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概要 

 

2012年度の使用料徴収額及び分配額は、以下のとおりである。  

(単位：千円 ) 

使用料徴収額は、2008年度以来4年ぶりに1,100億円を超え、過去4番目の実績

となった。  

これは、2011年度に震災の影響を大きく受けた演奏等において、使用料規定

の改定や新規管理分野の管理開始など近年の取組が実績に現れたこと、オーデ

ィオディスクの徴収額が1998年度以来14年ぶりに前年度を上回ったこと、ビデ

オグラムにおいてライブビデオを中心にヒット作が相次いだことなどによるも

のである。  

こうした中、徴収業務の基盤整備の一環として、既存管理分野については利

用実態の変化に対応するための使用料規定改定に、新規管理分野については使

用料規定の策定に、引き続き積極的に取り組み、利用者団体との協議を進めた。

その結果、貸レコードについて、1984年の制定以来初めて使用料規定を変更し、

2013年4月1日に実施した。  

使用料分配額は、目標を50億円近く上回り、前年度に比べ12億3千万円の増と

なった。これは、2011年度下半期及び2012年度上半期の徴収実績を反映したも

のである。  

管理手数料については、収支の見込みを精査しながら業務効率化の進捗も織

り込み必要に応じて検討しており、2012年度においては、2011年度に引き下げ

た放送等及び私的録画補償金の実施料率を維持した上で、演奏等の実施料率を

引き下げた。  

また、放送等使用料の分配について、分配委員会の答申を受け、利用実態を

より的確に反映する見地から、第1回理事会(4月4日開催)で分配規程の一部変更

を決議した。  

深刻な状況が続くインターネット上の違法利用については、他の権利者団体、

 目標額  実績額  目標比  前年度比  

徴 収  106,390,236 111,844,648 105.1％  105.6％

分 配  104,742,555 109,675,275 104.7％  101.1％
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インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)やアフィリエイト広告提供事業者

の団体、警察庁等との連携・協力による取組を進めた。  

広報関係の事業については、違法利用の防止や協会の活動に対する理解の促

進を図るため、インターネットや新聞、雑誌等の主要メディアを活用したほか、

著作権思想の普及や音楽文化の振興を目的とする取組を継続した。  

また、JASRAC賞の発表・贈呈が2012年度で30回目を迎えたことを記念し、

11月に特別表彰等を実施した。  

重要な課題として取り組んでいる保護期間延長及び戦時加算義務の解消につ

いては、インターネットや新聞広告を活用して実現に向けた広報を行ったほか、

特に戦時加算義務の解消に向けて、4月に文部科学大臣に、2013年2月には外務

大臣に政策要望書を提出した。また、私的録音録画補償金制度については、2013

年2月の文化審議会総会において、早急な見直しを求める意見を述べた。  

協会の将来像を展望しつつ、公益社団法人又は一般社団法人のいずれとして

存立することがふさわしいかを調査審議するため、9月、定款改正委員会を設置

し、検討を開始した。  

同じく9月に設置した信託契約約款改正委員会では、著作権の管理の留保又は

制限のあり方などの諮問事項につき、2013年5月の理事会に答申を提出すること

を目標として審議を進めた。  

震災からの復興と被災地の音楽文化の振興を音楽作品により継続的に支援す

る目的で2011年3月に開始した「こころ音
ね

プロジェクト」については、広く一般

の理解と協力を得るため、動画投稿(共有)サイトや協会のホームページ等を活用

して取組内容の周知に努め、また、会員・信託者に一層の協力を呼びかけた。  

放送使用料の徴収方法に関し2009年2月に公正取引委員会から受けた排除措

置命令の取消しを求めた審判で、6月12日、協会の請求を認める審決が下され、

排除措置命令は取り消された。これを不服とする株式会社イーライセンスが、7

月10日、公正取引委員会を被告として審決の取消しを求める訴えを東京高裁に

提起したため、協会はこの訴訟に参加し、同社には審決取消訴訟の原告となる

資格がない上に、審決には取消事由がないことを主張した。  
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第１  徴収関係 

１ 演奏 

（1） 演奏等 

       (単位：千円 ) 

種目  目標額  実績額  目標比  前年度比  

上演  10,215 54,823 536.7％  353.1％

演奏会等 4,194,771 4,707,099 112.2％  125.8％

社交場  1,829,003 1,865,248 102.0％  102.4％

カラオケ  12,374,582 12,562,110 101.5％  103.5％

ビデオ上映  270,000 313,606 116.2％  105.8％

合計  18,678,571 19,502,888 104.4％  108.3％

(注 ) 金額はそれぞれ千円未満を切り捨てており、各種目の金額を加算した額と合計
額は必ずしも一致しない。  

演奏会等は、使用料規定の経過措置が終了して適用する料率が4％から

5％になったこと、2011年度から管理を開始したフィットネスクラブの契

約件数が順調に増加したこと、2012年度からカルチャーセンターの管理

を開始したこと、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会加盟社の

催物の件数が大幅に増加したことなどから、目標を達成し、過去最高の

実績額となった。  

社交場・カラオケは、広域チェーン店を中心にカラオケ歌唱室の新規

出店が好調であったこと、積極的な交渉を積み重ねるとともに適宜法的

措置を実施したことなどから、震災の影響を大きく受けた12011年度実績

額を上回り、目標を達成した。  

ビデオ上映は、店頭における販売促進用ビデオの上映に係る申請が増

加したことなどから、目標を達成した。急速に普及したデジタルサイネ

ージ2等による上映・伝達については、その取扱いを新たに定め、管理体

制を整えた。また、パチンコ機器における上映について利用者団体等と

                                                  
1  被災地に所在する飲食店、ホテル・旅館、カラオケ歌唱室等について、2011年4月から

9月まで、使用料の徴収停止措置を実施したことによる。なお、演奏会等については、震

災直後に催物の中止・延期が相次いだものの、2011年6月以降、急速に催物件数が回復し

た結果、2011年度実績額は2010年度実績額を上回っており、震災による影響は小規模に

とどまった。  
2 店舗、交通機関、公共施設などに設置された電子的な表示装置において、通信ネットワ

ークから受信する映像その他の情報を表示する方式の広告  
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の協議を開始した。  

そのほか、映画上映に係る規定の変更に向け、それぞれ利用者団体と

の間で協議を行った。  

 

（2） 放送等 

  (単位：千円 ) 

種 目  目標額 実績額 目標比  前年度比

NHK･民放地上波 
     (CM放送 ) 

26,203,742
(5,372,000)

26,462,611
(5,320,315)

101.0％ 
(99.0％ ) 

104.8％
(108.6％ )

民放衛星波  2,496,864 2,664,812 106.7％  104.5％

その他  75,885 92,178 121.5％  105.0％

合 計  28,776,491 29,219,601 101.5％  104.8％

(注 ) 金額はそれぞれ千円未満を切り捨てており、各種目の金額を加算した額と合計
額は必ずしも一致しない。 ( )内は、当該種目に含まれる利用形態の一つを特
掲したものである。 

ア ＮＨＫ・民放地上波 

（ｱ） ＮＨＫ 

震災の被災地域における受信料の免除措置等による減収があった

ものの、衛星契約件数の増加により、使用料の算定基礎となる2011

年度の放送事業収入が増加したことから、目標を達成した。  

また、2013年度の利用許諾契約の内容について協議を行い、2012

年度と同一の条件とすることで合意した。  

（ｲ） 民放地上波 

震災後の広告出稿自粛の影響はあったものの、スポット広告を中

心に順調に回復が見られ、使用料の算定基礎となる2011年度の放送

事業収入が増加したこと、一般社団法人日本民間放送連盟 (民放連 )

との協定に基づく使用料の経過措置が終了し、適用する料率が引き

上げられたこと3などから、目標を達成した。  

また、2013年度の利用許諾契約の内容について民放連との間で協

議を行い、2012年度と同一の条件とすることで合意した。   
                                                  
3  2006年に民放連と締結した協定に基づき、同年度から実質使用料率の段階的な引上措

置が適用されていた。同措置適用の最終年度である2012年度には、広告関係事業者が別

途処理するCM放送使用料の評価と合わせ、実質使用料率は1.0％に到達した。  
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（ｳ） ＣＭ放送4 

震災からの回復基調やロンドンオリンピック開催が好影響を与え、

スポット広告、タイム広告ともに堅調であったことなどにより、2011

年度実績額を上回ったが、当初の予想に届くほどの伸びは見られず、

目標を達成することはできなかった。 

イ 民放衛星波 

加入者数の増加に伴い視聴料収入が好調であったことに加え、広告

収入の大幅増などにより、使用料の算定基礎となる2011年度の放送事

業収入が増加したことから、目標を達成した。 

ウ 全曲報告実現への取組 

放送で利用された全曲目の電子的報告(全曲報告)については、前年度

に引き続き未実施の放送事業者に働きかけた結果、地上波放送23社が

新たに開始した。2012年度末現在、全曲報告を実施している事業者は、

民放地上波193社227局のうち、135社149局となった。  

 

（3） 有線放送等 

(単位：千円 ) 

種 目  目標額  実績額  目標比  前年度比  

有線ラジオ放送 717,520 776,664 108.2％  99.5％

有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送 3,399,300 3,794,550 111.6％  94.7％

その他  1,848 2,281 123.5％  108.8％

合 計  4,118,668 4,573,497 111.0％  95.5％

(注 ) 金額はそれぞれ千円未満を切り捨てており、各種目の金額を加算した額と合計
額は必ずしも一致しない。 

ア 有線ラジオ放送 

有線ラジオ放送の主な利用者である飲食店、小売店等の市場縮小が

続いていることから2011年度の実績額を下回ったものの、大手事業者

との協定に基づく使用料率の段階的な引上措置が適用されていること

などから、目標を達成した。 

                                                  
4 CMで利用される管理著作物の放送使用料  
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  イ 有線テレビジョン放送 

2010年度分使用料が含まれる52011年度との比較では下回るものの、

2012年度分使用料の請求業務が順調に進捗したこと、一般社団法人日

本ケーブルテレビ連盟との合意に基づく使用料の段階的な引上措置が

適用されていることなどから、目標を達成した。  

 

 

 ２ 録音 

（1） オーディオディスク 

(単位：千円 ) 

種目  目標額  実績額  目標比  前年度比  

ｵｰﾃﾞｨｵﾃﾞｨｽｸ 12,317,260 15,553,754 126.3％  108.7％

一般社団法人日本レコード協会加盟社の2012年のCD生産実績が14年

ぶりに前年を上回るなど、シングル、アルバムとも売上が好調であった

こと、マイク一体型カラオケが引き続き好調であったこと、法的措置等

を積極的に実施し、無許諾利用や使用料の滞納の解消に努めたことなど

から、目標を達成した。  

 

（2） ビデオグラム 

                               (単位：千円 ) 

種目  目標額  実績額  目標比  前年度比  

ﾋﾞﾃﾞｵｸﾞﾗﾑ 18,194,124 21,580,891 118.6％  119.9％

一般社団法人日本映像ソフト協会加盟社のビデオソフト出荷額は減少

傾向にあり、2011年度に好調であったアニメやテレビドラマが伸び悩む

中、音楽ビデオやパチンコ機器での利用が好調であったことから、目標

を達成した。 

ビデオソフトの低価格化などに対応した使用料規定の改定に向け、利

用者団体との間で協議を継続した。 

                                                  
5 利用者代表である一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟との協議の合意が2010年度末

となったことから、2011年度の使用料には、同年度分に加え2010年度分が含まれること

となった。  
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３ 出版 

    (単位：千円 ) 

種目  目標額  実績額  目標比  前年度比  

出版等  1,040,000 1,135,630 109.2％  97.4％

書籍・雑誌市場の縮小が続いていることから、2011年度実績額を下回っ

たものの、縮小の規模が想定内にとどまったため、目標を達成した。 

利用実態の変化に対応した使用料規定の改定に向け、利用者団体との間で

協議を継続した。 

 

 

４ 貸与 

(単位：千円 ) 

種目  目標額  実績額  目標比  前年度比  

貸レコード  2,750,361 2,140,032 77.8％  79.5％

貸ビデオ  788,100 786,083 99.7％  101.3％

合計  3,538,461 2,926,116 82.7％  84.3％

貸レコードについては、1984年の制定以来初めて使用料規定を変更6し、

2013年2月18日に文化庁長官に届け出た上で、同年4月1日から実施した。

この変更による契約更改に伴い、利用者から前払を受けていた使用料の一

部を一旦返金し、変更後の規定に基づき算定した使用料を2013年度に改め

て請求することとしたことから、目標を下回った。  

貸ビデオについては、韓国等のテレビドラマのレンタルが増加したこと

などから、  2011年度実績額を上回り、目標をほぼ達成した。  

 

 

 

 

 

 

                                                  
6  貸与回数に応じた定額方式から、基本使用料に営業収入の額の一定率に相当する額を加

算する方式に変更した。  
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５ 複合 

（1） 通信カラオケ 

 (単位：千円 ) 

種目  目標額  実績額  目標比  前年度比  

通信カラオケ  6,031,000 6,305,134 104.5％  104.3％

  

使用料の算定基礎となる情報料の高い受信装置への移行が続いている

ことから、目標を達成した。 

 

（2） インタラクティブ配信 

(単位：千円 ) 
種目  目標額  実績額  目標比  前年度比  

音楽配信(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ) 5,830,000 4,202,073 72.1% 83.8%

音楽配信 (ｽﾄﾘｰﾑ) 760,000 664,249 87.4% 89.0%

着ﾒﾛ・着うた・着ﾑｰﾋﾞｰ 1,485,000 924,077 62.2% 64.0%

動画等配信(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ) 700,000 458,481 65.5% 214.7%

動画等配信(ｽﾄﾘｰﾑ) 1,200,000 1,204,630 100.4% 106.1%

その他  459,560 303,845 66.1% 117.4%

合計  10,434,560 7,757,357 74.3% 88.1%

(注 ) 金額はそれぞれ千円未満を切り捨てており、各種目の金額を加算した額と合計
額は必ずしも一致しない。 

 

映画、テレビドラマ、ゲーム等の配信利用が好調に推移した動画等配

信 (ダウンロード )及び大手事業者の参入や加入者数の増加が進んだ動画

等配信(ストリーム)は2011年度実績額を上回ったものの、スマートフォン

等の携帯端末の急激な普及に伴い、着信音サービス  (着メロ・着うた・着

ムービー )や従来型音楽配信 (ダウンロード・ストリーム )の市場が縮小し

たことなどにより、目標を下回った。  

いわゆるクラウドを利用した音楽配信7について、対応する使用料規定

を整備するため利用者団体との間で協議を継続した。  

 

                                                  
7  クラウドは、エンドユーザーがネットワークを通じて提供される「役務 (サービス )」の

みを意識し、実際に提供している機器は意識する必要がないという特徴を有する。クラ

ウド型の音楽配信は、このうち音楽に特化したサービス形態をいう。「 iTunes in the 
Cloud」、「Music Unlimited」等が既にサービスを開始している。  
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６ 補償金 

(単位：千円 ) 

種目  目標額  実績額  目標比  前年度比  

私的録音  43,340 78,216 180.5％  111.8％

私的録画  131,818 82,545 62.6％  26.7％

 （1） 私的録音補償金 

    対象機器・記録媒体の多くが既に生産終了となり、これらに代わって

主流となった携帯音楽プレイヤーやスマートフォン等がいまだ補償金の

対象として指定されていないことから、補償金の額は減少の一途をたど

っている。  

    なお、目標額及び2011年度実績額を上回ったのは、過年度分の補償金

の入金があったためである。  

 

（2） 私的録画補償金 

    メーカーが足並みを揃えてアナログチューナー非搭載機器に係る補償

金の支払を拒否する中、アナログチューナー搭載機器の製造が終了し、

同機器に係る補償金の支払もほぼ終了したことから、目標額、2011年度

実績額ともに大きく下回った。  

    なお、アナログチューナー非搭載機器に係る補償金の支払を求めて一

般社団法人私的録画補償金管理協会 (SARVH)が株式会社東芝を提訴して

いた事件で、11月、最高裁がSARVHの上告を棄却し、SARVHの敗訴が

確定したことから、2013年度以降の補償金の入金はほぼ見込めない状況

である。  
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第２ 違法利用等への対応 

１ 演奏 

  9月、カラオケリース事業者としての注意義務を履行せず、リース先の店

舗における著作権侵害行為を幇助している事業者を相手方として、リース

先店舗が楽曲データを使用できないようにする措置と損害賠償を求め、大

阪地裁に提訴した。  

上記を含めた法的措置の実施件数は、以下のとおりとなり、震災の被災

地域での法的措置の実施を見合わせた2011年度に比べ、241件(24.8%)の増

となった。 

(  )内は2011年度  

刑事告訴 本案訴訟 仮処分 民事調停 支払督促 その他 合計 

1件  
(2件 ) 

4件  
(2件 ) 

26件  
(24件 ) 

1,130件  
(899件 ) 

40件  
(32件 ) 

10件  
(11件 ) 

1,211件  
(970件 ) 

 

 

 

２ 複製 

（1） 法的措置 

携帯電話販売会社が店舗内で行っていた音楽データの無断複製サービ

スや海賊版CDの販売などについて、6件の刑事告訴を行った。  

 

（2） その他の活動 

違法複製物の根絶に向け、以下の対応を行った。 

  ① インターネットオークションにおける海賊版の流通を阻止するため、

オークション事業者に対して、海賊版出品者のユーザーアカウントの

削除を要請した。  

② 権利者と税関との相互理解を深め、一層の連携強化を図ることを目

的に東京税関が主催したシンポジウムにおいて、職員が著作権制度や

協会の取組について説明した。  

  ③ 不法録音の撲滅に向けた啓発活動を行っている不法録音物対策委員

会において、違法利用防止を呼びかける啓発用DVDを作成し、全国の

小・中学校やコミュニティセンターなど11か所で上映した。  
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  ④ 上記のほか、海賊版等の撲滅・排除のための啓発活動を行っている

不正商品対策協議会、楽譜の無断コピーを防ぐための啓発活動を行っ

ている楽譜コピー問題協議会、インターネット上での模倣品等の流通

防止策を検討・実施しているインターネット知的財産権侵害品流通防

止協議会等と連携し、啓発活動等を実施した。  

 

 

３ インタラクティブ配信 

（1） 法的措置 

    ファイル共有ソフト、携帯電話向けレンタル掲示板サービス、インタ

ーネットラジオサイト等を悪用した音楽ファイル等の違法配信に対する

措置として、26件の刑事告訴を行った8。  

    また、違法音楽配信サイト「第③世界」の運営者にサーバを提供して

いた事業者等を被告として東京地裁に損害賠償請求を行っていた本案訴

訟(2011年5月提起)において、8月、和解が成立した。  

これは、この事業者が同サイト(既に閉鎖)における著作権侵害を幇助し

た責任を認めるとともに、損害金の支払及び運営する携帯電話向け無料

ホームページ提供サービスにおける著作権侵害防止措置の実施を約束し

たことから、和解に至ったものである。  

 

（2） 違法利用防止のための活動  

   ア ウェブサイト上での侵害への対応 

① 監視システム (J-MUSE)を利用して検知した侵害情報の発信者に

対し、当該侵害情報の削除又は利用許諾契約の締結を求める警告メ

ールを発信した。 

② ①に加え、発信者のメールアドレスが判明しない場合には、プロ

バイダ責任制限法著作権関係ガイドラインに基づき、侵害情報の送

信防止措置を講じるようインターネットサービスプロバイダ(ISP)に

対して通知を行った9。  

                                                  
8 このうちの11件は、全国の都道府県警察が2013年2月19日から21日まで実施した、ファ

イル共有ソフト等を使用した著作権法違反の集中一斉取締りによるものである。  
9 ISPに対して通知を開始した2002年10月から2013年3月までの間、侵害停止措置が講じ

られたファイル数は累計で約70万件である。  
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   イ ファイル共有ソフトを悪用した侵害への対応 

① ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会が作成した

ガイドラインに基づき、ファイル共有ソフトを悪用して著作権侵害

を行っている発信者に対して違法音楽ファイル等の削除を求める通

知を送るよう、ISPに対し要請を行った。  

② ファイル共有ソフトを用いて違法コンテンツをダウンロードしよ

うとするユーザーに対する注意喚起及び啓発を目的として総務省が

実施した実証実験10に、2011年度に引き続き参加した。  

ウ その他 

① ユーザーがアップロードした違法音楽ファイルをレンタル掲示板

運営事業者などが即座に特定して削除することを可能にする「Fluzo
フ ル ゾ

-S」を一般社団法人著作権情報集中処理機構(CDC)が開発したことを

受け、協会を始めとする音楽権利者6団体2社は、6月、関連事業者等

に対して同システムを導入するよう共同で働き掛けを開始した。  

 ② アフィリエイト広告 11収入を目的とする違法音楽配信による著作

権侵害の解消・発生防止及び健全なアフィリエイト広告事業の発

展・促進を図るため、アフィリエイト広告サービス提供事業者と連

携して著作権侵害対策12を講じることについて、12月、日本アフィリ

エイト協議会13と合意した。  

 

 

 

 

 

                                                  
10 著作権侵害行為に対する注意喚起文が格納された電子ファイル (注意喚起ファイル )をフ

ァイル共有ソフトのネットワークに流通させ、当該ファイルをダウンロードしたユーザ

ーに対して注意喚起文を提示することで侵害行為の停止を促すとともに、注意喚起ファ

イルが違法コンテンツのダウンロード抑止につながるかを検証するもの  
11 WEBサイト等の運営者が、自己のサイトに広告主の商品等に関する広告のリンクを貼

り付け、サイトを閲覧したユーザーがそのリンクを経由して商品を購入した場合等に、

広告主等からサイト運営者に報酬が支払われるという方式の広告  
12 ①アフィリエイト広告を掲載している違法音楽配信サイトに関する情報共有、②サイト

運営者への警告、③サイトへの広告の掲載中止、④サイト運営者に対する広告料の支払

停止、の4つである。  
13 2012年11月、アフィリエイト・ビジネスの健全な発展と普及等を図ることを目的に設立

された任意団体。サイト運営者、広告主、広告代理店等で構成される。  
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第３ 資料関係 

放送・有線放送における全曲報告の進展やインタラクティブ配信におけ

る大規模音楽配信サービスの増加を背景として、利用曲目報告件数が増加

を続ける中、許諾・徴収・分配業務の正確性・迅速性を維持・向上させる

ため、会報や作品届提出依頼リスト14を活用して作品届の早期提出を委託者

に呼びかけた。また、作品届オンライン受付システムの活用を推進するた

め、音楽出版者による外国作品の届出の利便性向上を目的とした追加開発

を行った。  

外国団体が相互管理契約に基づき行う内国作品の管理がより的確なもの

となるよう、延べ約1万5千曲の国際票15を提供するとともに、3月には内国

作品約81万件のデータをCISネット16に追加した。  

(参考) 作品データベース件数推移 

  2007年度末  2008年度末 2009年度末 2010年度末 2011年度末  2012年度末

内国作品 1,205,544 1,293,204 1,384,414 1,486,672 1,584,462 1,680,106

外国作品 1,598,848 1,707,536 1,804,824 1,911,738 2,060,994 2,225,390

合 計 2,804,392 3,000,740 3,189,238 3,398,410 3,645,456 3,905,496

 

 

第４ 分配関係 

１ 著作物使用料分配規程の変更 

放送等使用料の分配に関して、利用曲目報告の量と質の推移、分配額の

変動状況等を検証し、分配点数の取扱いについて検討していた分配委員会

(2010 年 12 月設置)が検討結果をまとめ、第 1 回理事会(4 月 4 日開催)に答

申した。これを受けて、理事会は同日、分配規程の一部変更及び細則の制

定を決議し、12 月分配期から適用した。  

 
                                                  
14 協会が利用実績を把握しているにもかかわらず作品届が未提出である作品の権利情報

を確認するために、著作者等に送付するリスト  
15 相互管理契約を締結する団体の間で、作品情報を交換する方法の一つとして使用されて

いる標準書式  
16  CISACが、加盟各団体の管理著作物情報等をネットワーク上で共有するために開発し

た作品情報等のデータベースで、協会は、2011年8月に内国作品データの提供を開始した。

2013年3月現在、提供しているデータは約123万件である。  
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   主な変更点は、以下のとおりである。  

① テレビ放送の放送分配基金について、放送時間の割合等により「通

常放送分配基金」と「映画放送分配基金」に分割して分配計算を行う。  

② ラジオ放送の放送用録音使用料の分配対象著作物について、商業用

レコードによって使用された著作物を分配対象に加える。  

また、第 8 回理事会(9 月 5 日開催)において新たに設置された分配委員会

は、分配方法の基本的なあり方、前期委員会答申において付言された放送

等使用料に係る分配点数の取扱いの 2 点について、検討を開始した。  

 

 

２ 利用曲目報告への対応 

放送・有線放送やインタラクティブ配信における利用曲目報告件数が増

加を続けていることから、より効率的な処理を行うため、CDC との連携強

化を図ることと併せて、自動照合システムの改修を行った。  

(参考) インタラクティブ配信、放送等における利用曲目の報告件数等  

( )内は2011年度  

  J-NOTES J-BASS 

インタラクティブ配信 放送 有線ラジオ放送

①報告件数 

 

 対2011年度比 

12億5,632万  
(12億3,180万 ) 

101.9% 

778万9千  
(638万1千 ) 

122.0% 

1億3,078万  
(1億2,527万 )

104.4% 

②自動照合で作品DBと一致し

なかった件数 

3,046万  
(4,689万 ) 

85万6千  
(82万8千 ) 

615万9千  
(881万1千 ) 

自動照合による作品DBとの

一致率 

97.5% 
(96.1%) 

89.0% 
(87.0%) 

95.3% 
(92.9%) 

③手作業による作品DBとの照

合が必要な件数※ 

153万  
(147万 ) 

37万7千  
(33万6千 ) 

9万5千  
(11万8千 ) 

手作業比率 
0.12% 

(0.11%) 
4.84% 

(5.26%) 
0.07% 

(0.09%) 

※ 同一楽曲に対するコード付与等の重複作業を避けるために、②のうち曲名、権利

者名などが共通するデータを一定の基準に従ってとりまとめたものが③となる。  
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３ 管理手数料 

管理手数料の実施料率については、事業収入及び事業支出の予定を精査

しながら業務効率化の進捗も織り込み必要に応じて検討しており、2012年

度は、2011年度に引き下げた放送等及び私的録画補償金の料率をそのまま

維持することに加え、演奏等を更に引き下げた(2011年第13回理事会 (2012

年3月7日開催)決議)。  

種目  2009年度  2010年度  2011年度  2012年度  

演奏等  28% 27% 27% 26% 

放送等  11% 11% 10% 10% 

有線放送等  12% 10% 10% 10% 

貸レコード  13% 11% 11% 11% 

貸ビデオ  13% 11% 11% 11% 

業務用通信カラオケ  11% 10% 10% 10% 

私的録画補償金  11% 11% 10% 10% 

 

 

 

第５ 会務関係 

 １ 信託契約の締結等  

信託契約の締結に関する資料の請求件数が増加しており、資料請求者に

対して信託契約の締結を積極的に働きかけた結果、2011年度(455者)を上回

る487者(著作者394者、音楽出版者92者、その他の権利者1者)と新たに信託

契約を締結した。  

また、協会ホームページ内に信託契約締結のメリットを説明するページ

を設けたほか、会員・信託者の住所、送金先等に変更が生じた場合の提出

書類の請求フォームを新設した。  

 

２ 会員・信託者に対する情報の提供   

放送等及びインタラクティブ配信に係る利用明細データを委託者に提供

するため、6月、「利用明細データ提供システム」の試用版での運用を開始

し、2013年3月末日までの間に、約590万件のデータを提供した。  
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第６ システム関係 

１ 基幹システムの再構築 

演奏等分配システムについては、2011年度までにプログラム開発を終え、 

2013年1月に稼働を開始した。  

また、録音包括・個別許諾請求システムについては、プログラムテスト

を終え、今後、新旧システムの並行処理確認を経て、2013年6月の稼働を予

定している。  

 

 ２ その他のシステムの改修 

   利用者からの許諾申請の受付や利用者への許諾、委託者からの作品届等

の受理を行う各種EDIシステムについて、利便性の向上や業務の効率化のた

め、機能の追加・改良を行った。  

 

３ 協会ホームページへのアクセス集中への対応 

6月下旬、協会ホームページへのアクセスが短時間に急増したため、シス

テムの安全性を確保する見地から、ホームページの供覧並びにホームペー

ジを経由する作品検索(J-WID)及びEDI申請(J-TAKT、J-RAPP、J-OPUS)

の受付を一時的に停止した。これ以降もアクセスの集中が続いたが、サー

バのセキュリティを強化するとともに、24時間体制でアクセスを監視する

などして対応した。これまでに、データの改ざん、漏洩等は生じていない。  

 

 

 

第７ 組織のあり方に関する検討 

協会の組織及び事業の将来像を展望しつつ、公益社団法人又は一般社団

法人のいずれとして存立することがふさわしいかを調査審議することを目

的として、9月、定款改正委員会を設置した。 

同委員会は、まず、組織と事業の全体を概観しながら、課題の洗い出し

と検討を行うため、2013年3月までに6回の委員会を開催した。 
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第８ 著作権信託契約約款の見直し 

2010年12月に設置した信託契約約款改正委員会が審議結果をまとめ、第3

回理事会(6月6日開催)に答申した。  

この答申によって一定の方向性が得られた課題もあったものの、更なる

検討が必要とされた課題も多かったことから、2012年定時社員総会での約

款変更は行わず、次期委員会で引き続き検討することとした。これを受け

て、9月、理事会は新たな信託契約約款改正委員会を設置し、10月、次の事

項を諮問した。  

① 著作権の管理の留保又は制限のあり方  

② 管理実務の合理化・効率化に資する規定の整備  

   同委員会は、2013年6月開催予定の定時社員総会における約款変更を目途

に5回の委員会を開催し、諮問事項に関する検討を重ねた。  

 

 

 

第９ 著作権の保護及び制度の整備に関する取組 

１ 著作権保護期間延長に向けた取組 

5月、政府が環太平洋パートナーシップ協定 (TPP協定 )交渉への対応を視

野に入れ、各分野ごとに関係団体を招いて実施した意見交換会において、

先進諸国との制度調和の観点から保護期間を著作者の死後70年に延長する

ことが必要であるとの意見を述べた。  

また、2013年3月、内閣の知的財産戦略本部が実施した意見募集に対し、

保護期間の延長を求める意見書を提出した。  

 

２ 戦時加算義務解消に向けた取組 

都倉会長と菅原理事長が、4月6日に平野博文文部科学大臣(当時)を、2013

年2月25日に岸田文雄外務大臣を訪問し、戦時加算義務の解消を要望する政

策要望書を提出した。  

5月31日、来会したSIAE(イタリア)の副事務局長から、第二次世界大戦の

敗戦国として戦時加算義務が定められていたイタリアにおける戦時加算の

実態と戦時加算をめぐる裁判についての情報を得た。  
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また、9月には、戦時加算義務の解消について理解を求めるため協会ホー

ムページ内に特設ページを開設したほか、同月8日、読売新聞及び日本経済

新聞に記事広告を、2013年3月9日には読売新聞に都倉会長と森喜朗元首相

との対談広告を出稿した。  

 

 ３ 私的録音録画補償金制度の見直し 

SARVHが株式会社東芝にアナログチューナー非搭載機器に係る私的録

画補償金の支払を求め提訴した訴訟において、11月8日、最高裁はSARVH

の上告を棄却した。また、私的録音補償金制度についても、現在私的録音

に利用されている機器・記録媒体の多くがいまだ補償金の対象として指定

されていないなど、補償金制度を取り巻く状況は悪化の一途をたどってい

る。  

こうした状況を受け、2013年2月20日に開かれた文化審議会総会において、

都倉会長が補償金制度の早急な見直しを求めた。  

 

 ４ 間接侵害の立法化に向けた動きへの対応 

8月、「間接侵害」について検討17を行っている文化審議会著作権分科会法

制問題小委員会が実施したヒアリングにおいて、これまで多くの裁判例に

よって形成されてきた著作権の保護水準を後退させることのないよう留意

すべきであるとの意見を述べた。  

こうした意見を踏まえ、2013年2月、同小委員会は、現時点での立法化は

見送り、今後の状況を見極めつつ、必要に応じて対応していく旨の報告を

まとめた。  

 

 ５ 意見募集への対応 

2013年3月、内閣の知的財産戦略本部が実施した「知的財産推進計画2013」

及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けた意見募集に対し、保護期間

の延長、戦時加算義務の解消、私的録音録画補償金制度の抜本的見直し等

                                                  
17 著作物等を自ら直接に利用する者 (直接行為者 )以外の関与者 (間接行為者 )に対する差

止請求の可否及びそれに関する立法措置の要否の検討  



 

 
- 19 - 

を求める内容の意見書を提出した。  

 

 ６ 著作権法改正への対応 

6月20日、「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、「写り込み18」等

の著作権者に特段の不利益を及ぼさないと考えられる軽微な利用や国立国

会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る権利制限 (2013年1月1日

施行)、違法ファイルの私的ダウンロードに対する刑事罰、DVDソフト等に

用いられている複製防止のための暗号等を解除して行う私的複製の禁止(と

もに10月1日施行)に関する規定が新設された。  

これらの法改正が実務に与える影響を検証し、特に、権利制限規定の新

設については、新たな実務基準の整備を進めた。  

 

 

 

第10 国際関係 

１ 内国作品の外国地域における利用に関する対応 

相互管理契約を締結している外国団体に対して、内国作品の国外におけ

る利用に関して協会が独自に収集した情報及び委託者から寄せられた情報

を引き続き提供し、使用料の徴収及び送金を依頼した。  

国際的な管理ネットワークの拡充に向け、MOSCAP(モンゴル )及び

BSCAP(ベリーズ)との間で演奏権、ARMAUTHOR(アルメニア)との間で演

奏権及び録音権の相互管理契約をそれぞれ締結した。 

 

 

２ 国際著作権組織等との連携  

CISAC、BIEMの総会を始めとする各会議に出席し、国際間の円滑な著作

権管理の推進を図るため、意見交換を行った。  

また、4月に来会したPRS for Music(イギリス)の最高経営責任者、10月

に来会したCISACの法務担当部長とそれぞれ著作権管理全般について、さ
                                                  
18 「写り込み」の例として、街角の風景をビデオ撮影したところ、本来意図した収録対象

だけではなく、看板やポスター等に描かれている絵画や流れていた音楽がたまたま録り

込まれることなどが挙げられている。  
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らに、同月来会したSIAE(イタリア )の実務担当者とインタラクティブ配信

の管理実務について情報交換を行った。このほか、戦時加算義務の解消に

ついて、5月に来会したSIAEの副事務局長と情報交換を行った。  

 

 

３ アジア地域の著作権管理水準の向上を図る対応  

（1） 講師の派遣等  

    6月、独立行政法人国際協力機構の研修の一環として、アジア地域を中

心とする11か国の知的財産に関係する行政官、司法関係者等13人に対し、

協会における違法利用対策等について説明した。  

9月から約1か月間にわたり、中国人民外交学会19の副秘書長に対して協

会の業務全般に関する研修を実施した。  

9月、日本における著作権及び著作隣接権の管理をテーマとしてソウル

で開催された「第4回日韓著作権フォーラム」(文化庁と韓国政府文化体育

観光部との共催)に職員を派遣し、協会の著作権管理実務について説明し

た。  

11月、世界知的所有権機関と文化庁とが共催する「APACEプログラム」

の一環として行われた研修において、中国を始めとする6か国の著作権局

職員12人に対して協会の業務の概要や違法利用対策について説明したほ

か、インド、スリランカ、モンゴル各国の政府職員や著作権管理団体の

役職員6人に対して協会の著作権管理実務を説明して、各国の管理状況に

関する情報交換を行った。  

 

（2） その他 

アジア諸国に対する音楽配信サービスの許諾・分配方法に関する諸問

題について、2013年2月、CASH(香港)を訪問して情報交換を行った。  

     

 

 

                                                  
19 国際問題や外交政策の研究、民間での国際交流等を通じ、各国との友好を深め、各国

との関係発展を促進して世界平和に寄与することを目的として、1949年12月に設置され

た中国の国家機関  
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第11 広報関係 

 １ 主要メディア等を活用した広報 

   違法利用の防止や協会の活動に対する理解の促進を図るため、以下の広

報を実施した。  

（1） インターネット 

① 協会ホームページに、戦時加算義務の解消への理解を求めるページ、

著作物の利用に係る概算使用料計算ページ等を新たに公開した。ホー

ムページ全体の1日平均アクセス数は14,787回に上り、2011年度比11％

増加した。  

② 動画投稿(共有)サイト「ニコニコ動画」の「ニコニコ生放送」におい

て、協会の情報を提供する番組「THE JASRAC SHOW!」を5回配信し

た。正会員が進行役を務め、毎回異なる正会員をゲストに迎え、音楽

の適法利用や協会の役割について説明した。  

③ 小学生を対象としたウェブサイト「学研キッズネット『夏休み！自

由研究プロジェクト2012』」に、著作権制度に関するページを設け、

自由研究のテーマに取り上げることを提案したほか、「mixiモバイル」

など、主に若年層が利用するSNS20向けにバナー広告21を出稿し、携帯

端末向けの協会ホームページへ誘導した。  

 

（2） 放送 

   主に中高生を対象としたTOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」で

CM及び特別番組を放送するとともに、番組ホームページ内に著作権制度

に対する理解を深めるための広告を出稿した。  

 

（3） 雑誌・新聞 

読売新聞及び日本経済新聞に戦時加算義務の解消を訴える広告を出稿

したほか、若年層を対象とした「読売KODOMO新聞」、「週刊少年ジャ

ンプ」及び「Seventeen」並びに子を持つ世代を対象とした「日経エンタ

                                                  
20 ソーシャル・ネットワーク・サービスの略称。人とのコミュニケーションを円滑にする

場や、新たな人間関係を構築する場の提供を目的とする会員制のウェブサービス  
21 主に横長の画像で短い広告文などが表示されており、画像をクリックすると提供元のウ

ェブサイトに誘導する仕組みの広告  
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テインメント！」及び「ducare」に、違法利用防止などの著作権教育を

目的とした広告を出稿した。  

 

（4） その他  

ア ＪＡＳＲＡＣだよりの発行 

    年間の利用許諾契約の契約者に対する協会の情報提供を目的とした

冊子「JASRAC だより」を発行し、全国の社交場、フィットネスクラ

ブ、カルチャーセンター等の契約者に 16 万 7 千部を配布した。  

イ ブースの出展 

    全国の学校で音楽教育に携わる教員が組織する全日本音楽教育研究

会の全国大会にブースを出展し、参加した教員に対し、著作権教育へ

の積極的な取組を求めたほか、中高生向けの音楽フェスティバル「閃

光ライオット」に協賛し出展したブースにおいて、著作権に関するク

イズを出題するコーナーなどを設け、来場者に対し、著作権に対する

意識の向上を図った。  

ウ 講師の派遣等 

    教育機関等からの要請を受け、各種講演、講義に延べ 36 人の職員を

講師として派遣し、聴講者は延べ 4,367 人に上った。  

    また、中学・高等学校の修学旅行生、大学生、一般企業の社員等、

204 人の来会を受け入れ、協会の業務等を説明した。  

 

２ ＪＡＳＲＡＣ賞 

（1） ２０１２年ＪＡＳＲＡＣ賞 

2011年度に分配額が多かった次の作品をJASRAC賞として選定し、5月

23日、けやきホールにおいて、関係する著作者及び音楽出版者に記念品

を贈呈した。  

                            (敬称略 ) 

金賞「ヘビーローテーション」  

作詞者  秋元 康  

作曲者  山崎 燿  

音楽出版者  株式会社AKS 
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銀賞「ポニーテールとシュシュ」  

作詞者  秋元 康  

作曲者  多田 慎也  

音楽出版者  株式会社AKS 

銅賞「Beginner」  

作詞者  秋元 康  

作曲者  井上 ヨシマサ  

音楽出版者  株式会社AKS 

国際賞「『ドラえもん』B.G.M.」  

作曲者  菊池 俊輔  

音楽出版者  株式会社テレビ朝日ミュージック  

外国作品賞「SHALL WE DANCE」  

作詞者  OSCAR HAMMERSTEIN II 

作曲者  RICHARD RODGERS 

音楽出版者  【O.P.22】WILLIAMSON MUSIC COMPANY  

【S.P.23】株式会社フジパシフィック音楽出版  

【S.P.】株式会社ヤマハミュージックパブリッシング

また、金賞、銀賞及び銅賞の各作品の普及に携わった利用者として、

CD・DVD等の製作・販売を行ったキングレコード株式会社に対し、感謝

状を贈呈した。  

 

（2） ＪＡＳＲＡＣ賞３０回記念事業 

1982年に始まったJASRAC賞が、2012年、30回を迎えたことから、以

下の記念事業を実施した。  

ア 「ＪＡＳＲＡＣ賞３０年の歩み」(11月5日、けやきホール) 

  過去30年の分配額累計の多かった次の作品の作詞者、作曲者及び音

楽出版者の功績を称え、特別表彰を実施したほか、過去の受賞者によ

る座談会を行った。  

 
                                                  
22 著作者と契約を締結した音楽出版者  
23 OPから日本における楽曲の著作権の管理権限を付与されている音楽出版者  
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                           (敬称略 ) 

金賞「世界に一つだけの花」  

作詞者  槇原 敬之  

作曲者  槇原 敬之  

音楽出版者  株式会社ジャニーズ出版  

銀賞「居酒屋」  

作詞者  阿久 悠  

作曲者  大野 克夫  

音楽出版者  株式会社テレビ朝日ミュージック  

銅賞「ふたりの大阪」  

作詞者  吉岡 治  

作曲者  市川 昭介  

音楽出版者  株式会社プロデュースハウス都  

 

イ 特別番組 

  BS日テレで特別番組「JASRAC賞30回記念特別番組 日本人が心か

ら愛した歌30年～奥飛騨慕情からヘビーローテーションまで～」を放

送した。  

 

 

３ 著作権思想の普及に向けた取組 

著作権や関連ビジネスに精通した人材の育成に寄与するため、以下の事

業を実施した。  

（1） 研究会(奨学寄附) 

 東京大学大学院「著作権法等奨学研究会(JASRAC)」  

 

（2） 寄附講座・寄附科目 

① 早稲田大学法科大学院寄附講座「著作権法特殊講義」  

② 東北大学法学部寄附科目「現代社会と著作権」  

③ 放送大学教養学部寄附科目「著作権法概論」  
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４ 音楽文化の振興に向けた取組 

 （1） 「音楽職人が創るステージ」 

スタジオミュージシャンが生演奏を行うとともに、著作権を守ること

の大切さを伝える演奏会「音楽職人が創るステージ」を、被災地復興支

援事業として宮城県で開催した(6 月 30 日  仙台市、7 月 1 日  加美町)。  

 

（2） 「昭和の歌人たち」 

昭和に活躍した作家に焦点を当て、その人物像と代表曲を紹介する事

業「昭和の歌人たち」を以下のとおり実施した。当日の模様は、NHK の

BS プレミアムで放送された。  

 7 月 31 日  第 23 回  漣健児  氏  けやきホール  

11 月 19 日  第 24 回  遠藤実  氏  府中の森芸術劇場  

    1 月 21 日  第 25 回  吉岡治  氏  文京シビックホール  

 

（3） 「ミュージック・ジャンクション」 

世界の様々な楽器や音楽をテーマに、その解説を行い、代表曲を演奏

する公開講座「ミュージック・ジャンクション」をけやきホールで開催

した。なお、第 28 回の模様は、動画投稿(共有)サイト「ニコニコ動画」

の「ニコニコ生放送」で公開した。  

 7 月 19 日 第 26 回  「英国民謡の伝統と現代」  

10 月 11 日 第 27 回  「ボサノヴァ物語『太陽・汐・南』の詩人たち」  

 2 月 21 日 第 28 回  「親指ピアノ～暇つぶし楽器の今昔」  
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第12 役員等の選任 

１ 会長 

2012年2月に行った会長選挙の結果、無投票で当選人となった都倉俊一氏

が、4月1日付けで、前期に引き続き会長に就任した。  

 

２ 役員 

① 6月28日開催の定時社員総会において、理事30人及び監事4人が選任さ

れ就任した。このうち、玉井克哉、反畑誠一、苗村憲司及び宮武久佳の4

氏は外部理事として、大井和人氏は外部監事として選任された24。  

② 定時社員総会終了後に開催された第5回理事会において、理事長に菅原

瑞夫氏を、常務理事に近藤正美、渡辺誠、小原正幸及び浅石道夫の4氏を、

常任理事に北田暢也、大橋健三及び冨本和則の3氏をそれぞれ選定した。 

③ 定時社員総会終了後に開催された監事会において、常勤監事に宮脇正

弘氏が選定された。  

④ 秋元康、荒木とよひさ、いではく、岡田冨美子、三枝成彰、谷口元、

野木武壽、松下直子及び紋谷暢男の9氏は、任期満了により、6月28日を

もって理事を退任した。  

 

 

以上により、6月28日をもって役員等は以下のとおりとなった(敬称略)。  

 

会長 都倉 俊一    

理事長 菅原 瑞夫    

常務理事 近藤 正美 渡辺 誠 小原 正幸 浅石 道夫 

常任理事 北田 暢也 大橋 健三 冨本 和則  

                                                  
24 外部理事とは、一般社団法人の理事であって、当該一般社団法人又はその子法人の業

務執行理事又は使用人でなく、かつ、過去に当該一般社団法人又はその子法人の業務執

行理事又は使用人となったことがないものをいう。外部監事とは、一般社団法人の監事

であって、過去に当該一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人となったことがな

いものをいう。外部理事及び外部監事として選任された5氏とは、責任の限度を一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律113条1項の最低責任限度額とする責任限定契約を締

結している。  
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理事 新井 健司 伊藤 アキラ 上原 徹 大竹 健 

 岡 千秋 川口 真 喜多條 忠 桑波田  景信  

 弦 哲也 小六 禮次郎 さいとう 大三 千住 明 

 たきの  えいじ 竹内 一  平尾 昌晃  堀 一貴 

 前田  たかひろ 水木 れいじ    

外部理事 玉井 克哉  反畑 誠一 苗村 憲司  宮武 久佳 

常勤監事    宮脇 正弘     

監事 もず 唱平  四方 章人    

外部監事 大井 和人     

 

 

第13 その他  

１ こころ音
ね

プロジェクト 

震災からの復興と被災地の音楽文化の振興を音楽作品により継続的に支

援するため、2011年3月に立ち上げた「こころ音
ね

プロジェクト」の取組を継

続し、会員・信託者のプロジェクトへの更なる参加を募るとともに、プロ

ジェクトの意義を広く一般に周知し協力を得るため、協会ホームページ、

動画投稿(共有)サイト、会報等を活用した広報を実施した。  

また、有線放送事業者の協力によって2012年3月に開設された「こころ音
ね

プロジェクトチャンネル」において、プロジェクト参加作品を継続して放

送したほか、被災者の心の支援をするために会員・信託者が創作した「こ

ころ音
ね

うたアクト」参加作品のCDを製作し、被災地の放送局、公共図書館

等に配布した。  

プロジェクトによって集まった震災復興基金(「こころ音
ね

基金」)を用いた

支援の方法については、中・長期的な視点からの検討を継続した。  

同プロジェクトの参加状況等は、以下のとおりである。  

    2012 年度  累計  

プロジェクト参加作品・参加者数  125 作品･75 者  265 作品･144 者  

(うち、「うたアクト」参加作品・参加者数 ) 44 作品･40 者  70 作品･69 者  

「こころ音
ね

基金」拠出額  18,379,052 円  28,385,798 円
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２ 公正取引委員会への対応 

（1） 審判事件  

2009年2月に公正取引委員会 (公取委 )から受けた排除措置命令の取消

しを求めていた審判で公取委は、6月12日、協会の請求を認める審決を下

した。審決は、問題となった放送分野における包括徴収について、他の

管理事業者の事業活動を排除する効果を有することを認めるに足りる証

拠がなく、独占禁止法上の私的独占に当たらないとして、排除措置命令

を取り消した。  

 

（2） 審決取消請求事件  

7月10日、株式会社イーライセンス(代表取締役三野明洋)が、公取委を

被告として、上記審決の取消しを求める訴えを東京高裁に提起した25。こ

れに対し協会は、8月31日、訴訟参加を申し立て、9月24日、同高裁は参

加を認める決定を行ったことから、協会は、同社には審決取消訴訟の原

告となる資格がない上に、審決には取消事由がないことを主張した。  

 

（3） 事件記録閲覧謄写許可処分取消請求事件 

上記(1)の審判事件に関し公取委がイーライセンスによる事件記録の謄

写を認める決定をしたことに対し、協会が機密保持の見地から、東京地

裁にその取消しを求めていた事件で、2013年1月31日、協会の請求を棄却

する判決が下された。  

本事件は、協会の機密保持に関わる重要な事案であることから、同年2

月13日、適正な判断を求め、東京高裁に控訴した。  

 

 

 

 

 

                                                  
25 審決の効力は審決書の謄本の送達によって生ずることとされており (独占禁止法70条

の2第3項 )、審決取消しの訴えが提起されただけではその効力が否定されることはない。 
したがって、イーライセンスの主張を認めて審決を取り消す旨の判決が確定することが

ない限り、協会に対する排除措置命令を取り消すという審決の効力は維持される。 
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３ 会議の開催 

（1） 社員総会 

 定時社員総会(6月28日) 

［報告事項］  

平成23年度事業報告・決算報告の件  

［決議事項］  

第1号議案 理事30人選任の件【可決】  

第2号議案 監事4人選任の件【可決】  

第3号議案 退任理事に対する退職金支給の件【可決】  

 

（2） 理事会 

定例理事会  12回

臨時理事会  2回

 

（3） 監事会              14回 

 

（4） 委員会 

広報事業検討委員会  5回  信託契約約款改正委員会  8回  

定款改正委員会  6回  分配委員会  2回  

編曲審査委員会  4回  放送委員会  2回  

 

 

４ 会員及び信託者の異動 

（1） 会員の異動 

ア 正会員の異動 

2011年度末現在正会員数  1,403者

2012年度資格取得正会員数  24者

2012年度資格喪失正会員数26 22者

2012年度末現在正会員数  1,405者

 

                                                  
26 準会員・信託者への変更、契約解除、死亡など  
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イ 著作者、音楽出版者等正会員数(2012年度末現在) 

作詞者  237 者

作曲者  282 者

作詞作曲者  632 者

音楽出版者  254 者

 計 1,405 者

ウ 著作者、音楽出版者等準会員数(2012年度末現在) 

作詞者  1,249 者

作曲者  874 者

作詞作曲者  1,509 者

音楽出版者  525 者

著作権の承継者(相続による承継者) 240 者

著作権の承継者(相続による承継者を除く) 13 者

                 計 4,410 者

 

（2） 信託者の異動 

ア 信託契約数の異動 

2011年度末現在信託契約数  15,936件

2012年度信託契約新規締結数27 508件

2012年度信託契約終了数28 132件

2012年度末現在信託契約数  16,312件

イ 著作者、音楽出版者等信託契約数(2012年度末現在) 

作詞者  4,540 件

作曲者  3,392 件

作詞作曲者  5,582 件

音楽出版者  2,766 件

著作権の承継者(相続による承継者を除く) 32 件

      計16,312件

 

                                                  
27 音楽出版者事業部との事業部を単位とする信託契約21件を含む。  
28 契約期間の満了、契約解除など  
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５ 業務組織の一部変更 

4月1日付けで、以下のとおり業務組織を一部変更した。 

  ① 人事部情報総合課を企画部に移管し、企画部を企画課・情報総合課

の2課体制とした。 

  ② 九州支部と鹿児島支部を統合し、九州支部とした。 

 

 

６ 職員の状況 

2012年度末現在の職員数(嘱託職員を含む。) 

 男  女  計  

本部  182 133 315 

支部  122 42 164 

計  304 175 479 
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内部統制システムの整備に関する基本方針29 

 

Ⅰ 内部統制システムの整備に関する基本的な考え方 

当協会は、「音楽の著作物の著作権を保護し、あわせて音楽の著作物の利用

の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与すること」を目的として掲

げ、音楽の著作物の著作権に関する管理事業、音楽文化の振興に資する事業

などを通じて実践している。 

当協会は、これらの事業の運営について、その指針となる「JASRAC行動

指針」に基づき、コンプライアンスを最優先して適切に行うとともに、次の

とおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定める。 

  

Ⅱ 内部統制システムに関する体制の整備 

１ 理事及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制(第90条第4項第5号及び法人法施行規則第14条第4号関連) 

   理事及び職員等が、法令及び定款を遵守することはもとより、高い倫理

を持ち、適切に職務を執行していくために、以下の取組みを行う。 

（1） 「コンプライアンス推進規程」等の業務規程に基づき、当協会の社会

的信頼の維持及び向上に資するための体制を整備するほか、公益通報者

保護に関する体制を整備し、理事及び職員等の適切な職務執行を行う。 

(2) 理事及び職員等に対して、定期的に研修等を実施して、法令及び定款

等違反を未然に防止する。 

 

２ 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(法人法施行規

則第14条第1号関連) 

   理事の職務の執行に係る情報の管理を行い、適正かつ効率的な職務執行

に資するため、以下の取組みを行う。 

(1) 理事の職務執行に係る情報として、理事会等主要な会議の議事録、社

                                                  
29 この方針は、平成22年度第1回理事会 (平成22年4月7日開催 )において決議したものであ

るが、法令上、内部統制システムの体制の整備について決議があるときはその内容の概

要を事業報告の内容としなければならない (法人法123条2項、法人法施行規則34条2項2
号 )ため、掲載している。  

参考資料
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内決裁に係る起案書、各種契約書等を「文書処理規則」等の業務規程に

基づき、保管責任者、保管期間等を定め、文書又は電磁的情報により記

録し、保存する。 

(2) 「電磁的業務情報保護管理規程」等の業務規程に基づき、情報セキュ

リティ体制を構築し、文書又は電磁的情報等の漏洩、紛失等を防止する

とともに、情報の管理を徹底する。 

 

３ 損失の危機の管理に関する規程その他の体制(法人法施行規則第14条第2号関

連) 

   協会を取り巻く危険やリスクがもたらす損失を予防するとともに、実際

に損失が発生した場合に迅速かつ的確に対処するため、以下の取組みを行う。 

(1) 「リスク管理規程(※新たに制定予定)」等の業務規程に基づき、協会

の業務に関する様々なリスクを未然に防止するとともに、実際に損失が

発生した場合には、直ちに理事会及び理事長に情報が伝わる仕組みを構

築し、損失の最小化に努める。 

(2) 協会の財産の損失を防ぐために、協会財産の管理・運用に係る基準等

を定める。 

 

４ 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(法人

法施行規則第14条第3号関連) 

    理事の職務執行が効率的に行われるため、以下の取組みを行う。 

(1) 各事業年度のはじめまでに事業計画及び収支予算を定め、限られた経

営資源を効率的に活用する。 

(2) 定例理事会を月1回開催する。 

(3) 業務運営を円滑に行うため、理事長、常務理事、常任理事、協会の職

員等で組織する経営会議及び業務執行会議を定期的に開催し、理事長若

しくは常務理事又は常任理事の職務執行を効率的に行うための審議を行う。 

(4) 「経理規程」、「決裁処理規則」等の業務規程により、理事及び職員等

の職務執行が円滑に行われるよう、その基準を明確に定める。 

 

５ 監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項(法人法施行規則第14条第5号関連) 
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   監事から、監事の職務を補助すべき職員等の要請があった場合は、速や

かに監事補助人を配置し、監事補助人は監事の指示に従いその職務を遂行

する。 

 

６ 監事の職務を補助すべき使用人の理事からの独立性に関する事項(法人法

施行規則第14条第6号関連) 

   監事の職務を補助すべき職員等を置いた場合には、その独立性を確保す

るため、当該職員等の人事異動、人事考課等については、監事の意見を尊

重する。 

 

７ 理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に

関する体制(法人法施行規則第14条第7号関連) 

  理事及び職員等が、①法令、社会規範及び協会の規程等に違反し、又は

違反するおそれがある事項、②協会の社会的信頼又は事業運営の公平・公

正を失わせ、又は失わせるおそれのある事項、③その他、協会の業務又は

財産に重要な損害をおよぼすおそれがある事項を発見したときには、遅滞

なく監事に報告する体制を整備するとともに、当該体制を理事及び職員等

に周知徹底する。 

 

８ 監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制(法人法施行規

則第14条第8号関連) 

   監事の監査が実効的に行われるため、以下の取組みを行う。 

(1) 監事の求めに応じて、理事長、常務理事、常任理事、会計監査人等は、

定期的及び随時、監事と意見交換を実施する。 

(2) 監事は、経営会議、業務執行会議その他の重要な会議に出席できるも

のとする。 

(3) 監事は、職務執行の状況及び内部統制の実施状況を監査するために、

理事及び職員等に対して、いつでも報告を求めることができる。報告を

求められた理事及び職員等は、当該事項について速やかに報告を行う。 

 

以上 
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