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はじめに  

 
我が国では、昨年の東日本大震災による甚大な被害や、欧州の政府債務危機

を背景とした景気の下振れ、円高等の影響により、厳しい経済情勢が続いている。 

 
協会の著作権管理事業においては、社交場やカラオケ、放送等の分野で震災

による影響が残るものの、復調の兆しが見え始めており、また、ビデオグラム

やインタラクティブ配信が好調を維持するとみられることから、2012年度の徴
収額は、1,063億9千万円(前年度比101.5％)を見込んでいる。  
一方、分配額については、震災の影響を直接受けた前年度の徴収額を反映し、

1,047億4千万円(前年度比97.0％)を目標額とした。  

 
著作権保護に向けての動きとしては、2011年11月、我が国が参加に向け協議

に入ることとしたTPP協定1交渉の参加国間FTA2には、著作権の保護期間の延長

に関する事項が含まれている例があるとされている。また、協会が従前から解

消に向けて取り組んできた戦時加算義務の問題については、昨年国会において

国としての一つの課題として取り上げられた。これらについて、引き続き、関

係省庁等への働きかけを積極的に行う。  

 
こうした状況を踏まえ、多様化する音楽利用に迅速に対応し、新規分野の管

理や既存分野の使用料規定の見直しに積極的に取り組み、使用料徴収の維持、

拡大を図るとともに、分配の迅速性、正確性の一層の向上を図り、また、組織

運営においても、引き続き業務の見直し、効率化に取り組むこととする。  

 
2012年度の事業計画・収支予算は、以上の認識に立って、次の基本方針に基

づき策定することとした。  

 
                                                   
1 環太平洋パートナーシップ協定(Trans-Pacific Partnership agreement)。アジア太平洋
地域における高い水準の経済の自由化を目標に、2010年3月、米国、豪州、シンガポール、
チリ、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム及びペルーの8か国で交渉を開始し、現在
はマレーシアを加えた9か国で、知的財産分野を含め21の分野について協議が行われてい
る（我が国同様カナダとメキシコも協議への参加を表明している）。  

2 自由貿易協定 (Free Trade Agreement)。国や地域同士で決めた、主に輸出入や投資に関
する協定。これまでに我が国では10か国、1地域との間で協定が発効している。  
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１ 許諾・徴収 

万全な体制を整え新規分野の管理を遂行するとともに、既存分野の使用料

規定の見直しを積極的に行う。  
① 新規の利用分野について、昨年度に新たに管理を開始したフィットネス

クラブ、使用料規定を策定し今年度新たに管理を開始するカルチャーセン

ター、動画等配信(ダウンロード)については、新規定を着実に利用者に周知
し、管理を円滑に進める。  
また、音楽教室についても早期の合意を目指し利用者団体と協議を行う。 

② 既存の利用分野について、音楽の利用実態の変化に応じて使用料規定を

改定した演奏会等、映画録音については、利用者団体との連携を強化して

新規定への円滑な移行を図る。  
また、現在、利用者団体と使用料規定の改定協議を継続している映画上

映、ビデオグラム、出版、貸与、音楽配信等についても早期の合意を目指

す。  
③ 違法配信やインターネット・オークションでの違法複製物販売について

は、その抑制や発生の防止に向けて、対策を強化する。  
④ 管理の実効性や公平性を確保するため、無許諾利用者や滞納利用者への

対応を強化し、特に悪質な利用者に対しては、積極的に法的措置を講ずる。  
 

２ 分配 

分配の迅速性、正確性の向上を図るため、放送の全曲報告実現に向けた取組

などによって増加する曲目報告への対応を引き続き図るとともに、分配明細書

等の電子化に向けた取組を実施する。  
① 利用者から報告を受ける曲目の権利情報を特定するための方法を充実さ

せる。  
② 分配期ごとに発行している分配明細書のうち放送等、インタラクティブ

配信に係る項目について、細目情報を提供する。また、分配明細書の情報

を電子的に提供するための検討を行う。  

 
３ 著作権保護の拡充 

知的財産保護政策をめぐる国際的な動向についての情報収集を強化しつつ、
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引き続き以下に掲げる3つの懸案事項を重点施策と位置付け、その解決に向け
て取り組むほか、ネット上の違法利用への制度面での対策の具体化についても、

関係権利者、外国団体等と連携の上、国や関係省庁等へ働きかける。  
① 著作権の保護期間の死後70年への延長  
② 戦時加算義務の解消  
③ 私的録音録画補償金制度の抜本的見直し  

 
４ 広報 

2011年度に策定した「主要メディアを活用した広報の実施方針3」に沿って、

既存メディア、特にインターネットを活用した広報に注力し、対象とする世代

ごとにふさわしい方法によって、著作権制度の役割や正しい知識などを伝える

広報を行う。  

 
５ 東日本大震災の復興支援事業 

被災地の復興と音楽文化の振興を支援するため立ち上げた「こころ音
ね

プロ

ジェクト」に引き続き取り組む。 

  

                                                   
3 協会の現状に即した最適な広報活動を展開するため、主要メディアの評価を改めて検証
したもので、次の三つの方針からなる。  
・違法利用の防止やJASRACの役割等に対する誤解を正す  
・JASRACが目標としている施策を実現する  
・広範で多様な対象に向けてJASRACの役割等を着実に周知する  
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第１  徴収関係 

１ 演奏 

（1） 演奏等 

徴収目標額は、186億7千万円とした。これは、2011年度の徴収推定額
に比べ10億2千万円(5.8％)の増である。  
演奏会等については、演奏会の使用料率が経過措置の終了に伴い4％か

ら5％に引き上げとなること4、4月から新たに管理を開始するカルチャー
センターについては約1億円の徴収を推定していることなどから増収と
なる見込みである。  
社交場及びカラオケについては、震災に伴う使用料免除措置により

2011年度上半期における徴収額が減少したため、徴収推定額との対比で
は100%を上回る目標額となる。しかしながら、依然として震災の影響が
残るとともに、全国的な市場の縮小にも歯止めがかかっていないことか

ら、より効率的な管理を目指し、協定を締結しているリース事業者や利

用者団体との連携を一層強化する。また、使用料滞納への対応に一層注

力するとともに、法的措置5を積極的に実施し、徴収額の減少を抑えるよ

う努めていく。  
これらのほか、音楽教室に適用する使用料規定の新設や、映画上映に

関する使用料規定の改定に向けて、それぞれの利用者団体との間で協議

を行い、早期合意を目指す。  

                                                   
4  演奏会における演奏の使用料は、原則として総入場料算定基準額に使用料率を乗じて算
定する。使用料規程では使用料率を5％と定めているが、規定変更に伴う経過措置を設け
て2003年から段階的に引き上げることとしており、2009年4月から2012年3月までは4％
であった。  

5  民事調停、差止請求、支払督促、強制執行等  
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演奏等の目標額に関する種目別の内訳は、次表のとおりである。 

(金額の単位：千円) 
種 目  2012年度目標額  2011年度推定額  対比  

上演  10,215 10,497 97.3% 
演奏会等  

(カルチャーセンター) 
4,194,771 
(100,000) 

3,472,920 
(―) 

120.8% 
(―) 

社交場  1,829,003 1,813,359 100.9% 
カラオケ  12,374,582 12,064,794 102.6% 
ビデオ上映  270,000 291,237 92.7% 
合 計  18,678,571 17,652,810 105.8% 

(注 ) 推定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。  

 

（2） 放送等 

徴収目標額は、287億7千万円とした。これは、2011年度の徴収推定額
に比べ9億3千万円(3.4％)の増である。  

ア ＮＨＫ 

NHKが震災への対応の一環として被災者に対し受信料の免除を実施
したこと等により、使用料の算定基礎となる2011年度の放送事業収入
が減少すると推定され、徴収額については減収を見込んでいる。  
なお、2012年度に適用する使用料率については、NHKとの協議によ

り暫定的に2011年度と同率に据え置くこととしている。  

  イ 民間放送 

  （ｱ） 地上波 

使用料の算定基礎となる2011年度放送事業収入が、震災や経済情
勢の影響により減少する見込みであるものの、スポット広告6収入を

中心に回復の兆しも見え始め、減少幅が例年に比べ小幅であると推

定され、また、日本民間放送連盟(民放連 )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ることから、徴収額は増収となる見

込みである。  
                                                   
6 番組と無関係に単発で放送される広告  
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  （ｲ） 衛星波 

BS放送については、放送事業収入が増加傾向にあること、民放連
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ることな

どから、増収となる見込みである。  
CS放送については、放送事業収入が横ばいとなると見られており、

2011年度並みの徴収を見込んでいる。  
  （ｳ） ＣＭ放送 

CMで利用される管理著作物の放送使用料については、タイム広告
7の放送回数は依然として低調であるが、スポット広告が回復傾向に

あり、全体としてはCM放送回数が増加傾向にあることから、増収が
期待できる。  

（ｴ） 全曲報告実現への取組 

より正確な分配のために必要となる全曲報告 (放送で利用された全
曲目の電子的報告 )については、これまでの取組により、民放地上波
テレビキー局やFMラジオ局をはじめ多くの放送事業者において実
現している8。2012年度は、当年度内に全ての放送事業者からの全曲
報告を実現すべく、引き続き地方局やAMラジオ局などの未対応の放
送事業者に対して働きかける。  

 
放送等の目標額に関する種目別の内訳は、次表のとおりである。  

(金額の単位：千円) 
種 目  2012年度目標額  2011年度推定額  対比  

NHK・民放地上波 
(CM放送) 

26,154,318 
(5,372,000) 

25,288,407 
(5,008,192) 

103.4% 
(107.3%) 

民放衛星波  2,496,864 2,409,090 103.6% 
その他  125,309 140,251 89.4% 
合 計  28,776,491 27,837,749 103.4% 

(注 ) 推定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。  

 

                                                   
7 番組提供スポンサーの広告  
8  2011年度現在、民放193社227局のうち112社120局において全曲報告が実現している。 
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（3） 有線放送等 

徴収目標額は、41億1千万円とした。これは、2011年度の徴収推定額に
比べ4億1千万円(9.1％)の減である。 

  ア 有線ラジオ放送 

景気後退の影響を受け、市場の大半を占める飲食店や小売店の減少

に歯止めがかからず、減収を見込んでいる。 

  イ 有線テレビジョン放送 

2011年度推定額には2011年度分に加え2010年度分使用料の入金分
も含むことから9、2012年度は減収となる見込みである。  
しかしながら、加入者数は増加傾向にあり、使用料の算定基礎とな

る放送事業収入の増加が見込まれること、無許諾事業者や契約不履行

事業者に対する法的措置の実施も予定していることから、過年度分を

考慮しない単年度の使用料として比較すれば、前年度を上回ると推定

される。  

      
有線放送等の目標額に関する種目別の内訳は、次表のとおりである。  

(金額の単位：千円) 
種 目  2012年度目標額  2011年度推定額  対比  

有線ラジオ放送  717,520 778,409 92.2% 
有線テレビジョン放送  3,399,300 3,749,371 90.7% 

その他  1,848 2,052 90.1% 
合 計  4,118,668 4,529,833 90.9% 

(注 ) 推定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｡ 

 

 ２ 録音 

（1） オーディオディスク 

徴収目標額は、123億1千万円とした。これは、2011年度の徴収推定額
に比べ14億5千万円(10.6％)の減である。  

                                                   
9  利用者代表である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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CDシングル市場の勢いが持続する期待はあるものの、徴収額に大きく
影響するCDアルバム市場に明るい材料を見出せないため、全体としては
厳しい見通しである。申請漏れや使用料滞納への対応を強化し、徴収の

確保に努める。  
 

（2） ビデオグラム 

徴収目標額は、181億9千万円とした。これは、2011年度の徴収推定額
に比べ7億9千万円(4.6％)の増である。  

DVD市場が縮小する一方で、ブルーレイディスクの市場拡大が続くも
のとみられる。また、徴収額の大部分を占めるコンサートの模様を収録

した音楽ビデオが好調であることから増収となる見込みである。  
懸案となっている使用料規定改定については、ビデオグラムの低価格

化など流通環境の変化に対応するための合意形成を目指し、利用者団体

との協議を継続する。  
 

（3） 映画録音 

利用実態の変化に対応するための2012年4月1日からの使用料規定改定
を受け、利用者団体との連絡・協調体制を維持・強化し、新規定の円滑

な運用を図る。 

 

３ 出版 

徴収目標額は、10億4千万円とした。これは、2011年度の徴収推定額に比
べ7千万円(6.8％)の減である。  
出版不況が長引く中、楽譜出版の分野では、少部数の需要に応えることが

できるオンデマンド出版 10を積極的に活用するなどの動きが見られるが、徴

収増につながるような楽譜集の出版が見込まれず、見通しは厳しい。 

徴収面では、使用料滞納への対応に力を入れ、徴収の確保に努める一方、

利用実態の変化に対応した使用料規定の改定を目指し、利用者団体との協議

を継続する。 

 

                                                   
10  顧客からの注文の都度、印刷・製本を行うことで、在庫管理のリスクを低減する。 



 

9 
 

４ 貸与 

徴収目標額は、35億3千万円とした。これは、2011年度の徴収推定額に比
べ1億円(3.0％)の増である。 

CDレンタルについては店舗の大型化が進み、使用料の算定基礎となる貸
与回数の増加が見込めること、ビデオレンタルについては屋内消費志向に

よる需要の伸びが期待できることに加え、DVDからブルーレイディスクへ
の在庫入替えが進んでいることから、増収となる見込みである。  
使用料規定については、CDレンタルの使用料算出方法の見直し及びビデ

オレンタルの規定整備に向けて、利用者団体との協議を継続する。  
 

５ 複合 

（1） 通信カラオケ 

徴収目標額は、60億3千万円とした。これは、2011年度の徴収推定額に
比べ5千万円(0.9％)の減である。 

社交場市場の縮小と震災に伴う店舗減少により、端末設置台数の減少

は続いているものの、使用料の算定基礎の一つである情報料が高い端末

機器への移行が引き続き促進されていることから、2011年度並みの徴収
を見込んでいる。 

 

（2） インタラクティブ配信 

徴収目標額は、104億3千万円とした。これは、2011年度の徴収推定額
に比べ10億6千万円(11.4％)の増である。 

パソコンやスマートフォンでの利用に向けた音楽配信 (ダウンロード )
や動画投稿 (共有)サイトにおける動画等配信(ストリーム)は好調に推移し
ているが、従来型携帯電話(いわゆるフィーチャーフォン)向け着メロ・着
うた・着ムービーの落込みが大きい。  

2011年度に適用料率について利用者団体と合意し管理を開始した映
画・テレビドラマ等の配信や多様化するゲーム配信など、市場が拡大傾

向にある動画等配信(ダウンロード)の管理を推進する。また、クラウド11型

                                                   
11 「クラウド」という用語は、様々な場面で様々な意味で使用されていることから、明確
な定義は存在しないが、大まかには、「インターネット上に雲 (クラウド )のように浮かぶ
巨大なコンピュータ群 (サーバやストレージなど )を必要に応じて利用できるサービスの
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サービスなどの新たな利用形態について、適切かつ早期の許諾を行うこ

とにより、増収を図る。  
使用料規定については、利用態様の変化に対応できるよう改定を目指

す。  
また、報告される利用曲目が増加の一途をたどっていることについて、

楽曲の特定作業をより効率化するため、利用者に対して利用曲目報告の

精度を一層向上させるよう引き続き働きかける。  
 

インタラクティブ配信の目標額に関する種目別の内訳は、次表のとおり

である。  
(金額の単位：千円) 

種 目  2012年度目標額  2011年度推定額  対比  

音楽配信(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ) 5,830,000 5,132,281 113.6% 
着ﾒﾛ・着うた・着ﾑｰﾋﾞｰ 1,485,000 1,645,482 90.2% 
動画等配信 (ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ) 700,000 454,964 153.9% 
音楽配信(ｽﾄﾘｰﾑ) 760,000 716,910 106.0% 
動画等配信 (ｽﾄﾘｰﾑ) 1,200,000 1,020,775 117.6% 

その他  459,560 397,835 115.5% 
合 計  10,434,560 9,368,250 111.4% 

(注 ) 推定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｡ 

 

 

 

第２ 違法利用等への対応 

１ 演奏 

無許諾利用や使用料の滞納を続ける事業者に対しては、文書や面談を通

じて粘り強く説得に努めていく。とりわけ悪質な事業者については、法的

措置を積極的に講じる。 

 

                                                                                                                                                                   
形態」をいうとされている。音楽関連では、自分のパソコン等にダウンロードせずイン
ターネット上の音楽ファイルをストリーミングで聞く形式のサービス(「Spotify」等 )が、
欧米を中心に普及し始めている。  
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２ 録音・出版 

違法複製物の根絶へ向け、次の対応を行う。  
① 海賊版の製造者や販売者に対して不法行為等から生ずる損害金の支

払いを求めるとともに、これらに応じない悪質な事案については、警察

との連携を密にし、積極的に刑事告訴を行う。  
② インターネット・オークション事業者に対し、協会が把握した違法複

製物出品情報や出品者のユーザーアカウントの削除を要請する一方、違

法複製物出品情報のオークション事業者による自主的な削除対応につ

いても強化を求める。  
③ 輸入を水際で阻止するため、税関担当者の講習会に講師を派遣するな

ど税関との協力関係を維持・強化する。  
このほか、不法録音物対策委員会、不正商品対策協議会、楽譜コピー問題

協議会等との連携により、引き続き、違法複製物の撲滅に向けた啓発活動を

行う。  
 

３ インタラクティブ配信 

監視システム(J-MUSE)を活用し、侵害情報の効率的な発見・収集に努め
るとともに、発信者への警告メールの送信、プロバイダ責任制限法に基づ

くインターネットサービスプロバイダ(ISP)への侵害情報送信防止措置を求
める通知等の対応を取る。また、携帯掲示板等において、サイト運営者が

違法音楽ファイルのアップロードを自動的に阻止することができる技術の

普及を目指す。  
ファイル共有ソフトを悪用した違法利用については、「ファイル共有ソ

フトを悪用した著作権侵害対策協議会」 (CCIF)が策定したガイドラインに
基づき、ISP等と協力の上利用者に警告メールを送信するなどして、違法利
用の抑止を図るとともに、違法利用が発見された大学等の教育機関に対し

ては違法利用を繰り返さないよう、防止の周知徹底を特に強く求める。  
また、広告収入を得ることを目的に違法な無料音楽配信サイトを運営し

て集客を図る者が後を絶たない。このため、こうした広告収入が得られる

メリットをなくすことで違法配信サイトの撲滅を図る観点から、広告事業

者の団体と連携し、違法配信サイトへの広告掲載の中止や広告料支払の停
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止などを求める。  
 

 

第３ 資料関係 

放送事業者やインタラクティブ配信事業者等が利用曲目報告を正確に行

うためには、管理作品に関する最新の情報を作品データベース検索システ

ム(J-WID)において迅速に公開することが特に重要となる。このため、委託
者に対して早期に作品届を提出するよう会報等を通じて引き続き働きかけ

るとともに、作品届オンライン受付システム等の改善を行い、利用の促進

を図る。  
また、協会が管理する内国作品の外国地域における効率的な管理のため、

外国団体宛に国際票12を送付するほか、CISネット13へ提供する作品の範囲

の拡大を図る。  
 

 

第４ 分配関係 

放送やインタラクティブ配信を中心に引き続き増加が見込まれる利用曲

目報告への対応については、利用楽曲の権利情報を特定するための自動照

合システムをはじめとする各システムの改善や、一般社団法人著作権情報

集中処理機構(CDC)との連携など各種方策をより一層推進するなどして、更
なる効率化に努める。  
また、分配の透明性を一層高める取組の一環として、委託者に提供して

いる著作物使用料等の計算書(分配明細書 )のうちインタラクティブ配信、放
送等に係る項目について、細目情報を提供する。あわせて、分配明細書の

情報を電子的に提供するための検討を行う。  
  

 

 

                                                   
12  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一つとして使用されている
標準書式  

13  CISACが開発した作品情報等のデータベースで、加盟する各団体の管理著作物情報を
ネットワーク上で共有し、CISAC加盟団体が相互に検索できるようにするもの。2011年
8月、同ネットを通じて内国作品約40万曲のデータが公開された。  
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第５ 会務関係 

 １ 信託契約  

ホームページに設けた権利者向け資料請求フォームへの誘導やパンフレ

ットの活用を通じて、信託契約の締結を積極的に働きかけ、信託者の増加

を図る。  

 
２ 情報の提供   

   協会を取り巻く現況、業務の最新情報等を伝えるため、会員・信託者に

対して毎月会報「JASRAC NOW」を送付するほか、会員・信託者がホーム
ページでも閲覧できるよう検討を開始する。  
また、2012年内に、けやきホールを利用して正会員向けに上半期の事業

報告会を開催する。  

 
３ 会員の福利厚生   

顧問弁護士による法律相談を随時受け付けるほか、確定申告に合わせた

税理士による税務相談を実施する。  
また、契約保養施設への宿泊やけやきホールの貸与サービスを、会員に

引き続き提供する。  
 

 

第６ システム関係 

１ 基幹システムの再構築 

現状の処理状況に対応すべく2005年度から着手し、順次実施してきた基
幹システムの再構築について、2012年度は、演奏等分配システムの新シス
テムへの移行作業を行う。また、既に再構築を終え稼働しているシステム14

について、業務の効率化につながる改善を実施しつつ、録音等の複製に関

する許諾請求分配システムについて、開発作業を進める。  

 
 

                                                   
14 作品・権利者データベースシステム、放送等分配システム及びインタラクティブ配信請
求分配システム  
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２ その他のシステム 

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

の受領を行う各種EDIシステムについて、引き続き機能の追加・改良を行い、
利便性の向上や業務の効率化を図る。  

 

 

第７ 著作権信託契約約款の見直し 

引き続き、信託契約約款改正委員会において、信託契約約款の信託法へ

の適合性の検証に関する事項、著作権の管理の留保又は制限に係る規定 (約

款11条及び経過措置 )の問題点の検討と見直しに関する事項等の諮問事項
について検討を進める。  

 

 

第８ 著作権の保護に関する取組 

１ 保護期間の延長及び戦時加算義務の解消 

2011年11月、我が国が参加に向け協議に入ることとしたTPP協定交渉の
参加国間FTAには、著作権の保護期間の延長に関する事項が含まれている
例があるとされており15、今後の動向が注目される。また、従前から協会が

解消に向けて取り組んできた戦時加算問題については、2011年12月の衆議
院の外務委員会における国際情勢に関する議論の中で、解消を求める意見

が出された。  
こうした動きの中、保護期間の延長及び戦時加算義務の解消の実現に向け、

音楽議員連盟や文化芸術推進フォーラム16の活動を通じるなどして、関係団

体等との緊密な連携を取りながら、CISAC決議17を前提とした外国団体等と

の国際連携を生かして、国や関係省庁等への働きかけを積極的に行う。  

 

                                                   
15 国家戦略室が公表した資料「ＴＰＰ協定交渉の分野別状況 (平成 23 年 10 月 )」による。 
16 2002年1月、「文化芸術振興基本法」の制定を契機とし、文化芸術が豊かに息づく社会
づくりに貢献する活動を進めるため、協会など文化芸術に関係する団体によって設立さ
れた。2012年2月現在、12の団体で構成されている。  

17 2007年6月開催のCISAC総会において全会一致で採択された、CISAC加盟団体がその会
員に対し戦時加算の権利を行使しないよう働きかけることを要請するなどを決議したも
の  
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 ２ 違法利用に対する制度面からの取組 

政府が2003年から毎年とりまとめている「知的財産推進計画」でも繰り
返し対応強化の必要性を強調してきている違法利用対策については、技術

的な対応だけでなく、フランスや韓国のいわゆるスリーストライク法18や米

国で議論されているSOPA法案19及びPIPA法案20のように、法的な対応も合

わせて、我が国の実情に即した具体的な対策について検討を進める。 

 

３ 私的録音録画補償金制度の見直し 

補償金制度の見直しの議論については、2009年に文化審議会著作権分科
会で同分科会私的録音録画小委員会の報告書が提出されて以降、何らの進

展もなく、この間、録画補償金の支払をめぐってSARVHが東芝を提訴21す

る事態にまで至っている。  
このままでは現行補償金制度は有名無実のものとなってしまうことから、

改めて補償金制度を抜本的に見直し、私的複製により生じる権利者の不利

益が解消される制度作りに向け、著作権関係団体との連携強化、関係省庁

への働きかけなど、各種対策を講じる。  

 

 

第９ 国際関係 

協会が管理する内国作品が外国地域で利用される場合の管理を強化する

ため、次の対応を図る。 

① 相互管理契約を締結した外国団体に対するそれら楽曲の利用情報の

提供 

② 利用が見込まれる地域の管理団体との管理契約締結 

③  多くの管理団体が利用するCISネット 22の利便性向上についての

                                                   
18 著作物を違法ダウンロードした者に対して、政府機関が、一度目は電子メールで、二度目は書面
で警告を行った上で、三度目は裁判所が最長1年間のインターネット接続停止又は罰金を命じるこ
とができるようにする法律 

19 オンライン海賊行為防止法案 (Stop Online Piracy Act)。著作権侵害の可能性があると申
し立てられたサイトを司法省が容易に閉鎖できるようにする法案  

20 知的財産保護法案(Protect Intellectual Property Act)。ドメインが米国外にある侵害サ
イトについて、当該サイトへのアクセスの遮断等を求める権限を司法省に与える法案   

21 この訴訟では、一審に続き、知的財産高等裁判所における控訴審でもSARVH側の請求
を棄却する判決が下されたため、SARVHが上告及び上告受理申立ての手続を行った。  

22 15ページ「第3 資料関係」参照  
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CISACに対する要請 

 一方、アジア地域における著作権管理水準の向上を図るため、CISACア
ジア太平洋委員会やWIPO等の国際機関、文化庁等の行政機関と連携し、ア
ジア諸国の政府関係者や著作権管理団体の職員を対象とした研修等の実施

に協力する。  
 

 

第10 広報関係 

１ メディアの活用 

協会のホームページで協会の最新の取組、許諾手続の方法、分配の仕組

み、信託契約の内容、国際ネットワーク等に関する情報を分かりやすく提

供することで、協会への正しい理解を促進するとともに、財務諸表等の公

開を通じて業務の透明性をアピールする。  
このほか、新聞、雑誌等を活用し、小学生や中高生など対象を明確にし

た上で、協会業務への理解促進、違法利用の抑止に加え、戦時加算義務の

解消等の重点施策に対する理解につなげるための広報を積極的に行う。 

 
２ ＪＡＳＲＡＣ賞  

  分配額が多かった作品の作詞者、作曲者及び音楽出版者について、その

功績と栄誉を称え表彰する「JASRAC賞」は、2012年度で第30回の節目を
迎える。このことを協会業務の理解促進に役立てるべく方策を検討する。 

 

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、大学院や

大学への寄附講座を開設する。また、著作権教育を支援するための教職員

向けのゼミナールを実施するとともに、著作権や著作権制度をテーマにし

たシンポジウムを開催する。  

  
４ 音楽文化の振興に向けた取組 

 世界各国の音楽文化を演奏や映像を交えて紹介する講座「ミュージッ

ク・ジャンクション」、制作の舞台裏を紹介しながら著作権の大切さを知っ



 

17 
 

てもらう「音楽職人が創るステージ」、昭和の音楽史に足跡を残した作家の

作品や創作にまつわるエピソード等を紹介する「昭和の歌人たち」といっ

た演奏会について、これまでの内容・効果等を検証し、その結果を活かし

ながら実施する。  
 

 

第11 その他 

 １ こころ音
ね

プロジェクト 

震災の被災地の復興と音楽文化の振興を音楽作品によって継続的に支援

することを目的に2011年度に立ち上げた「こころ音
ね

プロジェクト」に引き

続き取り組む。  

会員・信託者が著作物使用料の一部を震災復興支援基金 (こころ音
ね

基金 )
に拠出する仕組みや、被災者の心の支援をするために会員・信託者が創作

した作品を募集してホームページ等で公開する取組 (こころ音
ね

うたアクト )
等への参加作品を引き続き募集するとともに、協会ホームページ、動画投

稿(共有)サイト、会報、パンフレット等を活用し、同プロジェクトの一般へ
の周知に努める。  

また、こころ音
ね

基金を用いた支援について、被災地・被災者の状況や需

要に応じた適切な方法を検討する。  
 

２ 公正取引委員会への対応 

2009年2月に公正取引委員会 (公取委 )が下した排除措置命令の取消しを
求めた審判について、2011年6月に審判手続が終結し、公取委から審決が出
される見込みであることから、その内容を詳細に検討の上、適切な対応を

図る。  
 


