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はじめに 

景気の先行きについては、雇用・所得環境の改善が続き、緩やかな回復に向

かうことが期待される一方で、アジア新興国等の景気に下振れのリスクがあり、

その影響を受けることが懸念されている。  

このような経済情勢の下、成長が見込まれる定額聴き放題サービスにつき著

作権等管理事業法に基づく利用者団体との協議が整い本格的に徴収を開始する

こと(13頁)、演奏会等に係る業務の一層の効率化・迅速化及び社交場の管理強化

による増収が期待されること(7頁 )などの好要因がある一方で、録音、出版及び

貸与において市場の縮小が続くとみられること (10～12頁 )などから、2016年度

の使用料徴収目標額は、1,100億9千万円(2015年度目標額比99.9％)とした。  

使用料分配目標額については、2015年度下半期の徴収の状況及び2016年度上

半期の徴収の見込みを考慮し、1,093億8千万円(2015年度目標額比101.2％)とした。 

使用料徴収・分配業務の基盤となる著作物資料、分配資料等の収集・整備に

ついては、膨大なデータの処理につき精密性と効率性とをより高い水準で両立

させるため、業務処理方法の継続的改善に取り組む(16頁)。  

著作権保護期間の延長及び戦時加算義務の解消については、TPP協定の批准手

続等の動向を注視し、引き続き関係団体と連携して所要の働きかけを行う(18頁)。

私的複製に係る適正な対価の還元については、私的録音録画補償金に代わる新

たな制度の創設の必要性を文化審議会等で訴えていく(19頁)。  

放送使用料の包括徴収が私的独占(独占禁止法3条違反 )に当たるとして公正取

引委員会から排除措置命令を受けた件については、協会の審判請求を認めて同

命令を取り消した同委員会の審決を取り消す東京高裁判決が確定したことによ

り、同委員会の審判が再開され、解決にはなお時間を要する状況である(21～22

頁)。  

2016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、

音楽の利用の在り方が様々に変化していく中、新たな利用(定額聴き放題・見放

題サービス等)に係る市場の形成促進と既存の利用に係る管理の拡充とが委託者

の利益につながるとの見地に立って、協会に対する委託者、利用者等のニーズ

の変化に柔軟に対応することができる体制の整備を中長期的な視野で進めるこ

とを基本的な方針とした。  
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この方針の下で2016年度に取り組む主な事業は、次のとおりである。  

１ 今期定款改正委員会 (2016年度定時社員総会終結時に任期満了 )の審議経

過を踏まえ、社員資格・会員制度、会費制度等の論点につき議論を深め、必

要に応じ定款等の変更に向けた検討を行う。  

２ 今期信託契約約款改正委員会 (2016年度定時社員総会終結時に任期満了 )

の審議経過を踏まえ、委託者の自由度と管理の効率性・利用許諾の安定性と

のバランスに配慮しつつ、事業環境 (音楽の利用の在り方、他の管理事業者

の事業展開等)の変化に対応する著作権信託契約約款の在り方を検討する。  

３ 独占禁止法その他の関係法令に留意しつつ、包括許諾・包括徴収使用料の

在り方について、透明性の一層の向上を図る。  

４ 今期分配委員会 (2016年度定時社員総会終結時に任期満了 )の審議経過を

踏まえ、他の管理事業者の事業展開を見据えた分配方法の基本的な在り方に

ついて、検討を継続する。  

５ 情報通信技術の進展やサービスの多様化に対応した的確な管理業務を行

うため、使用料規定の整備に取り組む。  

６ BGMの継続的な管理強化、各種教室の管理推進など演奏権管理分野の一

層の拡充を通じて、徴収基盤の底上げを図る。  

７ 権利関係の変動が頻繁に生ずる外国作品については、作品届の受付・DB

更新業務をシステム化するなどの抜本的な改善に向け、2015年度に開始し

た検討に基づく施策を、その効果や実施可能性等を精査した上で、順次実施

する。  

８ 社交場の分配資料について、EDI(電子データ交換)による利用楽曲報告の

促進を図るとともに、多岐にわたる利用実態に応じた適切な資料の収集に努

める。  

９ 各分野の違法対策を関係団体と連携して推進する。とりわけインターネッ

ト上の違法利用に対しては、有効な発生防止策の立案実施に取り組む。  

１０ 私的複製に係る適正な対価の還元、著作権保護期間の延長、戦時加算義

務の解消、権利者不明の著作物の利用円滑化など、著作権制度上の懸案の解

決に向けた活動を推進する。  
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１１ 音楽ビジネスのグローバル化に適切に対応するため、CISAC(著作権協

会国際連合)、CIAM(CISAC音楽創作者協議会)等の国際組織、外国著作権管

理団体等との国際的な連携の強化を図る。  

１２ 協会の役割と業務内容につき、適切な範囲で情報の発信を継続して協 

会ホームページへの誘導を図り、より広く一般の理解と信頼を得るよう努め

る。  
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第１  徴収関係 

１ 演奏 

（1） 演奏等 

   徴収目標額は、207億9千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額

に比べ、1億6千万円(0.8％)の増である。   
        (単位：千円 ) 

種目  2016年度目標額  2015年度目標額  対比  

上演  49,906 41,356 120.7%

演奏会等  5,734,959 5,485,757 104.5%

社交場  1,987,592 1,851,615 107.3%

カラオケ  12,685,120 12,704,133 99.9%

ビデオ上映  333,415 545,949 61.1%

合計  20,790,992 20,628,810 100.8%

演奏会等については、催物開催情報の事前収集の徹底を図るなどして、

時機を逃すことなく、許諾請求業務を効率的かつ着実に実施する。  

社交場(社交場生演奏)については、音楽利用状況の迅速かつ的確な把握

に努め、ライブハウス、婚礼宴会場、ダンス教室等との契約締結業務を

一層推進するとともに、無許諾利用者に対する法的措置を積極的に実施

する。  

カラオケのうち、市場の縮小が続くことが見込まれるカラオケ社交場

については、協定締結リース事業者1との連携を更に強化して効率的な管

理を推進するとともに、使用料滞納の発生及び長期化を防ぐ取組を徹底

し、徴収の確保に努める。カラオケ歌唱室については、管理率100％の達

成に向けて、利用者団体等と連携して無許諾利用店舗に対する取組を強

化する。  

音楽教室における演奏等並びにパチンコ機器及びインターネットカフ

ェ等における上映の管理開始に向け、それぞれの利用者団体等との協議

を積極的に進める。  

 

                                                  
1  リース先店舗からの利用許諾契約の申込みを取りまとめることなどを内容とする業務

協定を締結している事業者  
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（2） 放送等 

徴収目標額は、310億9千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額

に比べ、1億5千万円(0.5％)の増である。  
       (単位：千円 ) 

種目  2016年度目標額  2015年度目標額  対比  

NHK・民放地上波  
   (CM放送) 

27,547,450)
(5,844,983)

27,793,064) 
(5,759,971) 

99.1%)
(101.5%)

民放衛星波  3,444,689) 3,053,575) 112.8%)

その他  100,763) 86,900) 116.0%)

合計  31,092,902) 30,933,539) 100.5%)

ア ＮＨＫ・民放地上波 

（ｱ） 放送等使用料(包括) 

2016年度の使用料の算定基礎となる各放送事業者の2015年度放送

事業収入の見通しは、次のとおりである。  

なお、2015年度から、放送事業者等との5者間での合意2に基づき、

放送番組における協会管理楽曲の利用割合を使用料に反映すること

としている。  

① NHK 

受信料収入の好調を受け、増加するものとみられる。  

② 民放地上波  

2014年に開催されたサッカーワールドカップブラジル大会の反

動で2015年の広告収入が落ち込んだことなどから、減少するもの

とみられる。       

（ｲ） ＣＭ放送使用料(曲別)3 

2016年8月に開催されるリオデジャネイロオリンピック・パラリン

ピックの効果等により、企業のCM出稿が増加するものとみられる。 

                                                  
2  文化庁の立会いの下、日本放送協会、一般社団法人日本民間放送連盟、株式会社ジャパン・ライ

ツ・クリアランス及び株式会社イーライセンスとの間で、放送分野における管理事業者の管理楽

曲の利用割合を反映した使用料算出方法(放送事業者が各管理事業者に提出する利用曲目報告のフ

ォーマットや利用割合算出基準の統一等)について協議(5者協議)を行い、2015年9月、放送番組に

おける各管理事業者の管理楽曲の利用割合を2015年度分以降の使用料に反映させること

で合意した。 
3  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  
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イ 民放衛星波 

CS放送において加入者数の減少傾向が見られるものの、BS放送の受

信料収入が好調に推移していることから、使用料の算定基礎となる各

放送事業者の2015年度放送事業収入が増加する見込みである。また、

BS放送について、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4が適用される。 

ウ 全曲報告5実現への取組 

全ての放送事業者による全曲報告実現に向け、未実施の放送事業者

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  

放送事業者が行う放送と通信が融合したサービス6への対応、他の管

理事業者の参入等を踏まえたより理解の得られやすい包括徴収の在り

方等について、NHK、民放連、一般社団法人衛星放送協会及び株式会

社WOWOWとの間で協議を行う。  

      

（3） 有線放送等 

徴収目標額は、45億6千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額に

比べ、6千万円(1.3％)の増である。  

有線ラジオ放送については、受信契約者数の減少に歯止めがかからな

いことなどから、使用料の算定基礎となる各有線放送事業者の2015年度

有線放送事業収入が減少するものとみられる。  

有線テレビジョン放送については、一般社団法人日本ケーブルテレビ

連盟との協定に基づく使用料率の段階的な引上措置7が適用される。同連

盟と連携しつつ、使用料の算定に必要な事業収入報告の提出を遅延して

いる事業者への対応を強化する。  

                                                  
4  2011年度から6年間かけて段階的に引き上げることとしており、2016年度が最終年度で

ある。  
5 放送で利用された全曲目の電子的報告  
6  放送時に見逃したテレビ番組をインターネット上で視聴することができるサービスや、

ラジオ番組を放送と同時にインターネットでも配信するサービスなどがある。  
7  2010年度から9年間かけて段階的に引き上げることとしており、2018年度が最終年度で

ある。  
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なお、有線ラジオ・テレビ放送に係る包括徴収使用料の在り方等につ

いて、利用者団体等との協議を行う。  

 

（4） 映画上映 

徴収目標額は、1億8千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額に

比べ、1千万円(6.2％)の増である。  

無許諾利用に対する対応を強化するとともに、利用実態の変化に対応

した使用料規定の変更に向け、利用者団体と協議を進める。  

 

（5） ＢＧＭ 

徴収目標額は、6億9千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額に

比べ、1千万円(2.7％)の増である。  

各生活衛生同業組合との業務協定締結を推進するとともに、BGMの製

作・供給事業者の団体から収集した市場の動向や利用店舗に関する情報

を活用して効率的な管理に努める。また、2015年度に続き、6月及び7月

をBGM手続推進月間と定め、無許諾利用店舗等に対する案内文書の発送、

電話・訪問による契約交渉及び法的措置を集中的に実施して、適法利用

を促進する。  

 

２ 録音 

（1） オーディオディスク 

徴収目標額は、107億3千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額

に比べ、8億8千万円(7.6％)の減である。  

CD生産実績の減少に歯止めがかからない中 8、2015年には大手事業者

による定額聴き放題サービス9が相次いで開始されるなど音楽の聴取方法

の多様化も進んでおり、依然として厳しい状況が続く見通しである。  

                                                  
8  一般社団法人日本レコード協会の調査によると、同協会加盟社のCD生産実績 (金額・数

量 )は、一時的に回復した2012年を除き、1999年以降減少を続けており、2015年10月時

点での生産実績 (金額・数量 )も、2014年同期比98％となっている。  
9 月額等の定額料金を支払うことで、当該サービスが提供している全ての楽曲をいつでも

何度でも聴くことができるサービス。動画を視聴することができる定額見放題サービス

もある。  
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無許諾録音物の製作事業者や使用料滞納を続ける事業者への対策を強

化し、徴収の確保に努める。  

  

（2） ビデオグラム 

徴収目標額は、136億5千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額

に比べ、49億4千万円(26.6％)の減である10。  

スマートフォン・タブレット端末の普及や通信技術の発達が進む中、

動画投稿(共有)サービス、定額見放題サービス11等が好調を維持しており、

映像コンテンツのパッケージから配信への移行が更に進むものとみられ

る。  

ビデオソフトの低価格化など、利用の実態に合った使用料規定の変更

に向け、利用者団体との協議を継続し、2016年度中の実施を目指す。  

 

３ 出版 

徴収目標額は、9億3千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額に比

べ、1億9千万円(17.6％)の減である。  

2014年に過去最大の落ち込みを見せた書籍・雑誌の販売金額が2015年も

同規模の縮小傾向で推移しており12、2016年以降も引き続き厳しい状況が

続くものとみられる。 

 

 

                                                  
10  2016年度の徴収目標額が2015年度に比べ大幅に減少しているのは、使用料規程を一部

変更し (2016年4月1日実施 )、「広告目的で行う複製」及び「ゲームに供する目的で行う複

製」に係る節を新設したことに伴い、予算上も対応した科目 (「特定目的複製」並びにそ

の内訳としての「広告目的複製」及び「ゲーム目的複製」)を新設し、2015年度まで「ビ

デオグラム」に計上していたゲーム、パチンコ等を「ゲーム目的複製」に移管するため

である。  
11 脚注9参照  
12 公益社団法人全国出版協会の調査によると、2014年の書籍･雑誌 (紙媒体 )推定販売金額

は1兆6,065億円で、1950年の統計開始以来最大の落ち幅となる4.5％減であった。これ

は、ピーク時の1996年と比べると、約60％程度の市場規模である。2015年 (1月～6月 )

も、2014年同期比4.3％の大幅減で推移している。  
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４ 特定目的複製13 

（1） 広告目的複製 

徴収目標額は、17億8千万円とした。  

広告市場は堅調に推移している14ものの、広告目的複製については、協

会管理楽曲の利用の多寡、委託者が定める使用料の額(指し値)等によって

徴収額が大きな影響を受ける分野である。  

 

（2） ゲーム目的複製 

徴収目標額は、42億5千万円とした。  

パチンコ機器への複製が減少傾向にあることに加え、スマートフォン

等の普及に伴い家庭用ゲームのパッケージから配信への移行が更に進む

ものとみられる。  

 

５ 貸与 

徴収目標額は、33億5千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額に比

べ、2億8千万円(8.0％)の減である。  

貸レコード、貸ビデオともに店舗数の減少が続くものとみられる。  

貸ビデオの使用料規定整備に向け、利用者団体と協議を継続し、早期合

意を目指す。  

 

６ 複合 

（1） 通信カラオケ 

徴収目標額は、70億6千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額に

比べ、3億2千万円(4.8％)の増である。  

通信カラオケ機器の旧機種から新機種への移行が続いていることから、

使用料の算定基礎となる情報料が増加するものとみられる。 

 

 

                                                  
13  2016年度に新設する科目である (脚注10参照 )。  
14 電通グループの調査会社が2015年9月に公表した資料によると、2016年の広告費予想

成長率はプラス1.6%である。  
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（2） インタラクティブ配信 

徴収目標額は、100億4千万円とした。これは、2015年度の徴収目標額

に比べ、11億2千万円(12.7％)の増である。  

       (単位：千円 ) 

種目  2016年度目標額  2015年度目標額  対比  

音楽配信  

ダウンロード  3,639,750 3,934,779 92.5%

ストリーム  972,000 1,234,283 78.8%

サブスクリプション15 810,000 421,712 192.1%

動画等配信  

ダウンロード  1,350,000 719,994 187.5%

ストリーム  2,997,951 2,365,712 126.7%

その他  274,730 238,536 115.2%

合計  10,044,431 8,915,016 112.7%

(注)  音楽配信ストリームが2015年度比78.8％にとどまっているのは、2015年度までス
トリームの区分に計上していた定額聴き放題サービスの一部をサブスクリプション
の区分に移管したためである。また、定額見放題サービスについては、動画等配信
ダウンロード又はストリームの区分に含めて計上している。 

ア 音楽配信 

従来型の曲別課金サービス(ダウンロード)が縮小傾向にある中、拡大す

る定額聴き放題サービスの取扱いについて利用者団体と合意に至り16、過

去分の使用料も含め2016年度から本格的に徴収を開始する。  

イ 動画等配信 

定額見放題サービス、スマートフォン向けゲーム配信、動画投稿(共有)

サイト等が好調を維持するものとみられる。  

ウ 規定整備に向けた取組 

技術の進展とそれに伴うサービスの多様化に対応するため、インタラ

                                                  
15  月額や年額などで定められた定額のサービス利用料を支払うことで、契約期間に限り

楽曲等を視聴できるサービス。契約期間終了後は楽曲等の視聴はできない。  
16  2015年12月、上記合意に基づき変更した使用料規程を文化庁長官に届け出た (2016年2

月1日実施 )。  
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クティブ配信に係る使用料規定全体の整備に向けた協議を利用者団体と

の間で継続する。  

 

７ 私的録音補償金 

目標額は、8百万円とした。これは、2015年度の目標額17に比べ、4千万

円(82.4％)の減である。  

現在私的録音に利用されている機器・媒体の多くが補償金の対象として

指定されていないことなどから、大幅な減少が見込まれる。  

なお、私的録画補償金制度については、2015年3月31日付けで一般社団法

人私的録画補償金管理協会 (SARVH)が解散したことにより、完全に機能を

停止している。  

 (私的録音録画補償金制度に代わる私的複製に係る適正な対価の還元に向

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) 

 

 

第２ 違法利用等への対応  

 １ 演奏 

使用料の滞納について、滞納期間が短い段階においても民事調停等の法

的措置を積極的に実施して早期解消を図る。滞納額が大きい事業者に対し

ては、利用許諾契約を解除した上で法的措置を実施するなど、厳正に対処

する。 

また、無許諾利用者に対する粘り強い交渉を継続し、悪質性の高い場合

には、積極的に法的措置を実施する。  

２ 複製 

（1） 違法複製物の製造者や販売者に対して製品の廃棄や損害金の支払を求

めるほか、流通の規模、悪質性等を考慮した上で、刑事告訴などの法的

                                                  
17 2013年度、2014年度出荷分の特定機器及び特定記録媒体に係る補償金額。一般社団法

人私的録音補償金管理協会 (sarah)と記録媒体メーカーとの間で補償金額の算出方法を

巡る協議が継続し、sarahへの2014年度分の支払が滞ったことから、過年度分の補償金

額を計上した。  
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措置を実施する。 

（2） 税関担当者向けの研修に職員を講師として派遣するなどして連携を強

化するほか、日本関税協会知的財産情報センター(CIPIC)の活動に参加し

て情報交換を行い、違法複製物の流入を水際で阻止する。  

（3） オークションサイト運営事業者、権利者団体等で構成するインターネ

ット知的財産権侵害品流通防止協議会(CIPP)と連携し、海賊版出品情報

の削除に努める。  

（4） このほか、不法録音物対策委員会、不正商品対策協議会(ACA)、楽譜コ

ピー問題協議会(CARS)等の活動に協力し、違法複製物の撲滅・発生防止

に資する調査・啓発活動を継続する。  

３ インタラクティブ配信 

（1） 違法利用情報監視システム(J-MUSE)によってインターネット上の著作

権侵害行為を検知し、侵害者に対し利用許諾契約の締結や侵害行為の停

止を求める。また、侵害者の連絡先等が不明な場合は、インターネット

サービスプロバイダ(ISP)に対し、プロバイダ責任制限法著作権関係ガイ

ドラインに基づき送信防止措置を講ずるよう要請する。  

（2） 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、侵害者へ違法音楽ファイル等の削除を求める

通知をするようISPに要請する。  

（3） 日本アフィリエイト協議会と連携して18、違法サイトへの広告掲載・広

告料支払の停止を図るとともに、同協議会以外の広告事業者団体との協

定締結を目指す。  

（4） スマートフォン等の普及が進む若年層に対する広報事業強化(「第10 広

報関係」参照)の一環として、地域の教育委員会等の理解を得て、インタ

ーネット上での正しい著作物利用のルールを説明する啓発リーフレット

を中高生に配布する。  

 

                                                  
18 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の間

で協定を締結し、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することとしている。  
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第３ 資料関係 

許諾・徴収・分配を円滑に行うための基礎となる作品の権利関係を正確

かつ迅速に作品データベースに反映するため、委託者に作品届の早期提出

及び作品届オンライン受付システムの利用を働きかけるほか、音楽出版者、

外国の管理団体等を通じた情報収集に努め、作品関連情報の一層の充実を

図る。  

内国作品の外国地域における利用について、相互管理契約を締結する外

国の管理団体が的確に管理できるよう、各団体への国際票19の提供及びCIS

ネット20への作品データ提供を継続する。また、CISAC決議に基づき、日本

で利用された外国作品情報のCISネットへの提供を継続する。  

 

第４ 分配関係 

インタラクティブ配信のうち音楽配信については、大量の楽曲を配信す

る定額聴き放題サービスの増加により、利用曲目報告データが年間数千万

件増加する見込みであることから、自動照合システムを最大限活用し、利

用楽曲の特定作業を効率的に実施する。  

動画配信については、定額見放題サービスや放送番組の見逃し配信サー

ビス21等の拡大に対応するため、協会の持つ映像コンテンツ情報22の有効活

用、利用者へ公開しているJ-ARIA23の整備を実施する。  

さらに、音楽配信・動画配信の利用曲目報告の精度向上のために、一般

社団法人著作権情報集中処理機構(CDC)との連携をより強化する。  

また、分配委員会(2014年10月設置)の審議を踏まえ、分配方法の基本的

な在り方について検討を進め、必要に応じ、分配規程の整備を行う。  

 

                                                  
19 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  
20 加盟各団体の管理作品情報等をネットワーク上で共有するためにCISACが開発したデ

ータベースで、協会は、2011年8月にデータ提供を開始し、2015年9月末までに約243万

件を提供している。  
21 放送時に見逃したテレビ番組をインターネット上で視聴することができるサービス  
22 権利者や映像製作者から提出されるキューシートや、利用者から報告された放送番

組・ビデオグラムなどにおける利用曲目データなど  
23 協会の持つ映像コンテンツ情報についてのデータベース  
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第５ 会務関係 

 １ 信託契約の締結等 

協会と信託契約を締結していない作家等を対象として、著作権制度や協

会の役割等に関する説明会を開催するなどして、会員・信託者の増加に努

める。  

 ２ 会員・信託者に対する情報の提供  

（1） 放送等及びインタラクティブ配信に係る利用明細情報及び分配明細情 

報に係る基本的な項目のデータによる提供を継続する。  

（2） 協会ホームページ内に設けた会員・信託者専用ページの内容を更に充実

させ、会員・信託者の利便性の向上を図る。 

３ 社員への事業報告会の開催 

正会員を対象として、2016年度上半期の事業の執行状況等に関する報告

会を下半期に開催する。  

４ 会員サービスの拡充 

「けやきホール」、「会員談話室」等の利用を広く周知するとともに、

法律相談や確定申告に関する相談会に加え、2015年9月から新たに実施した

「相続税等に関する税務相談」を継続して実施する。また、会員カードの

利用方法の拡充を検討する。  

５ その他  

2016年度に本格的に運用が開始される個人番号(マイナンバー)制度24に適

切に対応するため、管理体制の検証・改善を適宜実施する。  

 

 

 

                                                  
24  行政事務の効率化等を目的として、住民票を有する全ての者に12桁の固有のマイナン

バーが付与される。事業者は税務署等に提出する書類にマイナンバーの記載が義務付け

られ、協会も、源泉徴収票等の法定調書に会員・信託者等のマイナンバーを記載しなけ

ればならない。また、マイナンバーに関する個人情報は、特定個人情報としてその他の

個人情報よりも高い水準で保護されることとなるため、マイナンバーを取り扱う事業者

は適切な管理体制を整えることが義務付けられている。  
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第６ システム関係 

7月の稼働に向け、出版システム25の開発作業を進めるほか、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、利便性

の向上や業務の効率化を目的とする機能改善を継続する。 

 

第７ 組織・業務に関する検討 

定款改正委員会(2014年10月設置)の審議を踏まえ、社員資格・会員制度、

会費制度等について検討を進める。  

信託契約約款改正委員会(同月設置)の審議を踏まえ、非一任型管理の在り

方等について検討を進める。  

 

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 

2016年2月4日、著作権保護期間を死後70年以上とすること等を盛り込ん

だTPP協定26が参加12か国の閣僚により署名されたことから、同協定の批准

手続、国内法整備等の動向を注視し、必要に応じ関係機関との連携を図る。  

また、同日、同協定参加国のうちアメリカ、オーストラリア、カナダ及

びニュージーランドとの間で、戦時加算義務の実質的な解消に向け、民間

レベルの対話を奨励するとともに、必要に応じ政府間協議を行うことを内

容とする二国間書簡が交換された27ことなどを受け、引き続き関係団体等と

連携し、同義務の実質的な解消に向けて関係省庁等に対する働きかけを強

化する。  

                                                  
25  出版使用料の請求計算及び分配計算を行うシステム  
26 環太平洋パートナーシップ協定。非関税分野や新しい貿易課題を含む包括的な協定の

締結を目指し、経済規模が世界全体の4割を占める12か国 (シンガポール、ニュージーラ

ンド、チリ、ブルネイ、アメリカ、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マレーシア、

メキシコ、カナダ及び日本 )が参加している。同協定の知的財産の章には、保護期間を少

なくとも死後70年以上とすること、著作権法上の非親告罪の対象範囲を拡大すること、

及び法定賠償制度又は追加的賠償 (懲罰的賠償を含む。 )制度を導入することなどが盛り

込まれている。  
27  この４か国のうち、オーストラリアは、上記の二国間書簡に加え、TPP協定の効力が

生ずる日以後戦時加算の権利を行使しないことを決定したとする内容の書簡を日本側に

交付した。  
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 ２ 私的録音録画補償金に代わる私的複製に係る適正な対価の還元に向けた

取組 

関係権利者団体等と連携して、クリエーターへの適正な対価の還元が持

つ意義を広く社会一般に周知するとともに、補償金に代わる対価還元の在

り方について検討を行っている文化審議会等に対し、補償対象を私的複製

に供される複製機能とし、補償義務者は複製機能を提供する事業者とする

新たな制度創設の必要性を訴えていく。  

３ その他 

（1） 文化審議会等で行われている「柔軟性の高い権利制限規定」の創設を求

める動きを注視し、著作物等の利用に係る課題については、権利制限規定

の創設によってではなく、権利者と利用者(事業者)との誠実な交渉と契約

によって解消すべきものであることを訴えていく。  

（2） 権利者不明作品の利用の円滑化に関して、関係権利者団体等と連携した

取組を継続する。 

 

第９ 国際関係 

１ 内国作品の外国地域における利用に関する施策 

内国作品の外国地域における利用について、外国の管理団体による適正な

徴収・分配が行われるよう、次の取組を実施する。  

（1） 外国で人気の高い日本の放送番組に係るキューシートを効率的に収集し

て外国の管理団体に提供するための検討を行うほか、内国作品を利用した

外国公演に関する情報収集について、国内の関係団体との連携を図る。 

（2） アジア地域の管理水準の向上を図るため、国際組織(CISAC、WIPO等)

や行政機関(文化庁等)と連携し、講師の派遣や研修生の受入れを行う。 

（3） 管理契約について、必要に応じて条項の改訂を行うとともに、未締結団

体との締結を進める。 

２ その他 

（1） インタラクティブ配信に係る使用料規定の整備、外国作品の効率的な管

理の実現に向けた取組等に資するため、外国の管理団体における取扱いの

実情等に関する情報の収集に努める。 
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（2） 複数の国・地域にまたがる音楽配信の効果的な管理体制の在り方につい

て検討を継続する。 

（3） 著作権保護期間の延長、戦時加算義務の解消、私的複製に係る適正な対

価還元等に関する課題の解決に向け、CISAC及びBIEM並びに各加盟団体

との連携を図る。  

 

第10 広報関係 

 １ 主要メディア等を活用した広報 

インターネット、ラジオ、新聞等を活用した広報活動を実施し、著作権

制度や協会の役割・業務内容等の周知を図る。特に、若年層に対する著作

権教育及びインターネットユーザーに対する広報を強化し、著作権制度等

の正しい理解を促す。  

２ 定例記者会見及び報道関係者との勉強会 

  5月に定例記者会見を行い、2015年度の事業内容について説明するほか、

報道関係者を対象にした勉強会を開催し、協会の業務や著作権制度に対す

る誤解等の解消を図る。 

３ ＪＡＳＲＡＣ賞 

2015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。  

４ ＪＡＳＲＡＣ音楽文化賞    

我が国に豊かな音楽風土を築くことを目的として、売上げや利用実績な

どの数字には表れない地道な活動により音楽文化の普及発展に寄与してい

る個人･団体･作品等について分野を問わず顕彰する｡ 

５ 著作権思想の普及に資する取組 

知的財産権分野の研究者や著作権関係ビジネスに携わる人材の育成、市

民による著作権に関する知識の修得等に寄与するため、大学・大学院にお

ける奨学研究会、寄附講座及び寄附科目を継続するほか、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。  

６ 音楽文化の振興に資する取組 

スタジオミュージシャンによる演奏とともに著作権の大切さを伝える
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「少年少女のための音楽鑑賞会『音楽職人が創るステージ』」28、昭和時代

に活躍した作詞者・作曲者に焦点を当ててその作品や人物像を紹介する「昭

和の歌人たち～日本の歌謡史を彩った作家達～」及び世界各地の音楽や楽

器を紹介する「ミュージック・ジャンクション～世界を旅する音楽～」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

組を継続する。  

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 )については、

2015年10月の理事会において承認された基本方針29に基づき、同年12月に

市民ホールの建設費用として1,000万円を寄附した岩手県釜石市に続く支

援先の検討を進める。  

２ 公正取引委員会における審判事件30への対応 

本件で問題とされた使用料徴収方法(包括徴収)が、大量の著作物の円滑な

利用と適正な著作権保護とを効率的に両立させる合理的なものであって、諸

                                                  
28 事前に開催地の中学校・高等学校を訪問し、吹奏楽部などに所属する生徒に演奏指導も

行っている。  
29 「震災からの復興と被災地の音楽文化の振興」というプロジェクトの目的に鑑み、その

場限りの一時的なものではなく、将来にわたり音楽を通じた復興に役立ててもらえるよ

う、被災地の文化の拠点としての役割を担うことが期待される音楽ホール等の建設費用

の一部として寄附することを基本方針とした。  
30 2009年2月27日に公正取引委員会が協会の放送使用料の徴収方法が私的独占 (独占禁止

法3条違反 )に該当するとして排除措置命令を行い、協会は、同年4月28日、この命令を不

服として審判を請求した。同委員会の審判官は2011年6月までに13回の審判を行って審

判手続を終結し、2012年6月、同委員会は協会の主張を認めて排除措置命令を取り消す

審決をしたが、同年7月、株式会社イーライセンス (現：株式会社NexTone)が同委員会を

被告として、この審決の取消しを求める訴えを東京高裁に提起した (協会は被告側参加人

としてこの訴訟に加わった。 )。2013年11月1日、東京高裁が同社の請求を認めて審決を

取り消す判決を言い渡し、同委員会及び協会が上告受理の申立て等を行ったが、2015年

4月28日、最高裁が上告を棄却したことで東京高裁の判決 (審決の取消し )が確定し、同年

6月12日、同委員会が審判手続の再開を決定した。  
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外国において同様の方法が広く採用されていることからも明らかなように、

独占禁止法に違反するものではないことを引き続き主張していく。  
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