財産に興味・関心を持たれている方々の今後の取組
の一助になれば幸いです。
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実施概要

名　称� ：JASRACシンポジウム
� 　「カラオケ著作権管理30年」
開催日� ：2017年２月９日（木）　14時～16時30分
会　場� ：有楽町朝日ホール（千代田区有楽町）
主　催� ：一般社団法人�日本音楽著作権協会（JASRAC）
来場者数�：322人
※当日の模様を動画ストリーム配信の「ニコニコ生放送」で配信し、延べ16,471人が視聴した。

プログラム

主催者挨拶

� 一般社団法人�日本音楽著作権協会�常務理事� 大橋 健三

第１部　基調講演

「カラオケ著作権管理の30年と著作権法の地平の開拓」

� JASRAC顧問弁護士・慶應義塾大学法科大学院�客員教授� 田中 　豊 氏

第２部　パネルディスカッション

「カラオケ著作権管理30年」
コーディネーター

� 立教大学社会学部メディア社会学科�教授� 砂川 浩慶 氏
パネリスト

� 全国カラオケ事業者協会�専務理事� 片岡 史朗 氏
� 全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会�理事� 町田 宏之 氏
� 作詞家・JASRAC正会員� もず 唱平 氏
� 一般社団法人�日本音楽著作権協会�理事長� 浅石 道夫
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出演者プロフィール

第１部	 基調講演

田中 　豊 氏
JASRAC顧問弁護士・慶應義塾大学法科大学院 客員教授

1973年東京大学法学部卒業。司法修習を経て、1975年裁判官に任官。1976年米国ハー
バード・ロースクールに留学し、1977年LL.M.取得。1987年司法研修所教官、1992
年最高裁調査官を経て、1996年裁判官を退職し、弁護士登録。2004年慶應義塾大学法
科大学院教授、2014年同大学院客員教授。現在、JASRAC顧問弁護士、全国銀行協会あっ
せん委員会委員長、金融庁法令等遵守調査室室長等を兼務。
著作権法関連の著作として、共著『JASRAC概論－音楽著作権の法と管理』（日本評論社）、
編著『判例でみる音楽著作権訴訟の論点60講』（日本評論社）など多数。講師

第２部	 パネルディスカッション

砂川 浩慶 氏
立教大学社会学部メディア社会学科 教授

1963年沖縄・宮古島生まれ。1986年早稲田大学卒業、日本民間放送連盟入社。放送制度、
著作権、地上デジタル放送などを担当。2006年退社し、立教大学へ。放送制度、メディ
ア産業、著作権、ジャーナリズムなどを研究テーマとする。著書に「安倍官邸とテレビ」
（集英社新書）など。

コーディネーター

片岡 史朗 氏
全国カラオケ事業者協会 専務理事

兵庫県生まれ。プラント工事の現場監督から雑誌編集者へ転身。その後、その雑誌社の
発行するカラオケ専門誌主催による座談会がきっかけとなり、1994年に全国カラオケ
事業者協会設立。1997年に、関係団体としてはJASRAC初の締結となる団体間協定（現
在に至るまで10期20年継続）の策定と普及に加わり、カラオケの適正利用に大きな貢
献を果たす。初代事務局長を経て、1998年より専務理事。2008年からカラオケ関連団
体連絡会事務局、2015年からカラオケ使用者連盟理事を兼任。

パネリスト



JASRAC　シンポジウム

プロフィール6

町田 宏之 氏
全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会 理事

1997年６月　全国社交業環境衛生同業組合連合会常務理事
2001年６月　全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会専務理事
2015年６月　全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会理事

パネリスト

もず 唱平 氏
作詞家・JASRAC正会員

1938年生まれ。詩人・作詞家にして英文学者であった喜志邦三の門下生。1967年に『釜ヶ
崎人情』でデビュー。代表作は『花街の母』、『はぐれコキリコ』など多数。アルバムに『も
ず唱平作品集』、『成世昌平が歌うもず唱平の世界』、『もず唱平作品集・浪花ことぶき』
など。和歌山大学、大阪芸術大学で、主に大衆音楽概論の講義と大衆音楽コンテンツ創
出についての演習を担当するほか、地方からの大衆音楽発信事業にも長きにわたり携
わっている。日本作詩家協会顧問。

パネリスト

浅石 道夫
JASRAC理事長

1975年JASRAC入社。神戸支部長、経理部長、秘書部長、総務本部副本部長を歴任。
2007年10月常任理事、2012年６月常務理事、2016年６月より理事長。

パネリスト
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開催報告

第１部　基調講演

「カラオケ著作権管理の30年と著作権法の地平の開拓」

JASRAC顧問弁護士・慶應義塾大学法科大学院客員教授　田中 　豊 氏

JASRAC顧問弁護士として演奏権の管理業務に携わってきた田中豊氏が、カラオケ管理の歴史と概
要について解説した。
1970年代に登場したカラオケは、スナックなどの飲食店に幅広く導入され、爆発的なカラオケブー

ムのきっかけとなった。その後、通信カラオケの普及、カラオケボックスの誕生などにより、今日カ
ラオケは日本の文化として定着した。また高齢化が進む社会において、介護現場でもカラオケの役割
が認識され始めている。
1987年、カラオケ利用についてJASRACは音楽著作権の管理を開始した。当初30％だった管理率

は、2006年に90％に到達。100％を目指し現在も工夫を重ねている。契約店舗数は2002年の21万
５千件をピークに、その後、市場は漸減傾向にあるも、近年、徴収額は130億円程度を維持している。
カラオケ管理の進展は、判例の積み重ねによるところが大きい。「クラブ・キャッツアイ事件」で

最高裁は、カラオケ伴奏による客の歌唱について、歌唱に対する経営者の管理・支配と、営業利益の
帰属から、その主体は経営者であると判断した。この規範的利用主体論、いわゆる“カラオケ法理”は、
「ロクラクⅡ事件」の最高裁判決にも適用され、一般的な民法理論となっている。「魅留来事件」「ビ
デオメイツ事件」でカラオケリース事業者の責任が明確に示されると、JASRACと全国カラオケ事業
者協会との協力関係が深まり、管理率の向上につながった。
著作権は侵害行為に弱い権利である。カラオケ管理の実例からも分かるように、密室性・匿名性が

高く、大量で、その行為の一つひとつは零細である。直接的な侵害主体を捕捉することが難しく、損
害の立証も容易ではない。権利の実効性を確保するには、適切な理論構成と、透明性の高い裁判手続
の活用が必要である。
JASRACと事業者団体が協力することで、カラオケの適法利用が推進されてきた。カラオケ管理

30年の歴史は、権利者と利用者が協働して適法なビジネスモデルをつくることの重要性を示してい
る。
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第２部　パネルディスカッション

「カラオケ著作権管理30年」

コーディネーター

砂川 浩慶 氏 立教大学社会学部メディア社会学科 教授

パネリスト

片岡 史朗 氏 全国カラオケ事業者協会 専務理事

町田 宏之 氏 全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会 理事

もず 唱平 氏 作詞家・JASRAC正会員

浅石 道夫 JASRAC 理事長

はじめに、司会の砂川浩慶氏からデータが図示され、現在のJASRACのカラオケの演奏権管理状況
を概観し、管理率・契約件数・徴収額全てが管理開始当初の1987年と比較して、大きく伸びている
ことを確認した。
JASRACによるカラオケ管理開始前までのカラオケ業界の歴史について片岡史朗氏が、1970年頃
のカラオケ機器誕生期から、世の中にカラオケが普及していった1980年代までを、機器の技術革新
や業態の変遷を交えつつ説明した。
もず唱平氏は「カラオケで自分の曲が歌われてありがたいと思う反面、歌われることでCD・レコー
ドの販売数が下がると危機感を持った時期もあった」と述べ、創作者の立場からカラオケ登場当初の
率直な感想を語った。
1985年12月17日にJASRACと全国環境衛生同業組合中央会はカラオケ演奏の使用料徴収につい
て基本合意に至った。
当時の経緯について浅石理事長は「環境衛生同業組合とJASRACは当時仲が悪く、組合の鈴木会長
に当時の芥川JASRAC理事長が面談を申し入れても会ってももらえなかった。自由民主党の橋本龍太
郎先生と砂田重民先生の仲介により、1984年８月に、鈴木会長と芥川理事長が会談し、１年後の12
月に管理開始の合意に達した」と述べた。
町田宏之氏は「お前はJASRACの手先か、と言われたりもした。それでも、どなたかがお作りになっ
た曲を使って商売をするのだから対価を払うのが当たり前じゃないかと、地道に時間をかけて組合員
を説得した」と振り返った。
全国カラオケ事業者協会（JKA）が設立した２か月後の1994年12月、JASRACから全国のカラオ
ケ事業者にJASRACとの協議に応じるように求めた文書（12月書簡）が送付された。
当時の状況について片岡氏は、「12月書簡の内容は到底承服できるものではなく、JKAから
JASRACに協議を申し入れたが、耳を貸してもらえなかった。その後、協議は平行線だったが、５坪
までの店舗の管理開始により、カラオケ事業者の顧客である店舗の訴訟を未然に防ぐため、文化庁の
仲介もあり、JASRACとカラオケ利用の適正化に関する協定を結んだ」と語り、締結後は協定作業の
侵透や、一体型契約申込書の導入、カラオケ著作権管理のスペシャリスト育成を目的とした著作権講
習会を実施している現況を紹介した。
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浅石理事長は、「支部では、５坪までのお店も、５坪超えのお店と同じようにカラオケを使ってい
るのにおかしいという声があった」と当時の支部の様子を語った。
町田氏は「組合の者がなぜJASRACの肩を持つのかと言われた。肩を持つのではなく、人として当

然のことをしなければいけないと説得した上で、今まで払ってきた方々がいくらか安くなる方法はな
いのかと考えた。結果として、当時６段階あったJASRACの料金規定を、わかりやすく３段階に分け
て料金をまとめるよう要望した」と、当時の緊迫した交渉を振り返った。
浅石理事長は「カラオケ管理の開始に伴い、JASRACは初めて膨大な数のお店にあたった。経理シ

ステムやデータベースを新たに整備するなど、その時の経験が今日のサブスクリプションサービス等
の管理に生かされている。もしカラオケ管理がうまくいっていなければ、今のJASRACはなかった」
と協力団体に謝意を述べた。
もず氏は「CDなどパッケージソフトの売上げの落ち込みが大きい今、カラオケ演奏による使用料

の収入割合が圧倒的に多くなった。高齢者向けのサービスやバーチャルリアリティの導入など、色々
な可能性があるので、もっとカラオケが盛んになってもらいたい」とカラオケ産業に対する期待を述
べた。
浅石理事長は、「カラオケ管理は30年前から始まったが、管理に際しては、時に言葉を荒げるよう

なこともあった。カラオケ管理を見れば、これからの演奏権の未来も見えてくる。営利事業で音楽を
使う場合、権利者に対する対価還元は必要で、これはどの業界でも同じ」とJASRACの演奏権管理に
対する理解を求め、締めくくった。
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主催者挨拶

大橋 健三
一般社団法人 日本音楽著作権協会 常務理事

本日はお足元の悪いなか、JASRACシンポジウム「カラオケ著作権管理30年」にご来場いただき、
誠にありがとうございます。
JASRACは1987年４月に、カラオケ伴奏による歌唱の演奏権管理を開始してから、間もなく30年
を迎えます。1984年の福岡高裁判決で、カラオケ利用飲食店における従業員のみならず、客のカラ
オケ伴奏による歌唱の利用主体は店舗の経営者である、との判断がなされました。JASRACは、この
判決を足がかりに利用者団体との協議に臨み、管理範囲・管理開始時期・使用料規定の骨格の基本合
意に至り、管理を開始しました。
そして、全国の支部職員らが足で１軒１軒、カラオケ施設を把握したうえで個別の許諾契約交渉を
行い、飲食店や旅館等の利用者団体と協力関係を構築し、さらに無許諾利用施設に対する法的措置を
実施して判例を積み重ねていきました。1997年以降は、カラオケ機器を販売リースする事業者との
間で、そのロケーション先施設における適法利用を目的とする協力関係の構築をさせていただいて今
日に至っています。
こういった関係業界とも協働しながらカラオケ管理を推進してまいりました。現在では、カラオケ
利用施設の９割以上が適法にご利用いただいており、カラオケ著作権管理のモデルが形成され、カラ
オケ関係業界のご尽力により、今やカラオケは国民的娯楽として定着し、音楽文化の一翼を担うよう
になっています。
カラオケに代表される演奏利用の著作権管理分野は、利用者数とその対象のすそ野は広く、全国津々
浦々に数多く存在しています。
著作権集中管理団体は、演奏権分野においては、数多くの個別利用許諾契約に対応し、許諾手続き
を促して使用料を徴収して権利者に分配できる、インフラとノウハウを有することにより、権利保護
と著作物の円滑な利用を担保する役割が求められています。
本日は、カラオケ著作権管理30年の足跡をたどることで、著作権集中管理団体の行う演奏権管理
の本質に迫ります。
第１部の基調講演は、田中豊先生にJASRAC顧問弁護士として長きにわたり管理業務の推進に携わっ

てきた法律家の立場から、判例とともにカラオケ著作権管理の歩みと意義を解説していただきます。
第２部のパネルディスカッションは、黎明期から今日まで深くカラオケ管理に関わっていただいて

いる社交飲食店団体ならびにカラオケ事業者団体の要職の方、さらには創作者であるJASRAC正会員
にもパネリストとしてご登壇いただき、それぞれの立場から30年を振り返り、忌憚のないご感想・
ご意見をいただくことで、著作権管理団体の果たすべき役割・課題・展望が明らかになるものと期待
しています。
本日のシンポジウムがご来場の皆さま方のお役に立つことを祈念しまして、開会のご挨拶とさせて

いただきます。
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本日は、カラオケ著作権管理の30年という
観点から、JASRACの果たしてきた役割、また
はこれから果たしていくべき役割を考えてみた
いと思います。

１　はじめに－著作権管理事業者としての
JASRACの役割

JASRACの役割を整理するところからスター
トしましょう。
「著作権者との間で信託契約を締結しての利
用の許諾等」と「著作物利用者からの使用料の
徴収と著作権者に対する分配」の２つ（講演資
料19ページ）が、JASRACの二大機能です。
JASRACは、一方で、権利者から「自分たちの
権利をきちんと実現してくれる」という信頼を
得る必要があり、他方で、利用者から「自分た
ちが適法に音楽著作物を利用することが自分た
ちの利益につながっている」という信頼を得る
必要があります。
この２つの機能を十全に果たし、権利者と利

用者の双方から信頼を獲得するために必要不可
欠なのは、著作権者の権利の実現、すなわち「著
作権侵害者に対する侵害差止請求、損害賠償請
求（不当利得返還請求）等による権利の実現」（講
演資料19ページ）に真摯に取り組むことです。
本日の講演は、カラオケに関する技術の進展

とカラオケ管理の進展を一瞥した上で、私の

ホームフィールドである法律の世界における著
作権法判例の形成過程を概観します。最後に、
著作権保護の実効性を確保し、著作物が円滑に
利用されるためには、権利者と利用者が協働す
ることが非常に重要である。そのような構成で
お話ししたいと考えています。

２　技術の進展とカラオケ管理の進展
⑴　技術の進展とカラオケの市民生活への定着
カラオケが市民生活に定着してきた過程を

ざっと振り返ってみましょう。画面（講演資料
19ページ）の一番上の「クラブ、バー、キャバ
レーにおける楽団による音楽の生演奏」は、カ
ラオケ出現前の時代であり、楽団による音楽の
生演奏を楽しんでいました。次の「伴奏音楽を
録音したカラオケテープによる業務用カラオケ
の登場と爆発的流行」ですが、昭和50年代に
至って、伴奏音楽を録音したカラオケテープに
よる業務用カラオケが登場し、これが爆発的な
流行をみせます。その結果、「カラオケスナッ
クという業態の発生とカラオケ再生伴奏による
客の歌唱の一般化」がみられるようになりまし
た。
では、カラオケ装置はどのような進化を遂げ

たのでしょうか。昭和60年代には８トラック
のカラオケテープが発明され、次にCDカラオ
ケ、レーザーディスクカラオケ、通信カラオケ

「カラオケ著作権管理の30年と
著作権法の地平の開拓」

田中 　豊 氏
JASRAC顧問弁護士・慶應義塾大学法科大学院客員教授



JASRAC　シンポジウム

第１部　基調講演14

へと進化を遂げました。これは、とりも直さず、
カラオケ装置の性能の高度化と高価格化の過程
でありました。カラオケ装置が高価格化し、飲
食店がカラオケ装置を購入し所有して営業する
ことは困難になりました。そこで、カラオケ装
置をリースする「カラオケリース業」という業
態が生まれ、飲食店は少ない経費でカラオケを
導入することができるようになりました。そし
て、この頃には通信カラオケが一般的になって
おり、新しいヒット曲はCD等の形で購入する
のではなく、通信を通じてその都度供給される
ようになっていきました。他方、社交店舗の側
にも変化が起き、「カラオケボックスという業
態の発生」を見ました。
以上のような過程を経てカラオケ・ブームが
起き、日本の市民文化として定着していきまし
た。カラオケの現在は、「高齢化社会における
カラオケの役割認知」という段階にあります（講
演資料20ページ）。2017年１月21日版「日本
経済新聞」には、高齢化が急速に進んでいる我
が国における介護現場でのカラオケの役割が紹
介されていました。

⑵　カラオケ管理の進展
JASRACでは、利用許諾契約が結ばれ、カラ
オケでの音楽著作物の利用が適法にされること
を「カラオケ管理」と呼んでいます。そこで、
カラオケ管理の進展の過程を概観してみましょ
う。
まず、「契約店舗数と管理率の推移（1987-
2015）」のグラフ（講演資料20ページ）をご
覧ください。
青い棒グラフは、JASRACの契約店舗数の推
移です。1996年度から1997年度にかけて倍増
していますが、これは1998年２月に５坪まで
の社交飲食店の管理を開始したことによるもの
です。契約店舗数で見ますと、2002年の21万
5000店をピークとして、現在は漸減傾向にあ
ります。しかし2015年でも16万店弱と、ピー
ク時の３/４程度を維持しています。

赤の折れ線グラフは、JASRACのカラオケ管
理率の推移です。1987年、これは後に説明す
る「クラブ・キャッツアイ事件」最高裁判決が
言い渡された前年です。そこから1997年まで
の10年間で、管理率は30％から42％程度まで
伸びました。この頃はJASRACがかなり苦労し
て著作権管理をコツコツとやっていた時代で
す。1997年はリース事業者の責任について示
した「魅

み
留
る
来
く
事件」の大阪高裁判決が言い渡さ

れた年であり、翌々年の1999年は「ビッグエ
コー事件」東京高裁判決が言い渡された年です。
1997年から2001年までの間に、管理率は
42％からほぼ倍の80％程度になりました。こ
れが管理率の大伸長期となります。この４年間
で管理率がここまで上がったのは、リース事業
者の方々の協力が大きく貢献しています。第２
部のパネルディスカッションでもとりあげられ
るかと思います。2001年の「ビデオメイツ事件」
最高裁判決の影響もあり、2006年に管理率は
90％を達成しました。現在は90％まで達成し
た管理率を、100％を目指して工夫を重ねてい
る時代です。
次に、「カラオケ徴収額の推移（1987-2015）」

のグラフ（講演資料20ページ）をご覧ください。
カラオケ社交場からの徴収額を青の棒グラ

フ、カラオケボックスからの徴収額を赤の棒グ
ラフで示しています。これを見ると非常によく
わかりますが、1987年から1997年の10年間
で、10億円から110億円と、およそ11倍に増
えています。それから４年後の2001年に、
160億円のピークを記録しています。その後、
漸減しているものの、2015年で127億円程度
の徴収額を維持しています。このカラオケ徴収
額がJASRACの徴収額全体に占める比率につい
て見てみましょう。1987年当時は３％程度
（368億円の徴収額のうちの10億円）でありま
したが、2015年においては約11.4％（1,116
億円の徴収額のうちの127億円）となっており、
この30年間で４倍弱の伸びを示しています。
以上がカラオケ管理の客観的な進展状況です。
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３　カラオケ管理の進展と著作権法判例の形成
⑴　規範的利用主体論の生成と確立
以上のカラオケ管理の進展を支えたのは、著
作権法に関する判例形成があったからです。「規
範的利用主体論の生成と確立」として８つの判
決例、決定例を挙げています（講演資料21ペー
ジ）ので、１つずつ見ていきましょう。
「中部観光事件」は、カラオケが出現する前
の事件です。これは、仮処分命令を無視したた
めに間接強制の決定が出され、それに対して即
時抗告をしたため決定事件になったのです。
キャバレーにおける音楽の生演奏は、物理的に
観察すると楽団が演奏しているわけですが、著
作権法の規律の観点からすると当該店舗の経営
者がその生演奏の主体であると判断したもので
す。その理由は、生演奏を管理・支配し、それ
による利益も経営者に帰属しているからだとい
うものです。この「中部観光事件」が、社交場
における音楽著作物の利用をめぐる最初の事件
です。講演資料にはその後の「クラブ・キャッ
ツアイ事件」、「魅留来事件」、「ビッグエコー事
件」、「ビデオメイツ事件」、「ヒットワン事件」
を挙げていますが、これら以外にもおびただし
い数の下級審裁判例の積み重ねがあります。
次の「クラブ・キャッツアイ事件」からが、
カラオケ伴奏による客の歌唱に着目して、その
演奏の主体、音楽著作物の利用主体が誰なのか
を判断した判決になります。「クラブ・キャッ
ツアイ事件」判決は、スナックにおけるカラオ
ケ伴奏による客の歌唱の主体は当該店舗の経営
者だという判断をしたものです。これは基本的
には、「中部観光事件」での名古屋高裁の決定
と同じ判断です。
目で見、耳で聴く限りは、カラオケ伴奏によっ
て歌唱しているのはお客さんです。しかし、最
高裁は、客の歌唱に対するスナック経営者によ
る管理・支配と、客の歌唱によるスナック経営
者への営業上の利益の帰属の２項目を考慮要素
として挙げ、著作権法の規律の観点（規範的観
点）からすると、歌唱の主体は当該店舗の経営

者であると考えられるという判断をしたので
す。このような考え方を「規範的利用主体論」
といいます。
その後、時代が四半世紀下った平成23年１

月20日に「ロクラクⅡ事件」最高裁判決が言
い渡されました。この判決の補足意見の中で、
「音楽著作物の利用主体を規範的に把握すると
いう考え方は、民法理論としては極めて一般的
なものであって、特に珍しいものではない」と
述べています。なぜそのようなことを述べたか
というと、「クラブ・キャッツアイ事件」最高
裁判決について、あたかもカラオケを利用する
スナックにのみ適用される「カラオケ法理」と
称すべき考え方を使った判例であると解釈する
学説が出てきたからです。最高裁は、「クラブ・
キャッツアイ事件」から四半世紀後の「ロクラ
クⅡ事件」において、「いやいや、そういう考
え方は法律の世界では極めて一般的なもので
あって、カラオケについてのみ通用する特殊な
考え方ではないのだ」と判断したのです。そも
そも、先に見ました「中部観光事件」での生演
奏の利用主体についても同じ考え方が用いられ
ています。「カラオケ法理」という用語そのも
のが、もともと的確なものとはいえないという
ことです。
「クラブ・キャッツアイ事件」判決の９年後に、
大阪高裁の「魅留来事件」判決がありました。
これは、先ほど話題にしました、カラオケ装置
のリース事業者の責任をめぐる紛争です。カラ
オケリース事業者が、リース先の飲食店舗で著
作権侵害行為が継続していることを認識・認容
しながら、カラオケ装置をリースし続けていた
という事案において、大阪高裁は、カラオケリー
ス事業者の故意による幇助の共同不法行為が成
立すると判断しました。それに加えて、判決理
由の傍論で、カラオケリース事業者はどういう
注意義務を負うのかについての判断がされたた
めに、その傍論部分がカラオケ管理の進展に一
定程度の役割を果たすことになりました。
「ビッグエコー事件」は、「クラブ・キャッツ
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アイ事件」から11年後のカラオケボックスに
関する事件です。ここでの問題は、今日お集り
の皆さまにとっては自明のことであって、「そ
んな時代もあったのか」とお感じになるかもし
れないようなものです。カラオケボックスでの
歌唱は、少人数（２～５人）が小さな密室の中
で仲間内でするものであって、公衆に直接聴か
せ、見せることを目的とするものとはいえない
という議論をする人が1999年当時は少なから
ず存在していました。しかし、「中部観光事件」、
「クラブ・キャッツアイ事件」や「魅留来事件」
の各判決は、歌唱という形での音楽著作物の利
用主体は当該店舗の経営者であるという考え方
を採用していました。そこで、JASRACは、利
用主体を基準にすれば、カラオケボックスに集
まってくる客は不特定の者であるから、そこで
の伴奏音楽の再生・上映・歌唱は、まさに公の
演奏や上映であると主張しました。東京高裁も、
その主張を採用し、カラオケボックスの経営者
は演奏権・上映権侵害による不法行為責任を負
うと判断しました。
「ビデオメイツ事件」判決は、「クラブ・キャッ
ツアイ事件」判決から13年を経て、「魅留来事
件」において議論されたリース事業者の責任を
最高裁が判断したものです。「魅留来事件」判
決よりも一歩進んでいるのは、リース事業者が
飲食店にカラオケリース装置を引き渡す際の注
意義務の中身を判断した点にあります。最高裁
は、リース事業者としては、カラオケ装置を飲
食店に設置し、引き渡すのに先立って、契約の
相手方（飲食店）が著作権者（JASRAC）との
間で著作物利用許諾契約の締結またはその申込
みをしたかどうかを確認する条理上の注意義務
があり、その注意義務に違反したときは、過失
による不法行為責任を負うと判断しました。「魅
留来事件」は故意の不法行為のケースであった
のですが、「ビデオメイツ事件」最高裁判決の
重要な点は、リース事業者がどの時点で、どう
いう内容の注意義務を負うかを明確に判断した
ところにあります。

この判決が2001年３月に出た後、全国カラ
オケ事業者協会の協力を得て、2002年４月以
降、リース契約締結の際に音楽著作物利用許諾
契約の申込みをすることができる「一体型申込
書」が導入され、管理率が大きく向上すること
につながりました。
次は、大阪地裁の「ヒットワン事件」です。

今まで検討してきたのは、いずれもリース事業
者や社交店舗が不法行為に基づく損害賠償責任
を負うかという問題を扱ったものでした。「ヒッ
トワン事件」では、著作権者からの著作権法
112条１項に基づく差止請求に服するのは直接
侵害者に限定されるのか、侵害の道具（カラオ
ケ装置）の提供者であるリース事業者も差止請
求に服するのかが正面から問題になりました。
この判決は、リース事業者は、著作権侵害行

為の主体である各店舗に準じる立場にあると評
価できる幇助行為を行っているうえ、著作権侵
害状態を極めて簡単に除去する能力があり技術
的な管理手段を有しているとの理由を挙げ、
リース事業者に対して、通信回線を経由して一
定の信号を送信することにより、著作権侵害を
している店舗においてカラオケ楽曲データの再
生を不可能にするような措置を講じるよう命令
しました。
これまで見てきた事件は、いずれもJASRAC

が原告ないし申立人になっているものですが、
「まねきTV事件」と「ロクラクⅡ事件」は、
JASRACが当事者になっていない事件です。特
に、先ほど説明しましたように、「ロクラクⅡ
事件」判決は、「中部観光事件」決定に始まっ
た規範的利用主体論を、四半世紀を経て特殊な
ものではないと再確認した最高裁判決として重
要です。

⑵　規範的利用主体論によるその他の問題の解決
残りの３つの判例（講演資料21ページ）は、

規範的利用主体論を前提として、著作権法上の
その他の問題を解決したものです。
「ダンス教授所事件」では、先ほどの「ビッ
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グエコー事件」と似ていますが、まず、ダンス
教室におけるダンスの指導のために、音楽CD
を再生する行為の主体が誰かが問題になりまし
た。これまでの議論から明らかなように、利用
主体は社交ダンス教室の経営者であると判断し
ました。それを前提とすると、社交ダンス教室
で教わる生徒に対する再生行為は、不特定の者
に対する再生であるので、著作権法22条の規
定する「公衆に対する演奏」に当たると判断し
ました。それ以外にも、この判決では、同種の
事件で主張される数多くの争点についての判断
がされています。例えば、ダンス教室は著作権
法38条にいう「営利を目的とせず」または「料
金を受けない場合」に当たるとか、フェアユー
スの法理というアメリカの理屈を使えば、ダン
ス教室の音楽著作物利用に対価を支払う必要は
ない、などの主張がされました。名古屋高裁は、
そういったダンス教室側の主張をいずれも退
け、その後、上告が受理されずに名古屋高裁判
決が確定しました。最近問題になっている楽器
教室における演奏についても参考になるところ
が多々あり、そういう意味でも重要な判例とい
うことができます。
「ファイルローグ事件」と「MYUTA事件」は、
インターネット上の著作権侵害の事件ですが、
ここでは詳細の説明を割愛します。規範的利用
主体論を使うことにより、送信の主体等につい
ての結論を導くことができたものです。

４　おわりに－著作権保護の実効性確保と著
作物の円滑な利用

カラオケ管理の30年を短時間で振り返りま
した。カラオケ管理の30年とこの間の判例形
成の過程から、権利者と利用者の協働―協力し
て働くこと―の必要性を強く実感することがで
きると思います。

⑴　著作物の適法利用の推進方策と透明性の確保
最近の新聞紙上等の論調をみるにつけ、「著

作権は侵害に弱い権利である」という認識が薄

れているのではないかという懸念を感じます。
著作権が侵害に弱い権利であることは、所有権
（例えば不動産の侵奪事件）と比較すれば明ら
かです。
著作権が侵害に弱い理由の１つは、カラオケ

ボックスやダンス教室の事例からも明らかです
が、基本的に著作権侵害行為が「密室」で行わ
れるというところにあります。
もう１つの理由は、本日、事案の説明は割愛

しましたけれども、「ファイルローグ事件」の
ようなインターネット上の著作権侵害が典型で
すが、現に侵害している人が匿名であって、誰
が侵害しているのかを捕捉することもできない
という「匿名性」にあります。
さらに、インターネット上の著作権侵害に特

徴的にみられるところですが、侵害行為の「大
量性」、個々の侵害の「零細性」を挙げること
ができます。
インターネット上の音楽著作物の侵害は非常

にわかりやすい例ですが、従来型のカラオケ利
用による侵害行為も、同じように大量性、零細
性の特徴があります。
このように密室性・匿名性・大量性・零細性

という特徴を有する侵害行為にさらされている
ので、著作権は侵害に弱い権利だと考えられて
います。
さらに、侵害行為を捕捉することができたと

しても、どれだけの量を侵害され、著作権者が
どの程度の損害を被ったのかを把握し、裁判に
おいて主張・立証することにも困難がつきまと
います。
そこで、著作権の実効性を確保するためには、

私人である権利者による熱心な権利行使が必要
であり、実態を正確に把握した的確な理論構成
が必要であるということになります。そのよう
な理論構成の幾つかが、本日簡単に触れた規範
的利用主体論であり、幇助者の注意義務の内容
や幇助者に対する差止請求の可否といった問題
です。
侵害に弱い著作権の実効性を確保するには、
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このような理屈の工夫が必要であり、しかもそ
れを公明正大な透明性の高い手続で実現するこ
とが適切です（講演資料21ページ）。そして、
最も透明性の高いものとして裁判手続がありま
すが、本日、裁判手続の活用が著作物の適法利
用の推進に力を発揮した実例を確認しました。

⑵　公平性の要請と関係者の協力
以上をまとめてみますと、「公平性の要請と
関係者の協力」というところに行き着きます（講
演資料21ページ）。著作物の利用者にとって、
適法なビジネスモデルがつくられることは非常
に重要です。特にデジタル技術を基礎にした
ネット社会の進展の下で、著作権だけではなく、
肖像権や人格権といった権利を侵害するビジネ
スモデルが先行することにより、ネット社会が
違法行為の巣窟の様相を呈するのが最もよくな
いことです。
先ほどの「ファイルローグ事件」は、違法な
ビジネスモデルが先行した事件であり、それに
対してJASRACが待ったをかけたというもので
す。今日は説明を省略しましたが、「MYUTA
事件」は面白い事件であり、これからビジネス
を始めようという人が、当該ビジネスモデルの
適法性を裁判手続で確認することを求めたとい
う日本では非常に珍しい事件です。これは、事
実行為を先行させるのではなく、司法判断を得
たのちにそれをビジネス化しようとしたという
ことです。違法なビジネスモデルが先行するの
ではなく、適法なビジネスモデルがしっかりと
構築されることが重要です。
先ほど見ましたカラオケ管理率の進展過程
は、権利者であるJASRACと利用者とが協働す
ることにより、適法なビジネスモデルを構築し
た良い例だと思います。権利者と利用者とが協
力して適法なビジネスモデルをつくっていくこ
とが最も重要であることを物語っています。こ
れを、私の本日のまとめとさせていただきたい
と思います。ご清聴ありがとうございました。

JASRAC註
本報告書では事件を講演のご発言内容のとおり通称で表記しております。
ご理解くださいますようお願いいたします。
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講演資料

２ 技術の進展とカラオケ管理の進展 

 クラブ，バー，キャバレーにおける楽団による音楽の生演奏 
                ↓ 
 伴奏音楽を録音したカラオケテープによる業務用カラオケの登場と爆発的流行 
                ↓ 
 カラオケ・スナックという業態の発生とカラオケ再生伴奏による客の歌唱の一般化 
                ↓ 
 カラオケテープ→CDカラオケ→レーザーディスクカラオケ→通信カラオケへと性能の

高度化と高価格化 
                ↓ 
 
 

3 

(1) 技術の進展とカラオケの市民生活への定着 
 

１ 著作権管理事業者としてのＪＡＳＲＡＣの役割 

 著作権者との間で信託契約を締結しての利用の許諾等 
 （支分権：複製権，上演権・演奏権，上映権，公衆送信権等） 

 
 著作物利用者からの使用料の徴収と著作権者に対する分配 

 
 著作権侵害者に対する侵害差止請求，損害賠償請求（不当利得返還請求）等 
  による権利の実現 

 

2 

田  中    豊  
弁護士・慶應義塾大学法科大学院客員教授  

カラオケ著作権管理の３０年と 
著作権法の地平の開拓 

1 
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２ 技術の進展とカラオケ管理の進展 
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(2) カラオケ管理の進展 
 

２ 技術の進展とカラオケ管理の進展 
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5 

２ 技術の進展とカラオケ管理の進展 

                ↓ 
 カラオケ装置のリースという業態の発生と社交店舗におけるリースの一般化 
                ↓ 
 カラオケ・ボックスという業態の発生 
                ↓ 
 カラオケ・ブームの発生と市民文化としてのカラオケの定着 
                ↓ 
 高齢化社会におけるカラオケの役割認知 
 
 

4 
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４ 著作権保護の実効性確保と著作物の円滑な利用 

(1) 著作物の適法利用の推進方策と透明性の確保 
・侵害に弱い権利の実効性確保と裁判手続の活用 

 
(2) 公平性の要請と関係者の協力 
・著作物の利用者にとって適法なビジネス・モデル構築が重要 

 

9 

(2) 規範的利用主体論によるその他の問題の解決 
 
 ダンス教授所事件（名古屋高判平成16・3・4判時1870号123頁） 

 
 ファイルローグ事件（東京高判平成17・3・31判例集未登載） 

 
 MYUTA事件（東京地判平成19・5・25判時1979号100頁） 

 

３ カラオケ管理の進展と著作権法に係る判例形成 
8 

３ カラオケ管理の進展と著作権法判例の形成 
7 

（１） 規範的利用主体論の生成と確立 
 中部観光事件 
（名古屋高決昭和35・4・27下民集11巻4号940頁） 

 
 クラブ・キャッツアイ事件 
（最3小判昭和63・3・15民集42巻3号199頁） 

 
 魅留来事件 
（大阪高判平9・2・27判時1624号131頁） 

 
 ビッグエコー事件 
（東京高判平成11・7・13判時1696号137頁） 

 

 ビデオメイツ事件 
（最2小判平成13・3・2民集55巻2号185頁） 

 
 ヒットワン事件 
（大阪地判平成15・2・13判時1842号120頁） 

 
 まねきＴＶ事件 
（最3小判平成23・１・18日民集65巻1号121頁） 

 
 ロクラクⅡ事件 
（最1小判平成23・1・20民集65巻1号399頁） 
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「カラオケ著作権管理30年」

コーディネーター

� 立教大学社会学部メディア社会学科�教授� 砂川 浩慶 氏

パネリスト

� 一般社団法人�全国カラオケ事業者協会�専務理事� 片岡 史朗 氏
� 全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会�理事� 町田 宏之 氏
� 作詞家・JASRAC正会員� もず 唱平 氏
� 一般社団法人�日本音楽著作権協会�理事長� 浅石 道夫
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【砂川】　それでは第２部を始めさせていただきます。どうぞよろしくお願い
いたします。80分で30年を振り返ると単純にいって１年２分となってしま
いますので、ポイントを絞って進めていきたいと思います。今日は利用者側
と権利者側、それぞれ十分お話しいただける４名のパネリストの皆様です。
控室でも早速、振り返りがございました。まずはそれぞれ自己紹介をしてい
ただきたいと思います。片岡さんからよろしくお願いいたします。

【片岡】　ご紹介いただきました片岡です。
業務用のカラオケを販売、賃貸借を行う事業者の団体、全国カラオケ事業
者協会（以下、JKA）の事務局で、設立当初より務めさせていただいています。
JASRACとの関わりは、JKAが設立した1994年の暮れです。後で触れさせ
ていただきますが、JASRACからJKAの会員をはじめとするカラオケ事業者
に「12月書簡」が発送され、混乱した業界の事態収拾に着手したときからで
す。
着手から約３年、お互いの主義主張を対峙させたバトルの期間を経て、
1997年10月に文化庁著作権課の仲立ちで策定した、JASRACにとって関係

団体とは初となる団体間協定を締結していただきました。それ以降は、実際に協定作業を担うJKAの
会員が、作業をしやすいように事務局として粛々とサポートに努めています。協定は今年、10期20
年を迎えました。長年のカラオケ演奏権管理に対する、私どもJKA会員の貢献が評価されて、本日私
がこの場にお招きいただいたと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【砂川】　町田さん、よろしくお願いいたします。

【町田】　町田と申します。
私は全国社交飲食業生活衛生同業組合という団体の者です。私どもの組合
は、60年ほど前にできた法律に基づいてつくられた組合です。各都道府県に
１業種１団体で県の認可をいただき、自動的に連合会に加盟します。この連
合会の先が厚生労働省です。よって厚生労働省の枠の中において活動させて
いただいている団体です。
カラオケに関して申し上げますと、生活衛生団体という言葉でくくってし
まいますが、私どもの業界、業種を含めて８団体がここに加盟しています。
８団体で中央会の中に関係団体協議会をつくり、カラオケの問題等々につい

て審議をさせていただいています。ちょうど30年が経つこの時期に振り返ってみて、いろいろな事

砂川 浩慶 氏

片岡 史朗 氏

町田 宏之 氏
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があったと、先ほど控室でお話をさせていただきました。JASRACと生衛団体と、現在は本当に成熟
した関係にあると思います。かつては波風がたくさん立っていましたが、今ではとても良い関係であ
ると。今後ともそういう形であればと望んでいます。今日はよろしくお願い申し上げます。

【砂川】　ありがとうございました。
次にもずさんにお話をいただきます。もずさんには大阪からお見えいただいています。「数ある
JASRAC会員からどうしてもずさんが？」という疑問には、最初に司会からしっかり説明せよと指示
がございました。
30年を振り返る際に、大阪では大変ご苦労があったと。控室でのお話では「著作権の権利が浅いと
いうことで、大変なご苦労があった」ということでした。もずさん、よろしくお願いいたします。

【もず】もず唱平です。
お話があったように大阪からまいりました。なぜ大阪かというと、ほぼ30
年前、カラオケ著作権の管理率が全国平均40％台の時に大阪は21～22％と、
ワーストワンと言われた。そのカラオケ黎明期を振り返るのに私が適当な存
在ではないかということで、お声がかかったのだと思います。
カラオケという文化が始まって50年弱になりますが、私が作家デビュー
したのが1967年、カラオケが生まれる前から歌をつくる仕事をしてきまし
た。カラオケ文化の推移とどんな接点があったかということについてお話を
させてもらうことがあるかと思います。よろしくお願いします。

【砂川】　それでは、最後に浅石さん、よろしくお願いします。

【浅石】　JASRACの浅石です。
JASRACシンポジウムはここ数年、インターネットに関係したテーマで
行ってきましたが、今年の４月でJASRACがカラオケ管理を開始して30年
を迎えるということで、一度カラオケについての振り返りをしてみたいと考
え、今回、こういうタイトルでのシンポジウムを開催させていただきました。
私がJASRACへ入社したのが、今から42年前の1975年です。今年４月
で43年目に入りますが、ずっと著作権の管理をしております。1981年から
３年間、関西支部に転勤になり、社交場業務を担当し、主に大阪のミナミと
神戸を中心に仕事をしていました。その頃はカラオケではなく生演奏でした。

先ほど、もず先生から大阪地域の管理率が悪いというお話がございましたが、実は私が赴任したとき
の大阪ミナミの管理率は公表16％、実態12％という状況でした。現在カラオケの管理率が90％とい
う事実には、隔世の感がしています。

もず 唱平 氏

浅石 道夫
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カラオケ管理に向けてJASRAC本部の、カラオケ、あるいは演奏権を担当するセクション以外がど
んな状況だったのかというところを、今回はお話しできればと思います。また、先ほど、田中先生に
は法的な側面をご説明いただきました。片岡さん、町田さんは、JASRACの業務に大変ご理解をいた
だいている団体の代表のお二方です。この両団体以外にカラオケボックス協会様も非常にJASRACに
ご協力をいただいていることについて、ご紹介をさせていただき、私の自己紹介とさせていただきま
す。本日はご出席いただき、誠にありがとうございます。

【砂川】　ありがとうございます。この後、大きく４つの論点についてお話しさせていただきたいと思
います。最初に、JASRACのカラオケの管理のデータをご覧いただきます。次に、1986年以前、管
理以前の状況はどうだったかというお話を伺います。その後、JASRACとカラオケリース事業者の話
合いの内容についてお話をいただきます。それから、現在の管理状況について、JASRACはどのよう
に考えているのか。そののち最終的にまとめを、と考えています。
まず、データ的な部分で、現在のカラオケ管理率と徴収額をご覧いただきましょう。（ディスカッショ
ン資料42ページ）
管理率は1987年では30％だったのが、2015年では90％を超えています。契約件数も1987年の
３万件が、2015年では17万弱という件数になってきています。使用料額も1987年に10.8億円だっ
たのが127.6億円と。比較していただければ、管理率だけではなく、件数および使用料徴収額も大き
く増えていることがデータ的にわかるかと思います。これらのデータを踏まえたうえで、カラオケ管
理の制度の前夜はどういう状況だったか。その話を進めさせていただきたいと思います。
まず、カラオケの機器の普及について、片岡さんからベースデータを与えていただけますでしょう
か。

【片岡】　カラオケの誕生はよく1970年代と言われます。この頃のカラオケは歌うことに配慮し、素
人でも歌えるキーで収録したもので、当時のメディアは８トラック、いわゆる８トラのテープでした。
それとマイクを通して気持ちよく歌える機械、マシンですね。例えばエコーを積んでいたり、スピー
ドコントローラーが付いていたりと工夫されていました。そして何よりも付加価値として、対価を生
むための課金装置、コインボックスがつき、三位一体となった装置の誕生が、カラオケ文化のスター
トだったのではないかと思います。
われわれ業界団体は、1970年の１～２年をカラオケの誕生期とみています。酒場にカラオケを実
際に導入すると、歌う順番待ちになるだけのニーズもあるし、また、歌えばのどが渇いてお酒も進む。
コインボックスには新たな収入が見込めると、お店にとっては良いことづくめでした。70年代後半に
かけて、全国の酒場に一気に広まっていきました。
80年台に入り、1982年にメディアの一大転機となる絵の出る「ビデオカラオケ」が登場します。
パイオニアのレーザーディスク、続いてビクターのVHD、第一興商のCD、こちらはオートチェン
ジャータイプのもので発売になりました。テープと異なり歌詞が画面に映し出され、ソフトによって
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はテロップが色変わりもしてくれるものもありました。それまで増え続けたテープや歌詞カードの置
き場に困っていたお店も、省スペースかつ多機能ということで、あっという間にテープの市場がビデ
オカラオケに塗り替わりました。また音だけではなく映像にも磨きがかかっており、東映や日活など
映画会社が参入されたのもこの頃でした。
80年中盤になると、カラオケテープもビデオも含めて、酒場でカラオケは必需品といえる存在に
なっていたのではないでしょうか。それ以降、酒場に加えて主婦やシニア層がカラオケを楽しむ場と
して、昼間にノンアルコールで歌えるカラオケ喫茶、昼カラという業態が広まり始めたのが80年代
後半です。それから、今や酒場市場に匹敵する市場となりましたカラオケボックスの普及、これが本
格的になったのも80年代後半です。
そして、JASRACがカラオケの演奏権管理を始めたのが1987年です。この頃、縁あって小林幸子
さんの『おもいで酒』の歌詞をつくられた高田直和先生のところに伺った時のこと、カラオケのおか
げで印税が入るようになって「ありがとう」と言われました。私は何もしてないのですが、それほど
にカラオケが世の中に行き渡った時代だったんだと思います。

【砂川】　今の片岡さんのお話を聞きながら、もずさん、JASRAC会員の立場から、ぜひお願いします。

【もず】　片岡さんがご紹介された高田さんのお話があった頃、私の作品『花街の母』がカラオケで歌
われヒットして売れたと言われ、カラオケに対してありがたいという気持ちがありました。しかし90
年代になってから、特に演歌・歌謡曲系の現場では、カラオケがレコード等パッケージの潜在的購買
力を阻害しているのではないか？と疑問を持つようになりました。「もずさん、今度の新曲覚えたよ」
と言われることがあって「ありがとう」と礼を言いますが、よくよく尋ねてみると10人のうち１人
として買ってくれていない。恐らく100人に聞いて、１人か２人しか実際にレコードを買ってくれて
いないのではないか？という疑問が出てきました。ひょっとしたらカラオケがあるために、レコード
が売れないのではないか、という感想を持った時期があります。
こんな雰囲気の中で、時代が少し下りますが、1997年に日本レコード協会が中心になり、「カラオ
ケ教室不法録音物対策委員会」ができました。２、３年のちに「カラオケ教室」という看板は取れ「不
法録音物対策委員会」になりました。それに呼応して、1999年に、私が所属している日本作詩家協
会では「いい歌を残すための歌会議」を始めました。非常に説明を要するタイトルです。本来はカラ
オケの世界で不法に録音をしている人たちに集まってもらって、われわれの権利主張をすべきところ
ですが、それでは誰も来ません。もっと柔らかいイメージにして、みんなでいい歌を残すために自覚
を持ってもらい、それに対価も払ってもらおうじゃないか、ということにして始めました。複数回開
催した年もありますので、今年で開催20回目になります。手前味噌ですが、日本作詩家協会が一般
の音楽著作権に対する理解を含めて、カラオケに絡めて正しい啓発活動を行っていることを知ってい
ただきたいと思います。
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【砂川】　ありがとうございます。契約してくれた方には、すごい特典を付けたこともおありになった
とか。

【もず】　遠藤実先生がJASRACの会長になられた1995年の２年後です。「カラオケだけでなく音楽
著作権の認識が極端に悪い大阪で、何かテコ入れをしよう」と遠藤先生が仰られました。私はその尻
馬に乗り、「遠藤実杯カラオケ大会」を開催し、優勝者を出したお店に、遠藤実会長が直々に指導に
行くという特典を付けました。ただし、申込みは、JASRACロゴがお店に張ってある契約店しかでき
ないという仕組みにしました。「おまえはずいぶん人使いが荒いな」と、遠藤先生に怒られましたね。
優勝者は確か近江八幡だったと思いますが、実際に先生に行っていただき、非常に反響が大きかった
ことを思い出します。歴代の会長には、ぜひこれをやってもらいたいと密かに思っていますが、その
企画が通るかどうかわかりません。

【砂川】　JASRACの動きといいましょうか。1985年当時の理事長だった芥川さんの方針により、環
境中央会と合意したということで、これは当時のJASRACの会報です（ディスカッション資料42ペー
ジ）。浅石さん、当時JASRACが行ったことを教えていただければと思います。

【浅石】　JASRACは創立50周年の時に、『日本音楽著作権史』を出版しました。その中で著作権法の
起草者である加戸守行さんと、当時のJASRAC理事長である芥川也寸志さんとの対談で「カラオケの
管理について」という話があります。1973年に東アジア著作権セミナーが日本で開催され、当時加
戸さんは文化庁の著作権課長でした。閉会式が終わってレセプション会場にバスで移動中、車内では
音楽が流れていて、イギリスの著作権局次長のウォーレスさんから「これ、お金取っているの？」と
聞かれたそうです。加戸さんが「いや、わが国では取らなくていいことになっている」と答えたところ、
ウォーレスさんに「ベルヌ条約ブラッセル規定違反じゃないか」と皮肉を言われたそうです。「日本
全国でやっているカラオケがタダなんですよ、なんて外国人にはとても理解できない話なので何とか
しなければいけない。そういう感覚を当時持っていた」ということでした。
芥川さんは1981年、JASRAC理事長に就任されました。当時、環境衛生同業組合とJASRACはと
ても仲が悪く、組合の鈴木会長に芥川理事長が面談を申し入れても、会ってももらえない。それで中
央会の偉いさんのところにたびたび行って世間話をして、最後の１～２分でカラオケの話をして失礼
する。その繰り返しの中で、だんだん中央会の方からJASRACへも見えるようになってきたとの発言
もありました。
加戸さんは、当時を振り返って、カラオケの使用料についての功労者は橋本龍太郎元総理大臣では
ないかと仰っています。組合側が橋本先生にカラオケの問題についてどうにかならないか、というこ
とで頼み込まれたようです。依頼された橋本先生は、組合の立場に立って仲介しました。その代わり
文部省の立場に立つ人を１人、仲介に入れてはということで入られたのが砂田重民さん。橋本先生と
当選同期で、のちに福田総理時代の文部大臣を務められた方です。砂田先生も入って、1984年８月
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６日に自民党本部で、鈴木会長と芥川理事長がお会いになって、そこで当事者間で円満な話合いに移
行しましょう、と合意しました。
加戸さんのお話によると、鈴木会長は立派な方で全く拒絶はしなかった。「実態的に見ると、そう
いうことは私もわからんではない」というようなご発言だったようです。現場では非常に大変でした
ので、紆余曲折があるのではと思ったら、関係者に恵まれて思いがけずスーッといってしまったと、
当時の資料に書いてありました。結果、1985年12月17日に中央会との間で、５坪までのお店を当
面免除とすることで合意に至ったのです。

【砂川】　ありがとうございます。片や町田さんのお立場からすると、これはどういうような状況です
か。当時の社交場の状況や合意について、どのようにお感じでしたか。

【町田】　この30年前のことについては、私は第２世代でして、第１世代の方々が合意されました。
私は新潟の組合の者です。カラオケ著作権の徴収が始まったのは、1987年４月と記憶していますが、
新潟で組合ができたのが、前年の1986年10月でした。カラオケの著作権についての知識は誰も持っ
ていませんでした。よって、全国の趨勢は不払いだろうと判断し、私ども下っ端の者は、組合員全員
から委任状を取り付け、２か月間この支払いを止めました。組合員に「払うな」という指示を出し、
支払わなかった金額の総額は約300万にもなりました。
今でも覚えていますが、今度組合には２か月後に支払うお金がないわけです。それで、JASRACの
初代の大宮支部長だった木口靖朗さんを訪ねて、何とか分割で納めてもらいたいという交渉した記憶
があります。先ほど浅石理事長が仰ったとおり、JASRACの方々がお見えになると、こちらの事務所
に入れさせない位の厳しい局面がありました。既に退職されているJASRACの方々が相当苦労された
ことは今も記憶に残っています。
今、考えてみても、３分の１の方々がお支払いをいただいて、３分の２の方々が使用料を免除であ
ることはどう見ても不自然です。

【砂川】　それは５坪までの方が３分の２を占めていて、５坪を超える方が３分の１でお支払いいただ
くことになった、ということですね？

【町田】　はい。５坪までは店舗の面積が小さいから零細であるという決め方ですが、実はこの業界の
中においての３分の２を占めるということは、これが主流であったと推測します。そうした中で、こ
の３分の２の５坪までの方々を免除することについては、相当無理があったのではないかという思い
があります。
そこで私ども第２世代の者としては、せっかく３分の２の組合員の方々をタダにしたのだからと。
このことはずっと尾を引きました。これは私どもが引き継いだ負の遺産、20年前の５坪までの徴収開
始です。この時、使用料規定には「当分の間、免除する」とありました。しかし、その当分の間がい
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つなのかということについては、明記されていませんでした。
そして、今からおよそ20年前の1998年に５坪までの店舗の徴収が始まりました。この時、私ども
は非常に困惑した覚えがあります。
このあたりは相当無理があったのでしょう。「３分の２がタダ。せっかく取り得たその権益を、な
ぜおまえらは�」と、最終的には「おまえはJASRACの手先じゃないか」と言われたこともありまし
た。いずれにしても、どなたかがお作りになった曲を使って商売をするのだから、対価を払うのが当
たり前じゃないか。そう地道に時間をかけて説得しながら、今日に至っています。

【砂川】　大変な状況だったと思います。1987年にカラオケの全国管理が開始されて、１か月で２万
5,000店と契約したと伺っています。JASRACとカラオケリース事業者さんとの話合いは、また大変
だったと思います。先ほど片岡さんからJKA設立のお話がございましたが、JASRACとの協議につい
て教えていただけますでしょうか。

【片岡】　JKAは1994年の10月に設立しますが、全てはその２か月後の12月にJASRACから全国の
カラオケ事業者に送られた「12月書簡」に始まります。先ほどの田中先生の基調講演の中でもござい
ましたが、ひどい解釈をされていたと記憶しています。「カラオケをリースしている方にも許諾契約
手続きを取り、著作権料をご負担いただくことになる。」といった内容の書面に、「なので、とリース
先の店名と住所を記したものを持って１月末までに最寄りのJASRAC支部まで来てくれ」というよう
なことが書いてあり、その他にもおかしな包括契約の提案が記載されていました。判決の見解云々と
いう点は、その時もいろいろとお互い議論しました。先ほど田中先生ともお話ししていたのですが、
判決名にいろいろと名称が使われます。ただ個別の名称は、あまり使わないほうがいいのではないか
とお話ししました。先ほど解説されていた「ビッグエコー事件」は、今のビッグエコーとは全く関係
ありません。なので、名称だけが独り歩きをしたら大変です。JKAの会員名が入ったものもありまし
たが、そこは現在も営業している企業なので、そういう名称はあまり使ってほしくないと思います。

【砂川】　銀行から融資をストップされた例もあったとか。

【片岡】　そういう話も聞いたことがあります。個別名称を使った判例紹介は差し控えていただきたい
と思います。あと、カラオケリース業者とよく言われます。JKAができたときも、６割が定額貸出し
しており、現在は９割が定額貸出しです。われわれは呼称として賃貸借と呼んでいますが、事あるご
とにカラオケリース業者と言われるので、ファイナンスリース業者と勘違いされたりします。その辺
りの呼称もどうかと思うところはあります。

【砂川】　何とお呼びするのがよろしいですか。
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【片岡】　われわれは賃貸借取引と呼んでいますし、カラオケ事業者といっています。カラオケリース
業者とはいっていません。

【砂川】　ぜひJASRACさんに直していただくか、何か対応を考えていただければと思います。

【片岡】　脱線してしまい、申し訳ございません。その12月書簡が届きまして、これはひどいという
ことでJASRACに協議を申し入れたのですが、全く耳を貸してもらえませんでした。これでは埒があ
かないということで、文化庁に上申に上がりました。文化庁は12月書簡を見て「これはひどい。判
例をあまりにも曲解している」ということで、書簡をJASRACに出し直しさせ、その内容についても
JKAと真摯に協議するようJASRACに指導いただけることとなりました。その後、２年半にわたり何
回も、どちらかというと平行線の話を繰り広げていました。
先ほど町田さんのお話にもありましたが、大きく動いたのがカラオケの全店管理です。われわれカ
ラオケ事業者としては、５坪までも含めた全店管理をすると大変なことになるのではないか。当時、
JASRACが管理されている５坪超え店が10万店、それに比して新しく管理対象になる５坪までのお
店が20万店ありました。それに、管理している10万店は管理開始後10年経つけれども、あまり管
理率が上がっていない。５坪まで店は、どちらかというと売上げが少ないお店が多い。管理態勢が整っ
ていないにもかかわらず、そこを管理すると、私どものお客さんであるお店が法的措置の対象になっ
て大変なことになってしまう。無許諾による店舗の訴訟を未然に防ぐため、まずはわれわれも
JASRACに協力するので、態勢づくりをしてからにしましょうと、反対していたわけです。
ただ、JASRACは官報掲載されて、その後著作権審議会が開かれ、粛々と当初の計画から若干ずれ
は生じたと思いますが、認可されたわけです。文化庁からは「JKAさんは現実的な協力を惜しまない。
それだったらJASRACも肩肘張らずに、お互いに協力してやっていけばどうか。協力する中では約束
事が必要だろう。その協定をつくるのであれば文化庁も間に立つ。JKAとJASRACで話していると平
行線だろうから、現実的なところを仲介しよう」と提案がありました。そのような形で入っていただ
いて、まとめ上げたのが現在の協定です。締結以降は協定に則ってやっています。
大阪の判決があったのでカラオケ事業者の業界が云々、とよく言われます。JKAが大阪地裁の判決
が出てすぐの1994年10月に設立されていますから、そのように勘ぐられるのですが、われわれは通
信カラオケという、それまであったパッケージメディアからノンパッケージメディアになる部分の、
新しい時代の業界の秩序形成をテーマにつくった団体です。そこであまり判例にはこだわっていな
かったのが実情でした。

【砂川】　これに対し、特にJASRACの支部はどんな状況だったかを浅石さんにお願いします。

【浅石】　私は２回目の転勤が1990年から５年間、神戸支部に赴任して、阪神大震災を神戸支部長で
経験して東京に戻ってきた頃です。当時、実際に５坪までのお店に行くと「免除でよかった」と言われ、
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５坪を超えるお店に行くと「何で５坪までの店と契約しないのだ」と怒られていました。支部にいた
頃は、全店管理に向けて何とかできないか、と思っていました。1995年に神戸から東京に戻ってく
るのですが、その前年に、姫路で５坪まで店に対して演奏禁止の仮処分をかけました。全国初の５坪
まで店の訴訟ということで、とてもニュースバリューがありました。姫路で大々的に記者会見をやる
ことになり、本部はてんてこ舞い。「よくクビにならなかったな」と言われました。演奏部の幹部が
姫路まで来て、私は記者会見を監視付きでやりました。
そう考えると、よく今理事長をやっているなと思います。ただ、同じようにカラオケをお使いになっ
ているお店の中で「５坪までだから対象外、５坪を超えているから対象、というのはおかしいじゃな
いか」という現場の意見は、ずっと本部を突き上げていました。その後、特にJKAさんの協力、一体
型の申込書の導入もあって５坪まで店の管理率が伸びていったと思います。当時の現場はそのような
状況でした。

【砂川】　ありがとうございました。先ほどから、全店管理のお話が出ていますが、町田さんのお立場
からすると、その頃はどのような状況でしたか。

【町田】　５坪まで店も徴収対象とすることへの反対運動が極めて厳しく、難しく、どこに行ってもバッ
シングでしたね。組合の者がなぜJASRACの肩を持つのかと言われました。肩を持つのではなく、人
として当然のことをしなければいけないだろうと説得をしました。そこに立ちはだかったのが
JASRACの、私どものカウンターパートというのでしょうか。本当にきつい、厳しい方がおられまし
た。この方も忘れることはできないと思いますが、敵ながらあっぱれだと思います。
私は、今までは３分の２の人たちが免責を受けていて、３分の１の人たちが負担していたわけだか
ら、今まで払ってきた方々がいくらか安くなる方法はないのかと考えました。他人の懐を計算しては
いけないのでしょうが、３分の２が別途入ってくるわけですから、その辺の組立てがどうなのかとい
うことでした。実はこの件について、私どもの意見が文化庁に届いていないのではないか。一方的に
私どもの業界の者たちが納得した、承諾した、承認したという形で伝わっているようだということで、
いろいろと画策した記憶があります。そうした中で、結果として、当時JASRACの料金規定が確か６
段階ありました。６段階の中でビデオグラムとオーディオとか、画像が停止して歌詞だけ出るものは
安く、今と同じような画像が出るものは割高でした。映像だけのものは、私たちのほうから「もう、
これは一緒にしてください。ただし、６段階をわかりやすく３段階に分けてください。そして、上の
ほうで料金をまとめてください」と伝えたのです。
そんな折衝をさせていただいたのですが、本当に石みたいに固い方がJASRACにおられて、今でも
記憶に残っています。

【砂川】　私も昔、JASRACと交渉した多少の経験がありますが、本当に嫌な、いや大変なものですね。
そんなことを言っていて、ここで司会をやってはいけませんが。
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JASRAC会員の皆様も取組をされて、当時の遠藤実会長と星野哲郎先生の名前が入った申込書を
作っています（ディスカッション資料42ページ）。
もずさんに、その頃のJASRAC会員の取組をお話しいただければと思います。

【もず】　先に話した通り私の所属する日本作詩家協会では、カラオケの著作権だけではなく、音楽著
作権全般について世間一般の理解を深めるということで、「いい歌を残すための歌会議」を毎年のよ
うにやっています。権利者としてカラオケの推移を見ていますと、先ほど少し話も出ましたが、店と
カラオケ事業者が契約すると同時に、JASRACと著作権契約を結ぶ、一体型の契約申込書ができまし
たね。2002年だったと思います。その頃から、状況がずいぶん変わってきて、「もずさんが説明して
くれたことが、やっとわかるようになった」と言われるようになりました。私は一体型契約申込書の
ように、一つの団体だけではなく、著作権に関わる複数の団体が、一緒に物事をやることで効率が高
くなると思います。そのあたりを、こういう機会にぜひ前向きに検討できたらと思います。

【砂川】　片岡さん、一体型契約申込書について改めてご説明、補足いただけますでしょうか。

【片岡】　一体型契約申込書をお褒めいただき、ありがとうございます。これは、カラオケ機器の貸出
し時に契約を結ぶ取引契約書にJASRACの許諾契約申込書が複写式で一体になっているものです。
2002年に導入していますが、適法利用率のカーブを見ていただければおわかりいただけると思いま
すが（ディスカッション資料43ページ）、80％達成時に導入したものです。

【砂川】　一体型契約申込書は真ん中ですね。

【片岡】　そうです。そこに至るまでポイントが70％、80％、そしてその後90％と、適法利用率が段
階を踏んで上昇しているかと思います。70％までは協定作業の中で、既存の無許諾店に対してJKAの
会員が働きかけをやっていただいた。80％になってからは、80％をキープするのは新規契約に関す
る部分をやっていかないといけないだろうと。そこで導入したのが一体型契約申込書です。
先ほどお話がありましたが、ある判決によりどうこうとか、全くそういうことではございません。
そこは誤解していただきたくないところです。一体型契約申込書を業界に導入する中で、JKAの会員
はそれぞれ印刷コストも持ちながら自主的に導入して、それまでの契約書を作り直すことも全てやっ
てくれました。これは、お客さんであるお店が無許諾の状態になり、後々法的措置の対象になること
をよしとせずに、早期の解決を最善と思ってやってくれている事です。私はJKAの立場で来ているの
で、この会員の志だけは強調させていただきたいと思います。

【砂川】　著作権講習会をおやりになったとか。
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【片岡】　著作権講習会は、協定作業を浸透させるために200回ぐらいやっています。最近は著作権講
習会の意味合いが変わりました。JASRACの許諾契約申込書をカラオケ事業者として扱う、取扱管理
者認定制度をJASRACとともにやっています。職場の中で著作権管理のリーダーを育てていこうとい
うことです。著作権講習会も、４期前ですから８年前からやっています。既に認定された方は、延べ
1,000名弱いらっしゃいます。２年ごとに更新講習を受けていただくのですが、３回更新された優秀
管理者が、200名ちょっといらっしゃいます。そういう方々が各事業所にカラオケの著作権管理をやっ
ていただける管理体制が整っている状況にあります。今は90％の適法利用率になっていますが、これ
が90％キープを支える要素であると私どもは考えています。

【砂川】　そういった歴史を踏まえ、今日のJASRACがあるわけです。浅石さん、今日のテーマの演奏
権の中のカラオケということですが、カラオケ管理が演奏権管理のある種のモデルケースになってい
ると、JASRAC側からは伺っています。今後の話にもかかってくるかと思いますが、ご説明いただい
てよろしいでしょうか。

【浅石】　私はカラオケが出てくる前の生演奏時代にJASRACに入社しました。その頃、経理では入金
処理は全部伝票ベース、紙ベースでした。当時は、支部が「この店から入金をいただいた。入りまし
たよ」と。入金伝票に書いて、それを束ねて本部に送り、本部は手作業でオフコンに入力して、それ
を磁気テープに落として、電算会社に持っていく。そんなやり方をしていました。
ところが、全体規模で何十万件もある、いわゆる、マスの管理に初めてJASRACが直面したのです。

当然データベースから何から、全て新たに作り直しました。例えばJASRACの本支部のオンライン化、
あるいは預金口座振替のシステムの構築などですね。1984年頃は預金口座振替のシステムはありま
したが、お客様の通帳に引き落とし先として、委託事業者の名前が記載される。その当時、文化庁から、
「これは駄目だ。JASRACが引き落としたということが明確にわかるようにしなさい」と指示があり
ました。そこでJASRACは、都市銀行、地方銀行、相互銀行、信用金庫、信用組合、今のゆうちょで
ある郵便局、農協、漁協、労働金庫など、その一つひとつの金融機関とJASRACは預金口座振替のシ
ステムを独自に構築していきました。
そのために、１件引き落としに対していくらにするか、引き落とされなかったらいくらにするか等

を、とりまとめ銀行とやりとりをして構築していきました。そして機械化も進み、カラオケの管理が
できるようになりました。これがもし無かったとして、カラオケ管理が失敗していたら、今のインター
ネットの管理、サブスクリプションサービスの管理は多分できなかったと思います。
そういう面では、今日お二人から厳しいお話も縷々賜っていますが、JKAさん、生活衛生同業組合

さんにご協力いただけていなかったら、JASRACの今はなかったと思います。本当に感謝以外の何も
のでもないと思っています。

【砂川】　JASRAC会員にとってはいかがでしたか。カラオケの分配での比重も当然この間、上がって
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きていると思います。

【もず】　カラオケ演奏による使用料の収入が圧倒的に多くなりました。音楽業界全体ではないのです
が、私の関わりの深い演歌、歌謡曲の世界では、昨今、CDなど、パッケージの落ち込みが本当にひ
どいので、カラオケにもっと盛んになってもらいたいと思います。しかしもう管理率は100％に近く、
これ以上伸ばすことは難しいかと思います。

【砂川】　町田さん、もずさんからも今の管理をここまで築き上げてきたものを維持していくのは、ま
たご苦労がおありかと思います。今のJASRACの管理状況について、何かお考えはありますか。

【町田】　いま私どもの組合とJASRACの各現場の支部の方との関係は、極めて良好であると認識して
います。私のほうでできることであれば、何でも協力しようという姿勢もJASRACには伝わっている
と思います。JASRACも、極めて協力的な姿勢をいただいています。先ほど成熟した関係と申し上げ
ましたが、良い関係であると思います。これを維持するために、大きなネックがあると思います。私
どもが考えることではないかもしれませんが、先ほど、もず先生がおっしゃったように、分配の前に
回収という問題があるかと思います。私どもの想像では、今後の大きな問題はこの回収だと思います。
このことについて何か私どもができることがあればと、いろいろ考えさせてはいただいています。残
念ながら組合員の仲間内の中で、「おまえ、JASRACに払ってないじゃないか。払えよ」と伝えるこ
とが、面と向かってできない部分もあります。苦肉の策として、各県の組合の理事長名義で督促状を
滞納者に対して出す作業をやっていますが、これはそこそこ効果があるとJASRACから伺っています。
しかし、どこまで効果が継続できるかと考えたとき、これは永遠の大きなテーマだと考えています。

【砂川】　回収ですね。片岡さん、今のJASRACの管理状況についてはどうお考えでしょうか。

【片岡】　JASRACがやられているからこそ管理ができていることであり、われわれは、サポートはで
きますが、実際の管理、徴収されるのはJASRACです。ですから、JASRACマンの皆様、誇りを持っ
てこれからも管理をしていただきたいと思います。
ただ、サポートをするという部分では、昨年JKAが申込書取得に関与した数が新規契約件数２万件
中の１万5000件くらい、実際に申込書を預ってくるものが１万2500件くらいです。それほどJKA
の会員が関わっているわけです。ですから、そこのJKAの会員による努力、働きは忘れないでほしい
と思います。現場ではJASRACの話をお店にして、そこに大きな労力を割いていただいています。１
か所を説得するのに、何回も何回も足を運ばないといけない。それが逆に足かせになっている部分も
あるけれども、20年前に協会が決めた協定をお客さんのためだと思ってやってくれている。このJKA
会員の真摯な取組に報いることも、今後JASRACと考えていきたいと思います。
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【砂川】　本当に維持するのは大変な努力と、また新しい方に演奏権の性格からご説明されるのは、大
変なご苦労はおありになったと思います。
時間的にあと15分ほどになりました。片岡さんから、これからのJASRACへのご意見・ご要望を
お願いします。

【片岡】　仲介業務法から著作権等管理事業法になり、その不備についてはJKAからも文化庁に意見は
入れさせていただいています。JKAはJASRACとさえ契約すれば、全ての楽曲が適法利用できると、
お店に対して説明しているわけです。これはこれまで一貫してお店に言っている事柄なので、絶対に
ミスリードはできないわけです。
なので、ある日突然「こちらの部分を払ってください」ということは、よもやあってはいけないこ
とです。そういう意味で、演奏権管理についてはJASRACさん、７割限界と言われた適法利用率を９
割まで高め得た現状を、決して混乱が生じないように、責任をもって単一の演奏権使用料徴収の窓口
であり続けていただけるようにお願いしたいです。
協定に関しては、JASRACのご協力を得ながら、粛々とJKA会員ともども頑張って参ります。これ
からもお互い尊重し合う関係であり続けていきたいと思います。浅石理事長、これからもどうぞよろ
しくお願い申し上げます。

【砂川】　浅石さん、お答えはございますか。

【浅石】　前半お話しいただいた部分はなかなか言いづらい部分ですが、少なくともJASRACの基本、
著作権管理団体の基本は演奏権にあるということを忘れてはいけないと思います。私は今年、職員へ
の年頭挨拶で、「今年JASRACは開国をする」ということと「演奏権管理にさらなる力を注ぐ」と言っ
ています。そこは私の信念としてやり続けていきたいと思います。
それから、カラオケに対してご尽力いただいている方たちとして、通信カラオケの事業者さんを忘
れてはいけないと思います。この方たちのご協力もあり、今の状況になっていると思います。

【砂川】　町田さん、お願いします。

【町田】　１点目は、演奏部の方々と話合いをさせていただいていますが、管理団体の新規参入があっ
た場合に、複数の管理団体から、「うちの楽曲を使ったから使用料を払え」と、請求されることを非
常に恐れています。組合の中でも「二重、三重に払わなければいけないのか」という質問や心配が耳
に入ってきています。
２点目は、私は新潟から参りましたが、暮れに糸魚川で大きな火災がありました。激甚災害法（激
甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律）に触れる場合において、JASRACは免除を
行うという話を伺っていますが、このたびの場合は準大規模災害という位置づけです。そういった事
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柄も、激甚災害法が適用されてないからということではなく、その辺の部分に幅のあるお考えをいた
だきたいと思います。私どもの組合員に対しては、国、厚生労働省からの施策、日本政策金融公庫が
後ろ盾です。今般は激甚災害法の対象ではなかったのですが、厚労省および日本政策金融公庫から特
段の計らいを、ということで特別の融資を行っています。
ご覧になっていただければわかりますが、焼け野原になっているところに店が残ったからといって
商売を始めても、お客さんはいらっしゃいません。３か月、６か月間の繋ぎのお金が必要であるとい
うことが、国やそういった機関からお声がけをいただいているわけです。せめてJASRACも、今後に
おいては激甚災害法の対象でないということではなく、その状況においてご勘案いただければありが
たいと思います。

【砂川】　複数管理団体の件はJASRACがどうというよりは、どちらかというと文化庁なりを含めて、
この国の著作権管理をどうするかというところもあろうかと思います。
２点目の災害時のことですが、ここで「やります」と言うことは理事長のお立場で言いにくいかも
しれません。考え方のレベルだけでも、ご提示できればお願いいたします。

【浅石】　１点目から申し上げます。「知的財産推進計画2016」にも載っていますが、JASRACを含め
た権利者側からのビジネスモデルとして、拡大集中許諾制度を推進していく。これはデジタル化・ネッ
トワーク化に伴う権利者不明作品（オーファンワークス）の処理だけではなく、権利者がいくつに分
かれていようと窓口を１つにすること。そのことにより、利用者はその１つの窓口で手続きをしてい
ただければそれで手続きが終わる様にしなければいけないと思います。
利用者にとってみれば、著作権使用料を払う前に、著作者を捜したり、複数の著作権管理事業者を
一つひとつあたっていくのは、使用料以上のコストを払うことになります。権利者側は、そのコスト
を利用者に転嫁してはいけない。だから窓口を一本化しましょう、という提案をしています。
その前段階として裁定制度があります。現在、その一部を民間受託するという実証事業をやってお
り、３月には結果を発表できると思います。少なくとも音楽や脚本は、拡大集中許諾制度が導入でき
る状況になっていますので、１つの窓口で利用者の皆様が手続きを終えることができるということを
政策提言として出しており、これは知財推進計画にも掲載されています。
２点目の各現場の店舗の状況については、演奏部、当面は大宮支部になると思いますが、そこがしっ
かり見ていると思います。2011年３月11日に発生した東日本大震災に際して、JASRACは６か月間、
１万5,831店舗の使用料請求を中止しました。10月からの請求再開に際しては、６月下旬から10月
中旬にかけて、職員が全ての被災地を回りました。福島では立入りが禁止されている警戒地域の周辺
まで出向いて、実際に営業できるお店がどれだけなのかということ、7,233店舗が廃業になっている
こと、こういうものを職員が実際に足で確認したうえで判断をしました。これがJASRACの基本だと
思います。ですから、お話しいただいた地域には支部の職員が出向いて実際に見て、状況を判断させ
ていただきます。
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【砂川】　利用者からすれば管理団体が複数あろうが、ワンストップですべて終わることが、権利を使
わせていただく側からすればいちばん良いことなので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。また
災害時は、実際に見てみないと現状はわかりません。ぜひ足を運んで頑張っていただきたいと思いま
す。
もず先生、つくり手の側からJASRACに望むことはありますか。

【もず】　私自身が役員としてJASRACに関わっていた時期がありますから、贔屓目になるかもしれま
せんが、管理率を見ていただいてわかるようにJASRACはよくやっていると思います。
田中先生の講演のグラフに出ているように、カラオケ業界自身が衰退傾向にあるのではないかと気
にしています。このような状況の中で関心を持っていることが３つほどあります。
１つめは、高齢者に対してカラオケ機器メーカーが積極的になっていることに好感をもって見てい
ます。これは健康寿命を延ばすという新しい機器の開発、それにカラオケによってコミュニティづく
りを計るという試みのあることです。
２つめは、視覚障害者に対して点字カラオケが出ていること。マーケットが小さいのであまり普及
していないようですが、関心を持っています。
３つめは、今日はカラオケボックスの関係者がいらっしゃいませんが、これから一人カラオケでバー
チャルリアリティの世界が普及してくるのではないか。それに伴い管理も、新たな側面が出てくるで
しょう。
まとめという意味では、私の立場から、以上の３つに注目していると申し上げておきます。

【砂川】　浅石さん、いろいろとご意見も出ましたし、個別にもお答えいただきました。ここでトータ
ルとして、今後JASRACとしてカラオケを含めた演奏権の問題にどう向き合うかということですね。
今日はそういうご発言が出ると思ってご関心を持ってこられた方もいらっしゃるかもしれません。可
能な範囲で、お答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。

【浅石】　現在、問題となっている件につきましては、田中先生の講演でお分かりのように、既に核心
を突いた判決が出ています。
それと片岡さん、町田さん、今日は非常に優しくおっしゃっていただいていますが、カラオケの管
理をするに際して、本当に長い、言葉を荒げるような紳士的な態度を超えるようなものも、実際には
あったうえで、今の状況があるということです。これが各音楽の利用をなさる方とJASRACとの、歴
史的な事実だと思います。
カラオケ管理は30年前から始まったわけですが、その歴史を見れば、これからの演奏権の未来も、
また見えてくると思います。今、JASRACは、いろいろな争いをしている。これは、ある意味当然だ
ろうとは思います。
ただ、一つ言えるのは、ご商売で音楽を使う場合に、権利者に対する対価還元は、いくらかという



第２部　パネルディスカッション 41

JASRAC　シンポジウム

のは別として必要ではないでしょうか。どんな世界でもこのことは一緒だと思います。ですから、法
的措置も含め、カラオケの管理のやり方を見れば、未来が見えてくると思います。

【砂川】　ありがとうございます。あっという間の80分でした。間もなく終わらなければいけません。
演奏権管理と一言で申し上げますが、先ほど来のお話にあるように、今日は片岡さん、町田さんも紳
士的にお話しいただいていますが、実際のやりとりの中ではいろいろなことがあったかと思います。
私の拙い経験でも、民放とJASRACの交渉の当事者にいつもかばん持ちみたいにしてついていました。
その方たちはお互い夢の中に出てきて、最後は「一緒に飛び降りよう」とか、訳のわからないことを言っ
ていた時期もあります。実際の交渉は本当に大変だと思います。
むしろ、こういった経験を積んでいるということは、それはそれでJASRACにとっては非常に強い
力になると思います。例えば私の大学の留学生も、「カラオケ」という言葉を知っているし、システ
ムもよくわかっていて使える。ある種、世界的な言葉にもなっています。こういったものの管理を通
じて、まさに音楽文化が発展していくことが非常に大事なことだろうと思います。
今日は本来もっといろいろな論点をお聞きできればよかったのですが、拙い司会で時間となってし
まいました。登壇いただいた皆様に盛大な拍手で終わりたいと思います。どうもありがとうございま
した。
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作家のメッセージが挿入された1997年の申込書 

合意を紙面トップで報じた
JASRAC会報（1986年1月号） 

現在のカラオケ管理率と徴収額 

全国のカラオケ管理率 

1987年：３０．４％ 

2015年：９１．４％ 

⇒
 

10.8億円  

127.6
億円  

1987年 2015年 

カラオケ使用料徴収額 

30,367件  

167,659
件 

1987年 2015年 

契約施設（店舗）数 

ディスカッション資料
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全国カラオケ事業者協会主催による著作権講習会の模様 



JASRACシンポジウム

「カラオケ著作権管理30年」

発行2017年５月
一般社団法人�日本音楽著作権協会（JASRAC）

広報部

TEL　03-3481-2164
FAX　03-3481-2156

〒151-8540　東京都渋谷区上原3-6-12

東日本大震災復興支援「こころ音
ね

プロジェクト」

JASRACは、東日本大震災の被災地の復興と音楽文化の振興に役立てていただくことを目的
として、賛同いただいた会員・信託者から、音楽作品の著作物使用料を震災復興支援基金「こ
ころ音

ね
基金」に拠出していただく仕組みをつくりました。

皆さまが、「こころ音
ね
プロジェクト」の参加作品をカラオケで歌ったり、ダウンロードしたり、

CDを買ったり�その著作物使用料が被災地の復興支援に充てられます。
参加作品等、詳細は以下をご覧ください。

http://www.jasrac.or.jp/kokorone/


