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はじめに  

景気の先行きについては、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動等の懸

念材料はあるものの、輸出環境・企業収益・雇用情勢の改善等を背景に、回復

の動きが確かなものとなることが期待されている。  

2014年度の使用料徴収目標額は、オーディオディスク及びビデオグラムの徴

収が厳しい状況となることが予想される一方、ビジネスモデルの変化への対応

を進めているインタラクティブ配信、市場の活況が続くライブコンサートや重

点分野として管理強化に取り組むBGMなどで徴収の伸びが期待されることから、

全体として1,107億3千万円(2013年度目標額比103.0％)とした。  

一方、使用料分配目標額については、2013年度下半期の徴収の状況及び2014

年度上半期の徴収の見込みを考慮し、 1,085億 9千万円 (2013年度目標額比

103.4％)とした。  

使用料の徴収・分配業務の基盤となる著作物資料、分配資料等の情報の収集・

整備においては、委託者からの作品届等及び利用者からの利用曲目報告の提出

が共に増加しており、特に利用曲目については全量報告の普及拡大に伴い飛躍

的な増加が続いている1。こうした膨大なデータの処理につき精密性と効率性と

を両立させるため、限りある経営資源を最大限有効活用する取組を続けなけれ

ばならない。  

著作権法制上の問題に目を向けると、保護期間の延長、私的録音録画補償金

制度の見直し等の重要論点を始めとして様々な局面で利用の促進のみを偏重す

る議論が目立ち、著作権の保護の重要性を強く訴える必要がある。  

他方、公正取引委員会の排除措置命令2によって放送使用料の包括徴収が私的

独占(独占禁止法3条違反 )に当たるとされた問題については、同委員会自身が同

命令を取り消す審決3をしたものの、東京高裁がその審決を取り消す判決4を言い

渡し、これを不服として同委員会(被告 )及び協会 (参加人)がそれぞれ上訴してお

り、解決にはなお時間を要する状況である。  

   
1  2012年度の受付件数は、10年前 (2003年度 )の29倍強に当たる16億4,869万件に達した。 
2  公正取引委員会平成21年 (措 )第2号排除措置命令 (2009年2月27日付け ) 
3  公正取引委員会平成21年 (判 )第17号審決 (2012年6月12日付け ) 
4  東京高等裁判所平成24年 (行ケ )第8号審決取消等請求事件 (株式会社イーライセンスが

公正取引委員会を被告として東京高裁に提起した訴訟 )の判決 (2013年11月1日言渡し ) 
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2014年度の事業計画・収支予算の策定に当たっては、こうした状況を踏まえ、  

2013年度に着手した業務フローの見直しを推進し、その成果が最終的に委託者

全体に還元されるよう、将来を見据えて揺るぎない業務体制を構築することを

基本的な方針とした。  

この方針の下で2014年度に取り組む主な事業は、次のとおりである。  

１ 定款改正委員会の審議結果を踏まえ、公益社団法人又は一般社団法人のい

ずれとして存立すべきかについて、所要の検討を行う。  

２ 信託契約約款改正委員会の審議結果を踏まえ、いわゆる非一任型管理のあ

り方について、所要の検討を行う。  

３ 分配に関する国際基準の変更に伴う所要の対応を図るほか、分配方法の基

本的なあり方等に関する検討を行う。 

４ 分配のあり方や独占禁止法その他の関係法令上の留意点にも配慮しなが

ら、許諾・徴収業務の一層の合理化を進める。  

５ クラウドサービスなど新規分野及び新たな利用形態については、使用料規

定の新設・変更を積極的に推進し、既存の管理分野については、BGMの管

理体制を強化して対象施設・利用状況の変動に迅速かつ効率的に対応する。

新たな利用形態については、適正な分配方法を迅速に策定する。 

６ 作品届、出版者届、国際票等の著作物資料の件数増加に迅速かつ適切に対

応するため、業務処理方法の見直しなど、業務の効率化の推進を図る。  

７ インタラクティブ配信と放送を中心とした利用曲目報告の大幅な増加に

対応するため、一般社団法人著作権情報集中処理機構(CDC)等との連携を強

化し、効率的な新曲登録業務の構築を図る。  

８ インタラクティブ配信を始め各分野における違法利用の撲滅に向け、本

部・支部が一体となって関係団体との連携を図り、実効性のある発生防止策

の立案・実施に取り組む。  

９ 協会の存在と業務につきより広く理解と信頼を獲得するため、必要かつ適

切な範囲で業務内容等の情報発信を継続する。  



 

- 3 - 

１０ 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

的見直しなど、著作権制度上の懸案の解決に向けた活動を推進する。その際、

国際的な連携の強化を図る。  

１１ 2014年、協会の設立から75周年の節目を迎えることから、記念祝賀会

の開催、国際会議の招致等の記念事業を実施する。 

 

 なお、この事業計画・収支予算における2014年度の目標額・予算額は、2014

年4月1日の消費税率引上げ(5％から8％)に対応した金額を記載している。これと

対比される2013年度の目標額・予算額・推定額は、同年度の事業計画・収支予

算策定時の金額(消費税率5％)に基づき記載している。  
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第１ 徴収関係 

１ 演奏 

（1） 演奏等  

徴収目標額は、198億3千万円とした。これは、2013年度の徴収目標額

に比べ9億6千万円(5.1%)の増である。  

【種目別内訳】    (金額の単位：千円) 

種 目  2014年度目標額  2013年度目標額  対比  

上演  39,430 15,027 262.4% 

演奏会等  4,909,409 4,444,882 110.5% 

社交場  1,828,301 1,800,000 101.6% 

カラオケ  12,729,264 12,350,000 103.1% 

ビデオ上映  330,791 266,000 124.4% 

合 計  19,837,195 18,875,909 105.1% 

演奏会等については、コンサート市場の好調を受け、効率的な許諾請

求に取り組み、着実な増収を図る。  

社交場については、市場が緩やかな回復傾向にある中、利用状況を迅

速に把握して契約交渉を行うとともに、必要に応じて各種法的措置を実

施し、適正な管理に努める。  

カラオケについては、カラオケ社交場市場の縮小が小幅になっている

こと、大手広域事業者を中心にカラオケ歌唱室の新規出店が好調を維持

する見通しであることなどから、許諾契約締結業務を円滑に進めるとと

もに、使用料滞納への早期対応を図り、徴収の確保に努める。  

音楽教室等における演奏等並びにパチンコ機及びインターネットカフ

ェ等におけるビデオ上映の管理開始に向けて使用料規定を整備し、映画

上映規定を利用実態に即した内容に変更するため、それぞれの利用者団

体と協議を進める。  

 

（2） 放送等 

徴収目標額は、303億7千万円とした。これは、2013年度の徴収目標額

に比べ9億8千万円(3.3％)の増である。  
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【種目別内訳】 (金額の単位：千円) 

種目  2014年度目標額  2013年度目標額  対比  

NHK・民放地上波   27,429,376 26,703,611 102.7% 

(うちCM放送) (5,680,000) (5,610,000) (101.2%) 

民放衛星波  2,863,613 2,607,448 109.8% 

その他  85,568 84,707 101.0% 

合計  30,378,557 29,395,766 103.3% 

ア ＮＨＫ・民放地上波 

使用料の算定基礎となる2013年度の放送事業収入は、NHKが受信料

値下げ (2012年10月実施 )の影響で減少する見通しである一方、民放地

上波はテレビにおける広告収入の好調を受け増加する見通しである。  

民放地上波におけるCMで利用される管理著作物の放送使用料 (CM

放送)は、企業収益の回復基調に伴い、堅調に推移するものとみられる。 

イ 民放衛星波 

使用料の算定基礎となる2013年度の放送事業収入は、CS放送が市場 

の縮小に伴い減少する見通しであるものの、BS放送は広告収入の好調

を受け増加する見通しである。また、BS放送については、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率の段階的な引

上措置が適用される。 

ウ 全曲報告実現への取組 

全ての放送事業者による全利用曲目の電子的報告 (全曲報告 )を実現

するために、未実施の事業者に引き続き働きかける。 

 エ 放送関係利用者団体等との協議  

 NHK、民放連、一般社団法人衛星放送協会等との間で、放送におけ

る利用実態の変化、技術の進歩等に対応する許諾条件等について協議

を継続する。 

 

 



 

- 9 - 

（3） 有線放送等 

徴収目標額は、46億4千万円とした。これは、2013年度の徴収目標額に

比べ3億6千万円(8.6％)の増である。  

有線ラジオ放送については、店舗等での利用離れが進んでいることか

ら使用料の算定基礎となる事業収入が減少する見込みであるが、有線テ

レビジョン放送については、ケーブルテレビの契約者数の増加により使

用料の堅調な伸びが期待できる。  

有線テレビジョン放送について、使用料支払年度の正常化に向け、事

業者への働きかけを推進する。  

 

（4） ＢＧＭ 

徴収目標額は、6億円とした。これは、2013年度の徴収目標額に比べ1

億2千万円 (26.0％)の増である。  

BGM の製作・供給を行う事業者団体から利用店舗の情報を効率的に収

集するとともに、利用者団体等を通じて適正利用の周知を図るなど管理

強化を継続し、増収を図る。  

 

 

 ２ 録音 

（1） オーディオディスク 

徴収目標額は、125億5千万円とした。これは、2013年度の徴収目標額

に比べ1億9千万円(1.5％)の減である。  

マイク一体型カラオケなど好調を維持している利用もあるものの、

2012年に上向いたCDの生産数量・金額が再び減少傾向を見せていること

などから、厳しい状況となることが見込まれる。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、193億5千万円とした。これは、2013年度の徴収目標額

に比べ4億6千万円(2.3％)の減である。  

ヒット映画のビデオ化など一部の利用に伸びが期待できるものの、音
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楽ビデオでの利用が減少傾向にあることから、全体としては厳しい見通

しである。  

ビデオソフト全般の低価格化などに対応するため、2015年4月の実施を

目標として、使用料規定の変更について利用者団体との協議を進める。  

 

 

３ 出版 

徴収目標額は、11億8千万円とした。これは、2013年度の徴収目標額に比

べ2千万円 (1.8％ )の増であるが、消費税率の引上げを反映したことによる。 

楽譜・書籍・雑誌市場の縮小が続く中、使用料規定を26年ぶりに変更し

て現在の利用の実態に即した形に改めることにより、徴収の確保に努める。 

 

 

４ 貸与 

徴収目標額は、36億4千万円とした。これは、2013年度の徴収目標額に比

べ1千万円 (0.4％ )の増であるが、消費税率の引上げを反映したことによる。 

店舗数が減少傾向にある中、貸レコードに係る使用料規定の変更5に伴う

利用状況報告の徹底を図るとともに、貸ビデオに係る使用料規定の整備に

向けて、利用者団体と協議を進める。  

 

 

５ 複合 

（1） 通信カラオケ 

徴収目標額は、66億2千万円とした。これは、2013年度の徴収目標額に

比べ5億円 (8.2％)の増である。 

使用料の算定基礎となる情報料の高額な機種への移行が続く見通しで

ある。 

   
5 貸与回数に応じた定額方式から、営業収入に一定率を乗じた額を基本使用料に加算する

方式に変更するとともに、分配精度を高めるため貸出データ全量を報告させることとし

た (2013年4月実施 )。なお、上記一定率については、使用料額の激変緩和のため2年ごと

に段階的に引き上げることとしており、2014年度は2013年度と同率である。  
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（2） インタラクティブ配信 

徴収目標額は、90億5千万円とした。これは、2013年度の徴収目標額に

比べ7億5千万円(9.0％)の増である。  

【種目別内訳】 (金額の単位：千円) 

 種目  2014年度目標額 2013年度目標額  対比  

 ダウンロード     

 音楽配信  3,883,799 4,364,677 89.0% 

 着ﾒﾛ・着うた・着ﾑｰﾋﾞｰ 281,444 737,983 38.1% 

 動画等配信  730,152 422,420 172.8% 

 ストリーム     

 音楽配信  1,063,211 541,880 196.2% 

 動画等配信  2,221,256 1,784,933 124.4% 

 その他  878,397 456,235 192.5% 

 合計  9,058,259 8,308,128 109.0% 

ダウンロード形式の音楽配信については、パソコン、スマートフォン

等向けサービスが好調を維持しているものの、着信音サービスを始めと

する従来型携帯電話向け音楽配信が大きく縮小を続けているため、使用

料の減少が避けられない。  

他方、スマートフォン向けのビデオオンデマンドサービス6や動画投稿

(共有 )サイトを始めとする動画等配信、定額聴き放題サービス 7などのス

トリーム形式の音楽配信は好調を維持する見通しである。  

クラウドコンピューティング 8などに対応するための使用料規定の新

設・変更について、利用者団体との間で協議を重ね、2014年度内の実施

を目指す。  

 

 

 

   
6  ユーザーのリクエストに応じて映像コンテンツを配信するサービス  
7  月額又は年額の定額料金を支払うことで、当該サービスが品揃えしている全ての楽曲を

いつでも何度でも視聴することができるサービス  
8  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サービス  
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６ 補償金 

   徴収目標額は、2千7百万円とした。これは、2013年度の徴収目標額に比

べ5百万円 (15.5％)の減である。  

  私的録音補償金については、対象となる特定機器及び特定記録媒体の出

荷数の減少が続くことが予想される。  

  私的録画補償金については、2012年に最高裁が一般社団法人私的録画補

償金管理協会 (SARVH)の上告を棄却したため、2013年度以降、機器・媒体

メーカーからの補償金収入は途絶えている。  

 (私的録音録画補償金制度の見直しに向けた取組については、「第8 著作権の

保護及び制度の整備に関する取組」参照 ) 
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第２ 違法利用等への対応 

１ 演奏 

 文書、面談等による粘り強い交渉に努め、悪質性、費用対効果などを考

慮の上、入念な準備を基に各種法的措置を実施し、無許諾利用及び使用料

滞納の解消を図る。 

 

２ 複製 

（1） 違法複製物に関する情報を収集し、必要に応じて製造業者や販売業者

に対する法的措置を実施するなどして、流通防止と損害金の回収に努め

る。 

（2） 日本関税協会知的財産情報センターの活動に参加し、情報を収集する

とともに、引き続き税関担当者との協力関係を維持することにより、違

法複製物の流通を水際で阻止する。 

（3） オークションサイトにおける違法複製物の流通を阻止するため、オー

クション事業者に対して出品情報及び出品者IDの削除要請を行う。さら

に、インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会と連携し、オーク

ション事業者が削除要請を待たずに、自主的に削除を行う体制の構築を

図る。 

（4） 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

等と連携の上、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 

（1） 監視システム(J-MUSE)を活用して侵害情報の収集に努め、侵害行為を

行っているユーザーに警告メールを送信するほか、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、インターネットサービスプロバイ

ダ(ISP)に対して送信防止措置を講じるよう通知する。  

（2）  ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害に対する監視体制を更に強

化し、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)9が策

   
9 協会を始めとする権利者団体やISP事業者団体などで構成され、関係者が取り得る侵害

防止策や必要な手続を定めている。  
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定したガイドラインに基づきISP等と連携して、侵害行為を行っているユ

ーザーに警告を行う。また、構内ネットワーク上での学生等による侵害

行為が確認された大学等に対しては、警告文書を送付し、侵害防止策を

講じるよう要請する。  

（3） 日本アフィリエイト協議会との協定10に基づき、違法配信サイトやリー

チサイト11に対する広告掲載及び広告料支払の停止を要請する。  

（4）  中高生による著作権侵害を防止するため、各地の教育委員会の協力を

得て、中学校・高等学校にリーフレットの配布等を行い、インターネッ

ト上の著作物の適正利用について啓発する。 

 

 

第３ 資料関係 

正確かつ円滑な許諾・徴収・分配業務を実施するため、作品届の早期提

出及び作品届オンライン受付システムの利用を委託者に働きかける。  

協会が管理する内国作品の外国地域における利用については、相互管理

契約に基づく管理が的確に行われるよう、外国団体への国際票12の提供に加

え、CISネット13への定期的な作品情報の登録・更新を行う。  

また、CISAC決議 14に基づき、日本地域で利用された外国作品の情報を

CISネットへ提供する。 

 

   
10  広告収入を得ることを目的として違法配信サイトを開設・運営する者が増加している

ことなどから、サイト運営者、広告主、広告代理店等で構成される日本アフィリエイト

協議会と協定を締結し、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等の著作権侵害対策を実施している。  
11  自身のサイトにはコンテンツ等を掲載せず、他のサイトに蔵置された著作権侵害ファ

イルへのリンクを提供し、利用者を誘導することを目的としたサイト  
12 相互管理契約を締結する団体の間で、作品情報を相互に提供する方法の一つとして使

用されている標準書式  
13 加盟団体が管理する著作物の情報等をネットワーク上で共有するため、CISACが開発

した作品情報等に関するデータベース。協会は、2009年6月のCISAC総会決議に基づき、

2011年8月にデータ提供を開始した。  
14  2013年6月のCISAC総会において、加盟団体に対し、各団体の管理地域内で利用実績

があった外国作品の情報をCISネットへ提供することが義務付けられた。  
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第４ 分配関係 

１ 利用曲目報告の増加への対応 

インタラクティブ配信及び放送を中心とした利用曲目報告の大幅な増加

に対応するよう事業者の報告方法や協会における曲目データの照合作業な

どの見直しを図るほか、一般社団法人著作権情報集中処理機構(CDC)との連

携を強化することなどにより、効率的な分配業務を実施する。  

 

２ 分配方法の検討 

分配に関する国際基準の変更に伴う所要の対応を図るほか、分配方法の

基本的なあり方等に関する検討を行う。  

 

 

第５ 会務関係 

 １ 信託契約の締結等 

インターネット上のライブ番組、パンフレット等を活用し、会員・信託

者の自由度を高めるため2013年に変更した著作権信託契約約款の内容 15を

周知する等して、会員・信託者の増加を図る。  

 

 ２ 会員に対する情報の提供  

 （1） 協会が行う事業に関する情報等を提供する会報「JASRAC NOW S.Q.

N」を発行する。また、会員専用のウェブサイト開設に向けて検討を進め

る。  

 （2）「利用明細データ提供システム (試用版 )」による放送等及びインタラク

ティブ配信に係る利用明細情報の提供を継続するとともに、分配明細情

報に係る基本的な項目のデータによる提供を開始する。  

  

 

 

   
15 演劇、ゲーム等用の委嘱作品に係る管理の留保又は制限に関する規定の新設、指し値

を可能とする利用形態に広告利用目的の出版を追加など  
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第６ システム関係 

１ 基幹システムの再構築 

通信カラオケシステム16、AVDBシステム17等の開発作業を進め、2014年度

中に稼働する。 

また、再構築を終え既に稼働しているシステムについて、業務の効率化に

つながる改善を実施する。 

 

２ その他のシステム 

作品届や許諾申請等の受付を行う各種EDI(電子データ交換 )システムに

ついて、費用対効果を検証の上、機能の追加・改良を行い、利便性や業務

効率の向上を図る。 

 

 

第７ 組織・業務に関する検討 

定款改正委員会の審議結果を踏まえ、公益社団法人又は一般社団法人の

いずれとして存立すべきかについて、所要の検討を行う。  

信託契約約款改正委員会の審議結果を踏まえ、いわゆる非一任型管理の

あり方について、所要の検討を行う。  

 

 

第８ 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及び戦時加算義務解消に向けた取組 

保護期間の国際調和を実現するため、保護期間の延長及び戦時加算義務

の解消に向け、関係省庁等に対して積極的な働きかけを行うとともに、新

聞広告等を活用して広く一般に向けてこの問題の周知を図る。  

 

 ２ 私的録音録画補償金制度の見直し 

現行の補償金制度が実質的に機能していないことから、協会を含む

Culture First推進85団体が2013年11月14日に表明した「新たな補償制度創

   
16  業務用通信カラオケ使用料の分配計算システム  
17  劇場用映画等のキューシート情報のデータベースシステム。放送や上映使用料の分配

計算及びビデオグラムの使用料請求・分配計算に用いる。  
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設に係る提言」に基づき、権利者団体間で協議を進め、立法化を目指し、

同制度について検討を行っている文化審議会等に積極的に働きかけを行う。 

 

 

第９ 国際関係 

１ 外国地域における利用に関する施策 

（1） 外国地域における利用に関する情報を積極的に入手し、委託者から寄

せられる情報と併せて外国団体に提供する。特に、利用の増加が見込ま

れる日本の放送番組18については、番組情報及びキューシートを重点的に

収集し、提供する。 

（2） 外国団体との相互管理契約の締結を推進する。 

（3） 複数の国・地域にまたがる音楽配信の管理体制のあり方について、外

国団体との間で検討を継続する。  

（4） CISACアジア太平洋委員会、国際機関 (WIPOなど )及び行政機関 (文化

庁など)と連携し、アジア地域の著作権管理水準の向上を図る。  

 

 ２ その他 

CISAC/BIEMの各国際会議において、情報の収集・提供、新たな基準作

りへの協力等を積極的に行う。  

 

 

第10 広報関係 

 １ 主要メディア等を活用した広報 

  若年層を主な対象として、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネッ

ト等の各種メディアやイベント等を活用した広報を展開し、著作権制度や

協会の役割について周知を図る。また、協会ホームページにおける情報公

開に努め、会員・信託者、利用者等の協会業務に対する正しい理解を促進

する。  

   
18  2013年6月に知的財産戦略本部が策定した知的財産政策ビジョン及び知的財産推進計

画2013に掲げられた施策に基づき、同年8月に一般社団法人放送コンテンツ海外展開促

進機構が設立された。今後、日本の放送コンテンツや関連製品等の海外展開事業への同

機構による支援が実施される見込みである。  



 

- 18 - 

２ ＪＡＳＲＡＣ賞及び定例記者会見 

2013 年度の分配額上位作品の著作者及び音楽出版者を表彰する。贈呈式

にはマスコミ関係者を招き、同日、定例記者会見を行う。  

 

３ 著作権思想の普及に資する取組 

知的財産権分野の人材育成に寄与するため、引き続き、大学・大学院に

おいて奨学研究会、寄附講座及び寄附科目を開設するほか、著作権思想の

普及を目的としたシンポジウムを開催する。  

 

４ 音楽文化の振興に資する取組 

  昭和時代に活躍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「日本の歌謡史を彩った作家達 昭和の歌人たち」、若年層に生演奏を鑑

賞する機会を提供する「少年少女のための音楽鑑賞会～音楽職人が創るス

テージ～」を開催する。 

 

 

第11 その他 

１ こころ音
ね

プロジェクト 

東日本大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

組を引き続き実施する。  

プロジェクトによって集まった震災復興支援基金「こころ音
ね

基金」につ

いては、時宜にかなった支援の実施に向け、その具体的な方法について更

に検討を重ねる。  

 

２ 創立75周年記念事業に向けた取組 

 2014年、協会は1939年の設立から75周年を迎えることから、記念事業と

して、会員、関係省庁、国会議員、法学者、弁護士、利用者団体、関係権

利者団体等を広く招き、感謝の意を表するため記念祝賀会を開催するほか、

CISAC理事会、BIEM執行委員会及びCISACアジア太平洋委員会を招致す

るなど関連事業を適宜実施する。  
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３ 公正取引委員会への対応 

（1） 審決取消請求事件19 

2013年11月1日、東京高裁が株式会社イーライセンスの請求を一部認容

し、審決を取り消す判決を下したことから、同月13日、協会は上告の提

起及び上告受理申立てを行った。  

東京高裁の判断は法令の解釈適用を誤ったものであり、株式会社イー

ライセンスには本件訴訟の原告となる資格がない上に、審決を取り消す

べき理由もないことを最高裁に対し主張していく。  

（2） 事件記録閲覧謄写許可処分取消請求事件20 

2013年9月12日、東京高裁が協会の控訴を棄却する判決を言い渡したこ

とから、同月25日、協会は、上告の提起及び上告受理の申立て並びにこ

れに伴う執行停止の申立てを行った。  

本事件は協会の事業上の機密保持に関わる重要な事案であることから、

最高裁に対し適正な判断を求めていく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
19 2012年6月、公正取引委員会が協会に対する排除措置命令を取り消す審決を行ったこと

を受け、同年7月、株式会社イーライセンスが公正取引委員会を相手方として、この審決

の取消しを求める訴えを東京高裁に提起した。協会はこの訴訟への参加を申し立て、同

年9月、参加が認められた。  
20 公正取引委員会が協会に対する排除措置命令に係る審判の事件記録の謄写を株式会社

イーライセンスに許可したことを受け、2011年5月、協会はその許可処分の取消しを求

める訴えを東京地裁に提起したが、2013年1月、東京地裁が協会の請求を棄却する判決

を言い渡したことから、同年2月、協会は東京高裁に控訴していた。  
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