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戦時加算問題〜著作権軽視の代償の大きさ
戦時加算とは、戦時に相当する期間を、通常の著作権の保護期間に加算することで、戦争により失われた
著作権者の利益を回復しようとする制度のこと。第一次世界大戦後にフランス、ベルギー、ハンガリーなど

年 1

年

可能だったことを前提に、連合国民の著作物の保護期間について、戦前に公表された著作物の場合は、日本
りを加算する義務が課せられている。
て制定されるにあたって、1952（昭和 27）年 4月、参議院の文部委員会で、外務省条約局長が、戦時加算
義務受諾の経緯を説明した。その中で同局長は、私見であることを断った後、次のように答弁している。

サンフランシスコ平和条約が発効

「皆様も御承知の通り、戦争前におきまする日本国内におきまする外国人の著作権の保護が、ベルヌ条約加

立場を回復した。また前年に日本と米国が署名した
安全保障条約が、同日発効した。

盟各国から見まして頗る不完全である、日本の出版者、日本の翻訳者、殊に音楽、演芸方面におきまする外
国音楽の使用という点が極めて条約の義務に違反するような形において行われておるというので、絶えず外

復帰した。著作権に関してもべルヌ条約の加入国の

交上の問題になつておりました。で極端に申しますれば、著作権の保護問題に関する限り日本はどうも不十

戦時加算義務の発生

ない形に来た一つの原因であろうかと思います。
」

サンフランシスコ平和条約の発効とともに、日本
に著作権保護期間の「戦時加算」が義務づけられ（同

分である（中略）
。対日平和条約におきまする著作権関係の条項が、我々から見て不満足、又は満足だと言え

条約 15条（C））、
「連合国及び連合国民の著作権の特
例に関する法律」が 8月 8日に施行された。

信託契約約款の変更
5月 11日、臨時代表会員総会を開き、著作権信託
契約約款の初めての一部変更を決議した。
変更の内容は、委託者（著作者）が行う著作権の

28

この加算義務が、
「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」
（戦時加算特例法）という国内法とし

（昭和27）年

近くに及んだ占領時代が終わり、日本は国際社会に

ところが、現在、この戦時加算が行われている国は日本だけ。第 2次世界大戦の戦時下で著作権行使が不
が参戦した 1941（昭和 16）年から平和条約が発効した 1952年（昭和 27）4月 28日の前日までの 10年余

1952

4月 28日、サンフランシスコ平和条約が発効、7年

の国々が国内法で独自に設けたのが始まりとされる。

この答弁における「音楽」の問題に関しては、録音物の再生問題が挙げられる。1970（昭和 45）年の改
正著作権法における「附則 14条」制定以前から、旧法時代、録音物による再生演奏が、出所の明示（レコー
ド製作者や著作者名を明らかにする）さえすれば、自由に放送や興行で使うことができたことを、
「条約の義
務に違反する形」と問題視されていたことがうかがえる。

一 部 譲 渡、 管 理 範 囲 の 留 保・ 制 限 は、 受 託 者
（JASRAC）の承認を経て行うことに改めたもの。こ
の変更申請は、8月 5日に許可された。

著作権課、社会教育局へ

「翻訳者」についても、
旧法時代の「翻訳権 10年留保」
（海外の著作物の翻訳が 10年出版されていないとき
は、その作家の翻訳、印刷を自由にできる）という、極めて異例な制限規定を指しているものと考えられる。
著作権を軽視することの、代償の大きさを物語る発言であり、同局長は「今なお反省しておる次第でござ
います。
」と答弁を結んだ。
JASRACは、戦時加算義務の解消に現在も取り組んでいる。2007年には、CISAC総会で「日本における

8月 1日、文部省管理局にあった著作権課が、社会教育局に移った。

戦時加算に関する決議案」が採択された（→ P124）
。

JASRACマーク作成
現在も業務の一部で使用されている、JASRACの
文字をデザインしたマークは、杉山長谷夫常務理事

1953

の子息である杉山長道氏によって、このころ作成さ
れたものである。

（昭和28）年

JASRACマークと社員章

中山晋平会長が逝去
12月 30日、中山晋平会長が逝去された。亨年 66歳だった。

ドイツ、英国等の団体と相互管理契約を締結
代理人や地域代表から管理を委託されていた一

マ ー ク の KODA と、 こ の 年 1 月 に フ ラ ン ス の

部の国も含め、この年までに、外国の主要な音楽著

SACEM、イタリアの SIAEと、6月に米国の BMI、12

作権管理団体と演奏権相互管理契約が相次いで成

月にスペインの SGAEと、それぞれ演奏権の相互管

立した。

理契約を締結した。

前年 1月に西ドイツの GEMA、英国の PRS、デン
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ビ時代が幕を開けた。

8月 28日には、日本テレビ放送網が開局して、テレ

28

（昭和29）年

使用料規程の一部変更を認可申請

会長に西条八十就任
5月 16日に臨時代表会員総会を開催、逝去した中

1954

テレビ放送が前年から始まったため、これに対応
ばれた。

山晋平会長の後任として西条八十が第 4代会長に選

すること、1952（昭和 27）年制定のレコード規定を

変更することを内容とする著作物使用料規程の一部
変更を、2月 1日、認可申請した。

放送ブランケット方式を提案

Harry Foxと録音権片務契約の締結

テレビ放送の使用料について、JASRACは外国の

わゆるブランケット方式だった。しかし、この規定

5月 20日には、Harry Fox Agencyと録音権の管理

ただし、このときの契約は相互に管理するもので

例を参考に、新しい方式を提案した。その内容は、放

案は放送事業者側の同意を得られず、修正された結

契約を締結した。この契約によって、JASRACには

はなく、Harry Foxの管理作品を JASRACが管理す

送事業者の収入（NHKは受信料収入の月平均額と政

果、実際にはラジオ放送の使用料と同様に、1曲 1回

初めて管理団体との契約に基づく外国作品の録音権

る片務契約にとどまり、相互管理契約に移行するの

府交付金の月平均額の合計額、民間放送は電波料月

の使用料を基に算出することになった。

の管理を行うこととなった。

は 1973（昭和 48）年である。

額）に一定率を乗じて得た金額を使用料とする、い

社交場を告訴
大阪地区で、初めて相当数の社交場を無断演奏に
よる著作権侵害で告訴した。これは当地の社交場組

）年〜 １９５４（ 昭 和 ）年

2月 1日、NHKが東京地域でテレビの放送を開始、

１９５３（ 昭 和

NHK ・民放テレビ開局

29

録音、料率と定額料金を併用
向かった。東京の本部も横浜の社交場を告訴したが、
起訴には至らず、示談で解決した。

合連合会と増沢理事長との話し合いによって解決に

レコード規定に、
「著作物 1曲の使用料（作詞等に
対する使用料を含む）はレコード片面 1枚につき当

貨額のうち、いずれか多い額以内とする」と、料率
と料金を明示した。

該著作物が利用されているレコードの小売価格（物

この著作物使用料規程は 7月 21日に修正認可され

品税額を控除したもの）の 100分の 2又はレコード片

たが、認可の有効期限は翌年 3月 31日までに限定さ

面1枚につき法定換算率による米貨2セントの相当邦

れた。

池袋東映劇場事件/無断歌謡ショーに仮処分申立て
4月、池袋東映劇場で 5日間の「歌謡ショー」を開
催しようとした佐々木興業㈱と出演者に対して、演

放送ブランケット方式への第一歩
この年に始まったテレビ放送に伴い、JASRACはテレビ放送の規定を新設した使用料規程を整備した（翌
年 7月 21日認可）
。当初から JASRACはブランケット方式（放送事業者の収入に一定の料率を掛け合わせた
額を使用料とする方式）の導入を目指したが、放送事業者の合意を得られず、1曲 1回の使用料を基に算出す
る方式となった。これは当時のラジオ放送使用料と同様の算出方式であった。
1956（昭和 31）年に制定された CISACの著作権憲章は「著作者は、産業及びその他の著作物利用者と
の関係では、その著作権の経済的成果につき分与を受けるという原則、しかも、利用の態様の如何を問わず、
著作物の利用により発生した総収入に対して、可能な限り、百分比による分与を受けるという原則が設けら
れなければならない」
（9条）と定められており、JASRACはこれらも踏まえてテレビ放送使用料にブラン
ケット方式を導入するための取り組みを進めていった。
しかしながら、放送使用料全体のブランケット方式の導入は、1979（昭和 54）年 3月 26日に認可を受け
るまで、25年もの年月を要した。契機は 1970（昭和 45）年の著作権法改正であった。この改正によって

奏禁止の仮処分を東京地方裁判所に申し立てた。

したものである。
前述の千葉地裁の判決では「如何なる楽譜を使用
するや否やの如きは各芸人の随意にして通常興行者

佐々木興業は同館で、それまで十数回にわたって

の関知する所にあらざればなり」と、興行者に責任

映画のアトラクションを開催、管理著作物を無断利

を認めなかったため、検察もこれに拘束され、容易

用していた。

に興行者の起訴処分に踏み切れなかったという。

この措置は、興行（営業）における音楽の利用責

東京地裁が 4月 28日、JASRACの主張を認める決

任は出演者にあるとする、1916（大正 5）年の千葉

定を下したため、佐々木興業がこれまでの使用料の

地方裁判所判決の壁を打破する突破口として、まず、

支払いを申し出、解決した。

興行主と出演者を「共同侵害者」として捉えようと

創立15周年を祝う
5月 8日、東京・丸の内の日本工業倶楽部で創立 15
周年記念祝賀会を催すとともに、記念のパンフレッ
ト「15年の歩み」を作成、配布した。

レコード放送が許諾の対象となったため、放送の中で大量に利用されるレコード放送についてはブランケッ
ト方式が導入されたが、生演奏にはブランケット方式は導入されず、放送事業者の代表である NHKおよび
日本民間放送連盟（民放連）との間で長年にわたり交渉を行い、1979年に生演奏も含めた放送使用料全体
のブランケット方式の導入に至った。
15周年記念祝賀会の様子
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発売された。

コードが、５月に日本ビクター㈱から日本で初めて

当時の JASRACもさまざまな問題を抱えていた。例えば、録音テープの出現による録音権の管理について
の楽しみに録音使用する場合でも、放送を録音したり演奏会の演奏を録音したりすることは、著作権者の許
諾を得ていない場合は著作権侵害となった。しかしながら許諾の対象と捉えたとしても、使用料額の妥当性、
あるいは同法 30条 8項（
「音を機械的に複製するの用に供する機器に著作物の適法に写調せられたるものを

（昭和30）年

興行又は放送の用に供する」
方法で発行済みの著作物を複製するときは偽作と見做さない）の制限規定がネッ
クとなり、管理開始に着手することはできなかった。

使用料規程の修正認可

31

もう一つは、委託者が JASRACに作品を信託しているにもかかわらず、自ら出版社に利用を許諾し、使用

この申請に対し、レコードの規定の中の、
「法定換

の年 3月 31日までの期限付きの認可だったことから、 算率による米貨 2セントの相当邦貨額」を「7円 20銭」
1月 25日に、
「昭和 30年 4月 1日以降も引き続き実施」

29

である。当時の旧著作権法では私的複製が認められる範囲が手書き等に限定されていたため、例え自分だけ

1955

前年7月21日に認可された著作物使用料規程は、こ

当時の諸問題

）年〜 １９５６（ 昭 和 ）年

EP盤と呼ばれる規格（直径 17cm/45回転）のレ

１９５４（ 昭 和

EP盤レコード発売

とするとして、3月 16日、修正認可された。

料を直接受け取ってしまう事態が頻発していたことだ。当時の会報では、
「事務の完全な二重手間」「皆さま
の協会が大変な損失を被っている」として、委託者に向けて「どうぞ、皆さまの協会として愛情をお恵み下
さる」ようお願いしている。

するための申請を行った。

業務組織を整備
4月 1日付で職制（業務組織）を以下に整備した。

出版課、実演課、映画課、経理課、計算課。

事務局長、外国課、庶務課、調査課、放送課、

1956

（昭和31）年

万国著作権条約が発効
1月28日、
万国著作権条約が公布され、4月28日、発
効した。
これに伴い、
「万国著作権条約の実施に伴う著作権

会報を復刊
会報は、終戦後も主に人手不足のためしばらく休刊していたが、この年 9月、「日本音楽著作権協会会報」
として復刊した。1951（昭和 26）年には ASCAPと、1952（昭和 27）年には PRSと管理契約を締結す
るなど、業務が国際的に拡大していたことに加え、テレビ放送や録音テー
プなどの新しい音楽の利用形態も出現し始めた時代。複雑化する業務を分
かりやすく説明し、1,200人以上の会員からの協力を得る方策の一つとし
て、会報の発行が求められた。復刊第 1号には、
「会員諸氏の団結こそは、諸
氏の力であり即ち協会の力であります。この会報がそのために多少とも役
立つであろうことを望みます」という増沢理事長の言葉が掲載されている。
復刊後の会報は、1958（昭和 33）年 7月発行の第 11号まで不定期の発
行だったが、
同年 9月発行の第 12号からは月刊となった。1976（昭和 51）
年 5月から 4回にわたり、郵便料、印刷費等の高騰のため隔月発行を試みた
が、同年 12月から月刊に戻り、現在に至っている。1984（昭和 59）年の
CISAC東京総会など、会員に早急に報告すべき事案があった場合には、号
外を発行した。
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年史

基づくものである。
日本と米国は、戦前は日米間著作権保護条約（2国

法の特例に関する法律」が 4月 8日、公布・施行され、

間条約）で結ばれていた。同条約は対日平和条約の

あわせて著作権法の一部が改正された（第一発行年

発効とともに廃止され、日米暫定協定がこれに代

月日の登録を新設）。

わっていたが、この年の 4月 28日からは、日米間は

万国著作権条約は、著作権保護の条件として登録、
著作権表示等の方式を求めるパン・アメリカン条約
（モンテヴィデオ条約）に加入する米国などの国と、
著作権を無方式で保護するべルヌ条約加盟国とのか

万国著作権条約によって律せられることになった。
なお、米国は 1989（平成元）年 3月 1日にべルヌ条
約に加入したので、それ以降はべルヌ条約が優先す
ることとなった。

け橋として 1952（昭和 27）年に成立した条約で、さ

キューシートの収集開始
このころから映画音楽のキューシートの収集を
始めた。これは日本映画の海外上映が増加したた
めで、外国著作権団体からの要諸でもあった。

※キューシート
映画などの進行にかかわる指示書。テーマ曲、背景音楽と使用時間およびその関係権利者
が記載されており、分配資料として使われる。

もはや戦後ではない
この年の 7月、経済企画庁『年次経済報告』（経済

英文学者・中野好夫が寄稿した「もはや〝戦後〟で

白書）に、
「もはや「戦後」ではない」という言葉が

はない」では、「「戦後」意識から抜け出て（中略）

用いられた。

未来への見通しに腰を据えるべき時」と、その言葉

経済白書に先立って、同年の「文藝春秋」2月号に、

30

まざまな著作物にⒸが表示されていたのは、これに

が警句として用いられ、それを反映するように経済

第

31

のめぐり合わせによる数量景気の成果に酔うことな

や「戦後」ではない」という言葉だけが一人歩きし、

く、世界技術革新の波に乗って、日本の新しい国造

戦後の混乱・復興期が終わったことを国民に印象づ

りに出発することが当面喫緊の必要時ではないであ

け、流行語となった。

ASCAP事務局長来会

1957

31

（昭和32）年

事業年度が4月〜翌年3月に
文部省令 5号による仲介業務法施行規則の改正で、 年度は、翌年 3月 31日まで延長され、JASRACの昭

「仲介人の事業年度は 4月 1日より翌年 3月 31日まで」

7月 25日、海外の著作権団体として JASRACと最

和 32年度の事業期間は 1年 4か月となった。

と変更されたため、この年 11月 30日に終わる昭和 32

初に管理の契約を結んだ米国 ASCAPのリチャー
ド・マレー事務局長が来会した。

定款を変更

マレー事務局長は、2週間にわたって JASRACの
役員らと話し合い、レコード演奏への著作者の権利

9月7日に開かれた代表会員臨時総会および会員臨

この変更によって、理事長職に代わって専務理事

を制限した著作権法 30条 8号の廃止など、著作権法

時総会は、JASRAC設立後 2回目となる定款変更を

職が置かれた。また、代表会員制は廃止され、会員

の改正、使用料規程の改定、管理手数料の是正、資

審議、議決し、同変更案は 9月 27日に認可申請、10

以外からも学識経験者を役員に委嘱することなどが

月 5日、認可された。

導入された。

料の整備、外国団体との提携と交流の強化などにつ
いて助言、勧告を行った。

）年〜 １９５７（ 昭 和 ）年

ろうか。」などと楽観を戒めるものだったが、「もは

１９５６（ 昭 和

白書でも、
「回復を通じての成長は終わった」「幸運

リチャード・マレー事務局長との会食の様子

32

JASRACが正式略称に
日本音楽著作権協会名の英語表記を「Japanese
Society for Rights of Authors and Composers」と

し、略称を JASRACと定めた（英語表記は 1977（昭
和 52）年に改称される）。

有線放送の出現

BIEM問題が起こる
BIEM（録音権協会国際事務局）は、音楽著作権のうち録音権と機械的複製権の効果的な管理を目指して

札幌市で、レコード音楽を有線によって放送・供

判所に提訴していたが、同地裁は 11月 29日、レコー

給する「ミュージック・サプライ」と称する新しい

ドの出所を明示する限りは、レコード会社の許諾を

営業が前年に出現し、著作権問題に発展した。

得なくても有線放送できるとの判断を示し、原告、被

「ミュージック・サプライ」に対しては、レコード

告ともに控訴した。

会社 9社がレコードの利用禁止を求めて札幌地方裁

1929（昭和 4）年にパリで設立された国際組織である。
現在は録音権と機械的複製権の保護および進展に国際レベルで取り組んでいるが、かつてはヨーロッパに
おける録音権者から権利を預かり、作品使用料を徴収する実務を担っていた。
当時、BIEMは日本のレコード会社に対して自身が管理する音楽作品のレコード録音に関する許諾を与
え、日本のレコード会社は作品使用料を支払う契約をしていた。しかし、BIEMの代理人を務めていたフォ
ルスターが、
「税抜小売価格の 2%又は 7円 20銭の高い方」とされていた米国関係の楽曲の使用料率を、ヨー
ロッパ音楽と同様の 4％に値上げすることを各レコード会社へ申し入れたことで、いわゆる BIEM問題が始
まった。
4%の使用料率を拒絶するレコード会社に対し、フォルスターは管理する米国著作権について原盤提供を

民放連は、前年の 11月、
「利用者代表も JASRACの運営に参画する」
「放送局が個別に行っている支払い

差し止めるという最後通告を突きつけ、文部省（当時）に使用料率の変更を申請。しかし、文部省は 1957

を民放連で一括化する」など 8項目からなる要望を JASRACに申し入れており、JASRACは 3月、申し入れ

（昭和 32）年 3月 12日にこの申請を拒否した。
BIEMはフォルスターを解任したが、使用料率を巡る問題は引き続き残り、新たに代理人となったレオン・
プルーの名前で 4％の認可を求める申請書を文部省に提出した。しかし、このころ、ドイツの音楽著作権管
理団体、GEMAが BIEMを脱退し、録音使用料徴収が JASRACへ委託されることになった。これによって、
従来 4%だったヨーロッパ音楽の使用料率も 2％または 7円 20銭に値下げされた。
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民放連によるBMI構想

に応じかねると回答した。
その 3か月後、民放連が新たな演奏権管理団体を構想していることが報じられた。
「場合によっては放送音
楽著作権協会といった別な団体を作って対抗する」
（6月 20日朝日新聞）
これは、放送事業者によって設立された米国の演奏権管理団体 BMIに倣って「BMI構想」とも呼ばれた。
BMIの設立は、音楽作家と出版社によって設立された米国の演奏権管理団体 ASCAPが放送事業者と使用料

1961（昭和 36）年 4月、対立を続ける BIEMと各レコード会社は一時的に無契約の状態となったが、5月

率をめぐって対立したことを契機としている。結果として BMI構想は実現に至らなかったが、JASRACと

になって BIEMは 4%の認可を求める申請書を取り下げた。さらに、1962（昭和 37）年 1月、BIEMが譲歩

放送事業者との不協和音は、1979（昭和 54）年の放送ブランケットの裁定受け入れまで、長く続くことと

する形で契約を結び直し、BIEM問題は終結を迎えた。

なる。
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１９５８（ 昭 和

1959

（昭和33）年
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）年〜 １９５９（ 昭 和 ）年

1958

（昭和34）年

組織、業務の改革に着手

外国団体トップが初の来会

定款を変更し、新役員を迎えて、JASRACは業務
面での改革を図った。
1月 28日の理事会では、経理を的確に処理するた

1月 17日、フランス SACEMのジョルジュ・オー

業務組織とすること、会員の福利厚生を図ることな

リック会長が、ジャック・エノック理事長、レオン・

これを受けて、JASRACは 3月 1日、外国団体との

どを決議した。

マラブラート事務局長と共に来日した。海外の音楽

連絡を緊密にするため、外国課を新設、同月 18日の

著作権団体の会長が来日したのは、初めて（オー

理事会では、30条 8号の廃止、CISACへの早期加盟、

リック氏は映画音楽の名作も多い世界的な作曲家）。

著作物使用料の改定、出張所の整備などを決議し、4

SACEMは1851年（嘉永4年。ペリー来航の2年前）

月 27日開催の総会でも、使用料改定と 30条 8号の廃

4部6課制に
業務組織を整備するため新職制規定を定め、2月 5
日から次の 4部 6課制となった。
総務部（庶務課、経理課）

俊夫常務理事に事務取扱を委嘱し、調査部長には北
川陽吉事務局長を、業務部長には押田良久関西出張

に創立された世界最初の音楽著作権団体。オーリッ

所長を任命した。

ク会長らは、JASRACの業務内容を視察し、助言、指

業務部（契約課、収納課）

またこの年から、大学卒業予定者を採用する方針

分配部（審査課、計算課）

が定められ、この採用方針と業務組織の変更が、

調査部

JASRACの 改 革 と 強 化 へ の 具 体 的 な ス テ ッ プ と

権管理の姿勢、著作権法 30条 8号の廃止、無断出版

なった。

と不適法訳詞の処理、使用料規定の改定、手数料率

総務部長は金川義之常務理事に、分配部長は野村

的な気構えを強く促した。

め公認会計士を会計顧問に委嘱すること、能率的な
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止を決議した。

導しようという使命感を持って来訪した。
同会長らは、外国映画の上映使用料の徴収、演奏

の 設 定 基 準 な ど、 広 範 に わ た る 問 題 点 に つ い て

11月18日を創立記念日に

JASRACの見解を質すとともに、
「音楽著作権は音

10月 28日開催の理事会で、JASRACの創立記念日

と定めた。

楽家の正当な権利であり、必要な場合は、あくまで
主張し、追求し続けなければならない」「あえて訴訟

を、1939（昭和 14）年に創立総会を開いた 11月 18日

も辞さない勇気が大切」と JASRACを励まし、積極

文部省講習会に講師を派遣
この年から、文部省主催の著作権思想普及講習会
（現在の文化庁主催・著作権セミナー）に協賛し、全

事をはじめとする講師を派遣して、音楽著作権と
JASRAC業務の啓発に努めた。

国 7か所の講習会に、西条会長、藤田監事、門田理

来日したSACEMオーリック会長ら

中部観光事件
6月、長期にわたって無断利用を続けている名古屋

その後、JASRACは 12月 14日、同地裁に間接強制

地区最大手の社交場事業者・中部観光㈱への法的措

を申し立て、同地裁は 12月 24日、間接強制の決定を

置を講じた。これが、JASRACの演奏権管理の歴史

下した。

に重要な意味を持つことになる「中部観光事件」で
ある。

上記決定に対して、中部観光は名古屋高等裁判所
に抗告した。

JASRACは 6月 3日、中部観光に契約締結を申し入

歌謡史博で「人に人権 音楽に著作権」の標語が選ばれる

保全を申し立て、25日同地裁が、証拠保全を認めた。

この年の 3月 16日から 5月 25日にかけて、愛

JASRACは「楽団が興行しているのではなく、使

知県犬山の大自然公園同遊園地を会場として

用料支払いの責任は興行主（中都観光）にある」と

「明治、大正、昭和、歌謡史博」が開催された。

主張。中部観光が使用料の支払いを拒否したため、7

JASRACはこの催しに協賛し、会場の一室で

月 23日、著作権侵害で名古屋地方検察庁に告訴する

JASRACの活動を紹介する資料を展示した。

とともに、演奏禁止の仮処分を名古屋地裁に申し立

「歌謡史博」開催に際して「音楽著作権のための

てた。

標語」を募集。一等に選ばれたのが神戸市長田

同地裁は、JASRACの管理楽曲の演奏禁止および

区の清瀬秀男さんが応募した「人に人権 音楽に

演奏用楽器と譜面を執行吏の保管とする旨の仮処分

著作権」であった。この標語は、今も JASRAC

命令を 12月 11日に下し、翌日夜に執行した。

のスローガンとして使われている。
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れるが応答なく、同月 20日名古屋地方裁判所に証拠
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用料の適正化と、著作物の利用形態に対応した内容

全面的な変更は、利用者団体の理解を得るため、申

の整備で、これまでの洋楽使用料と邦楽（三曲など

請に先立って公表し、7月末から放送、レコード、映

の日本伝統音楽）使用料の区分を改めて邦楽使用料

画、出版、実演等の関係団体と個別に説明会を開き、

は洋楽の軽音楽と同じに扱う、社交場の規定を新し

協議した。

く設ける、テレビ放送におけるテレビ映画の放映に

この変更の主眼は、積年の物価の上昇に見合う使

ついて明確化する、などの変更を行った。

1960

（昭和35）年

中部観光事件で高裁判決〜音楽の利用責任は経営者に
4月 27日、名古屋高等裁判所が、中部観光㈱の抗
告を棄却した。
名古屋高裁はその決定の中で、
「社交場営業の性格
から、音楽演奏は不可欠であり、営業主たる抗告人

管理手数料率を見直し

34

人の自由支配できるものである。社交場での音楽演
奏は、公開の場所において音楽著作物の興行をなす
ものであって、その利用責任は営業主たる抗告人に
ある」と判示した。

は、音楽の利用によって多大の効果と収益をあげて

同社はこの後、最高裁判所に再抗告を申し立てた

7月の臨時総会で、内外作品の管理手数料率を同

の管理手数料率の引き下げによる収入の不足分は、

いる。出演の楽団は抗告人の委嘱をうけ、その営業

が、5月 18日、名古屋高裁は、この申立てについては

一 と す る 議 案 が 決 議 さ れ た。 こ れ は、SACEM、

国内作品の管理手数料率を各支分権にわたって 3%

計画にしたがい、その指図によって音楽演奏に従事

最高裁に再抗告できないとして却下し、判決が確定

ASCAPなどから「内外の管理手数料が同一でない」

引き上げて対応することとした。

しているもので、演奏曲目の選定も、結局は、抗告

した。

と指摘を受けていたことに対応したもの。外国作品

7月 22日、ASCAPから、ジェラルド・ド・ラ・シャ

NHK、民放連、日本蓄音機レコード協会（現在の

同研究所は後に著作権資料研究協会、著作権資料

日本レコード協会）と共同出資して、著作権資料研

協会と改称、改組され、現在の著作権情報センター
（CRIC）へと成長していく。

とする薄くてやわらかく安価なレコードが日本でも

ペル国際代表が来日した。
同氏は、2か月間の滞在中、日本の著作権をめぐる
状況を調査し、録音物による放送に対する補償料、音
楽出版社の設立、JASRAC職員の ASCAPでの研修

ソノシートの登場
フランスで開発された、塩化ビニールなどを原料
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音楽出版社設立の機運

著作権資料研究所（現CRIC）を設立
究所を設立した。

）年〜 １９６０（ 昭 和 ）年

この年の11月に認可申請した著作物使用料規程の

１９５９（ 昭 和

使用料規程変更で関係団体と協議

などについて、数々の提言を行った。
登場。第 1号は 11月発売の『Kodama歌う雑誌 1号』
の付録だった。

シャペル国際代表

音楽出版社の設立
9月 7日からスイスで開催された CISAC総会終了

水星社と信託契約を締結
7月 1日、日本で最初のサブ・パブリッシャーである、㈱水星社と信託契約を結んだ。
戦後まもなく、水星社は、フランスのシャンソンに訳詞を付した楽譜集を、適法に出版する方法について
各方面に相談していたという。その苦労が実ってフランスの音楽出版社から契約書を入手することに成功し
た。実はその契約書は、単に日本国内での印刷・頒布を認めるものではなく、同地域での著作権者の地位を
認識させるサブ・パブリッシング契約書だったものの、当時の日本では契約書の意味することが分からず、こ
の年 1月に来日した、SACEM会長のジョルジュ・オーリックらからの説明によって初めて知ることとなった。
オーリックらの来日の目的は、JASRACの管理事業の視察、また日本国内での管理強化の要請だった。そ
の一団には、水星社にサブ・パブリッシングの契約書を送ったエノック出版の代表ジャック・エノックが
SACEM理事長として加わっていた。
彼らは JASRACとの折衝や水星社への訪問の際、「サブ・パブリッシャー」や「サブ・パブリッシング契

ジェラルド・ド・ラ・

なしに音楽が多方面で使われることは考えられない。

後、金川常務理事が渡米し、同地の著作権事情や管

音楽出版社なしに米国楽曲のプロモーションはでき

理団体の組織・運営等を調査、特に多方面から音楽

ない。それなのにJASRACには音楽出版社会員がい

作品のプロモーションを行うべき音楽出版社の役割

ないのはいかんともしがたい、そこを改めるべきで

と重要性について強い示唆を受けた。このときの様

ある」とある。

子は JASRAC50年史に記載がある。
金川常務理事は ASCAPの理事会に招かれ、日本
の著作権事情を説明したところ、
「日本では音楽の

このような経過の中で、IMP、新興楽譜、OMP、
アバーバック東京、ヤマハミュージック、EMPなど
がこの年から翌年にかけて設立された。

プロモーションは誰がやっているんだ。音楽出版社

創立20周年を祝う
JASRACは前年に業務に追われたために延期し
ていた創立 20周年の記念式典と祝賀会を、11月 18日
に品川プリンスホテルで催した。

約」の意味が把握されていないことに気づき、改めて管理事業者と音楽出版社との契約の必要性を説き、そ
の半年後 JASRACと水星社の契約が実現した。
この日本の状況を見て取った海外の音楽出版社、また海外の著作権管理団体は、次々に要人を日本に派遣
し、国内に音楽出版事業が芽吹くきっかけとなった。
創立20周年記念式典で杯を上げる山田耕筰顧問
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日開催の通常総会で決議され、11月 21日に変更許可
を申請、12月 27日に許可された。
主な変更点は、管理手数料収入について実費精算
方式としたこと、委託を受けた著作物を管理するた

めの告訴等は、委託者の承諾を得ることなく行える
ようにしたことなど。

テレビのカラー放送開始
この年の 9月 10日から、それまで白黒放送だった

35

）年

2回目となる著作権信託契約約款の変更は、5月 31

１９６０（ 昭 和

信託約款の変更許可、手数料を実費精算に

テレビは松下電器（現パナソニック）製だった。

テレビが、カラー本放送を始めた。日本初のカラー

手数料を実費精算としたのは、JASRACが請負業
あるいは代理業的な収益事業を営んでいるような誤
解を避けるためのものだった。

60年安保闘争
日米安全保障条約（安保条約）に反対する大規模な反対運動が、前年からこの年にかけて巻き起こった。

CISACの活動目的・意義
1960（昭和 35）年、JASRACは CISACに加盟した。
CISACと は、 非 営 利 の 国 際 組 織 で あ る「 著 作 権 協 会 国 際 連 合 」
（International
Confederation of Societies of Authors and Composers）の略称。著作者団体の
世界的ネットワークであり、世界の創作者の利益保護を使命としている。

中部観光事件判決の持つ意義
社交場における音楽著作権に関する最初の判決が、中部観光事件だった。しかも楽曲の利用責任が社交場
の経営者にあることが初めて示された点で、その後の JASRACの演奏権管理を大きく支えた。
事件は 1952（昭和 27）年以来、名古屋市内でキャバレー「スイングスイングスター」など 5店の社交場
を経営していた中部観光㈱が JASRACの再三にわたる警告を無視し、店内で楽団などに無断演奏をさせてい
たことに端を発する。

1926（大正15）年、パリで設立された。2019年10月時点では、世界121か国における音楽、文芸、映画、
美術、演劇等、あらゆる芸術分野の著作者団体（238団体）を構成員としているため、世界 400万人の創作者
を代表する組織といえる。会長は、電子音楽の先駆者であるフランス人のジャン・ミシェル・ジャールである。
日本からは JASRACのほか、正会員として日本美術著作権協会（JASPAR）が、また準会員として日本
美術著作権機構（APG-Japan）が加盟している。
1956（昭和 31）年には、第 19回総会で「CISAC憲章」が採択された。特に次の条項は、その後、著作
者や各国団体を励まし、勇気づけるものとなった。

中部観光は「演奏により収益を得ているのは楽団。演奏が著作権の対象なら、支払い義務は楽団にある」
と主張。さらに支払いを拒否するだけでなく、JASRACを誹謗中傷する冊子を独自に発行して同業者に頒
布・煽動するなど、JASRACの業務を妨害していた。
1959（昭和 34）年 6月、名古屋高裁で、JASRACによる本件証拠保全の申し立てが、著作権侵害事件で
初めて認められ、その判決で実現した、店内での演奏の録音、楽団員等への演奏曲目（被害楽曲）などの尋
問（供述調書）等を基に、JASRACは同地裁に演奏禁止の仮処分を申し立て、同年 12月、同地裁が認めた。
JASRACが社交場に対して演奏禁止措置を取ったのは初めて。

第１条 「文芸、音楽、美術及び学術著作物の著作者は、社会において精神的かつ知的な役割を果たし、それ
は人類に深く永続的な恩恵をもたらし、文明発展を形作る上で、決定的要素のひとつとなる。
そのため、国家は著作者に対して、単にその個人的業績のみならず、社会の福利に対する貢献も考
慮に入れて、最大の保護を与えるべきである」
第 9条 （前段省略）「著作者はその著作物の富と結びつけられていなければならず、経済的成功における著
作者への分与の一般原則が、一方を著作者、他方を産業及び利用者とするすべてのそしていかなる

しかし中部観光は、
同社所有の楽器などが執行吏保管されたにもかかわらず、演奏を継続。そこでJASRAC

関係においても明言されなければならない。可能な限り、著作者は、著作物の表現及び複製の形式

は間接強制（債務者が債務を履行しない場合、一定の賠償を負わせる方法）を同地裁に申し立て、5日以内

及び態様を問わず、自己の著作物の活用や利用から発生する総収入に対して百分比の分与を受ける

の演奏禁止、またそれを履行しない場合 1日につき 7万円の支払いを命ずる決定が下された。著作権事件に

べきである」

ついて間接強制が認められたのも、国内では本件が初めてとなる。
この決定に対し、中部観光は即時抗告を名古屋高裁に申し立てるとともに、威力業務妨害で JASRACを告
訴、さらに無断演奏を続けたことから、JASRACは名古屋出張所（現在の中部支部）職員のほか、本部の職
員を動員して、本件 5店の利用状況をくまなく調査。1960（昭和 35）年 4月、名古屋高裁は侵害の立証を
認めて即時抗告を棄却、音楽利用の責任は店側にあるとして、次の理由を示した。
①キャバレー、ダンスホール、音楽喫茶のような社交場の性格からみて、音楽演奏は営業に不可欠
②曲目の選定は店の指示で、楽団に権限がない。選曲は結局のところ、経営者の自由意思

2007年ブリュッセル総会では、JASRACらの要請により「日本における戦時加算に関する決議」を採択
し、日本における著作権保護期間が死後 70年までに延長されたときには、連合国の加盟団体が自己の会員に
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決議を採択している。
CISAC加盟団体が 2017年に徴収した使用料総額は、1兆 2,310億円（前年比 6.2％増）で、文化的創造
的産業（国際連合教育科学文化機関（UNESCO）の定義では書籍、音楽、映画など 11分野の産業）の一翼

中部観光は、
最高裁に再抗告を申し立てるも最高裁は不適法と却下。これによりJASRACの勝訴が確定した。

を担うと同時に、CISAC加盟団体が文化的創造的産業に従事する創作者の基盤を支えている。

当時の会報 33号（同年 5月 20日発行）では、事件の詳細のほか、実際に実態調査をした職員のコメント
た。職員が調査に赴いたことが分かると、演奏曲目を変え、不要な飲食を強要した。このような中、東京の
本部からも職員が派遣され、名古屋に長期滞在して支援・加勢するなど、まさに JASRACが一丸となって勝
ち取った意義のある判決だった。

第1部

35年ぶりの開催となった。

③営業主は演奏によって多大な収益をあげている

を載せるなど、JASRACの歴史的勝訴を大きく報じている。調査は中部観光側が警戒するなか、困難を極め
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1984（昭和 59）年には、アジアで初めて CISAC総会（東京総会）が開かれた。2019年の東京総会は

年史

JASRACは 1980年から理事団体に選出され、現在は浅石理事長が副議長を務め、CISAC運営に責任を
負っている。
CISACは世界知的所有権機関（WIPO）
、UNESCOなどの国際機関と連携して文化・芸術保護を推進して
おり、国際的影響力を持つ。
知財推進を掲げる日本にとって CISACは重要な国際組織でありパートナーである。

第
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日本では JASRAC設立以前から、作家とレコード会社との間で、著作物の録音をレコード会社に独占的に

著作権法30条8号の廃止運動を開始

認める、いわゆる専属契約や委嘱契約が結ばれており、録音使用料は専属料、委嘱料の名目により、レコー

決議された。

針として、著作権法 30条 8号の廃止、放送使用料のブ

6月 16日、西条会長ら 7人の代表が文部省に荒木万

ランケット方式の研究、定款の変更、広報の充実、事

寿夫文部大臣を訪ね、30条 8号の即時廃止を求める

務機構の整備拡充などを進めることを提唱した。

陳情を行った。

特に30条8号については、諸外国に例のない制限規

2,000円と記載されているが、これは、全国蓄音機レコード製造協会（日本レコード協会の前身）から一括
して受領したものとされる。
当時の使用料規程にはまだ録音使用料の項目がなかった（映画録音を除く）。これは当時の業界の慣行か
ら、
録音使用料を定めて一律に支払いを受けることは困難と判断していたためと考えられる。しかしながら、
から受けることが合意されたという。JASRACの設立趣旨と信託契約の存在、あるいは音楽業界の在るべき

課題であるとして、2月 20日に著作権法 30条 8号廃止
5月 30日開催の通常総会で、30条 8号の廃止促進が

ド会社から作家に直接支払われていた。1940（昭和 15）年の決算報告には「レコード管理手数料」として

日本レコード協会と JASRAC、会員の三者によって、録音使用料の管理手数料相当額をレコード業界の団体

定であり、その廃止は音楽著作者の命運をかけた重要
促進委員会を設置し、3月 10日に第 1回会議を開いた。
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）年

（昭和36）年

西条会長は 1月 18日の理事会で、
この年度の基本方

１９６１（ 昭 和

1961

JASRACによる録音使用料の管理

荒木文部大臣への陳
情

レコード使用料規定を変更

将来などを、業界代表者に熱く説いた役員、会員の存在が窺える。
1952（昭和 27）年には、録音の使用料規定が制定された。専属以外の作家の作品に加えて、その前年の
ASCAPとの契約に基づき、外国作品を管理する必要が生じたことによる。1961（昭和 36）年 7月 25日の
レコード使用料規定の改定認可の際には、レコード会社の専属でない信託者の録音権の管理について、8月

7月 25日、78回転レコード（SP）以外の EPや LP

コード会社の専属でない信託者の録音権の管理は、8

にも適用できるようレコード使用料規定を変更した

月 1日以降 JASRACが行うことを、レコード各社に

著作物使用料規程の一部変更が認可され、また、レ

通知した。

1日以降 JASRACが行うことをレコード各社に通知している。

録音物による放送について補償額を提示
録音物の放送等についての制限規定・著作権法 30

ら同 37年 3月まで）は約定使用料の 25%、以降 25%

条 8項に関し、録音物による放送への補償について、 ずつ引き上げて、第 4年度（昭和 39年 4月から同 40年
12月 26日、NHKと民放連に対する申入れを行った。

3月まで）を 100%とすることとした。

この中で、補償金の額を、第 1年度（昭和 36年 4月か

2月 6日、澄みわたる冬晴れの下、羽田・東京国際空港には、出発の花束を抱え、西条八十会長以下 JASRAC

国税庁が非課税法人と認定
それまで法人税を納付していたJASRACの管理手

役員から見送られる小島丈二、安田欣弘両課長の姿があった。

し、協会に帰属する対価がないことになったこと、業

数料について、収益事業から生じる所得ではなく、課

務の内容が国が行う事業の代行的性格があること、

税の対象とならないのではないか、として、2月 25日

国際的に共通の事業で、国際信用上の問題が考慮さ

付で国税庁宛てに「音楽著作権の管理に関する事業

れることなどから、協会の行う業務は収益事業に当

の収益事業の判定について」の照会を行った。

たらない」と判定した。

この照会に対して、5月 30日、国税庁は「変更さ
れた信託契約約款によって手数料を実費精算方式と

JASRAC職員、海を渡る

この判定によって、前年度分からの JASRACへの
法人税の賦課がなくなった。

音楽出版社の業務と仲介業務法

国際化を旗印に、海外団体への出張や、アジア地域などからの来会受け入れが相次いでいる現在、管理団
体職員の海外渡航はもはや日常の光景だが、約 60年前の「初渡航」は JASRACを挙げての一大事業だった。
この日から約 2か月間、外国課の小島課長、放送、録音等の業務に携わる業務部第一課の安田課長は、米
国の演奏権管理団体 ASCAPの招きを受け、米国での膨大な音楽利用に係る徴収業務、機械化された分配処
理、日本にも続々と誕生した音楽出版社の役割などを調査・研究するために、海外派遣職員の第１号として
海を渡った。
この半年前、JASRACが正会員として CISAC加盟の承認を受けて以降、海外団体との交流は頻繁になり、
ASCAPからはこの後も毎年、JASRAC職員の派遣受け入れが続いた。さらに 1968（昭和 43）年の BIEM
加盟後は、西ドイツ GEMAをはじめとする欧州団体への職員派遣も活発化していく。一方、1977（昭和 52）

日本で音楽出版社が相次いで設立されると、音楽

を使用する行為のみにとどまり、他の使用者による

出版社の著作権管理業務が、仲介業務法にいう仲介

使用についての契約等はすべて日本音楽著作権協会

業務に当たるのではないか、という疑義が生じた。

が行うものであるならば、そのような音楽出版社の

これについて、国塩耕一郎著作権制度調査会委員

行為は仲介業務とはみなさない」との回答があり、こ

が、10月 26日、文部省の斉藤正社会教育局長宛てに

れ以降、音楽出版社の入会が急増した。この回答は

照会したところ、12月 8日、同局長から、
「条件付で

その後の JASRAC業務に非常に大きな影響を及ぼ

讓渡を受けた音楽著作物を自ら出版し、自ら写調物

すことになる。

年には、CISAC理事会で設置が決まった「CISAC東南アジア太平
洋地域著作権問題に関する検討委員会」が、JASRACの協力のも
と東京・虎ノ門で 12月 5日から 4日間にわたって開かれた。
欧米の管理団体に「学ぶ」ことから始まった、JASRAC職員の
海外派遣。今度は JASRACがその「恩返し」に努めるべく、著作
権管理のインフラが整備途上のアジア各国、各地域への職員派遣、
研修生の受け入れに力を注いでいる。

を発行するなど、当該出版社自身が直接その著作権
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１９６２（ 昭 和

1962

音楽利用者への窓口一本化（映画録音等）

GEMA会長ら来日
3月 8日、西ドイツ GEMAのエーリック・シュルツ

10月 1日以降、これまで音楽出版社が直接行って

した。ただし、使用料の額についは、出版社が指し

い た、 外 国 作 品 の 出 版 と 映 画 録 音 の 許 諾 業 務 を

値を JASRAC経由で利用者に提示し、これに基づい

JASRACが行うこととなり、利用者の窓口を一本化

て処理することとなった。

37

）年

（昭和37）年

本部事務所を移転

会長と、
駐米代表となっていたウィルヘルム・ブラー
ゲが来日した。

5月 15日、手狭になった本部事務所を東京都港区

両氏は、著作権法 30条 8号の不当性、外国映画上

赤坂溜池 30番地所在の溜池明産ビルに移転した。

映使用料の徴収、レコード使用料率の引き上げなど
について、文部省に要望した。
シュルツ会長は、この来日を機に、著作権擁護の
功労者をたたえるため GEMAが制定したリヒャル
ト・シュトラウス賞を、西条八十会長、城戸芳彦法
律顧問と勝本正晃著作権制度審議会委員に贈った。

GEMAシュルツ会長

CISAC第3連盟（録音権）に加盟
JASRACの録音権の管理活動は CISACからも評
価され、3月 30日、JASRACはこれまでの CISAC第

盟（機械的複製権協会の連盟）の正会員となること
が承認された。

2連盟（演奏権協会の連盟）正会員に続いて、第 3連

を行うため、3月 31目に著作権法施行規則を改正し

キューバ危機
この年の 10月、キューバにおける当時のソビエト

著作権制度審議会が発足
政府は著作権法の全面改正と著作権制度の見直し

溜池明産ビル

連邦の核ミサイル基地建設に反対し、米国がカリブ

海の海上封鎖を実施。米国とソビエト連邦が全面核
戦争寸前の一触即発状態になった。

て、著作権審議会を著作権制度審議会に改め、4月 1
日には著作権制度審議会令を公布した。

保護期間を暫定延長
また政府は、著作権保護期間の改正作業に相当の
期間を要することが予想されることから、その間に
保護期間が満了する著作者の救済のため、4月 5日に

年に延長した。
文部省は関係各団体に対し「著作権制度の改正に
関する意見書」の提出を求めた。

著作権法の一部を改正して、保護期間を 30年から 33

「音楽Gメン」の存在が報道される

法改正に意見書提出
JASRACの意見書の要旨は、次のとおり。
（1）著作権法について
著作権保護の内実を国際水準に合致させるため、
30条 8号を即時廃止すること

この年の 10月以降、それまで音楽出版社が行っていた出版権および映画録音権の許諾業務を JASRACが

行う著作物利用に関する契約は無効とし、仲

行うこととなり、利用者への窓口が一本化された。こうした JASRACの業務は、週刊誌やラジオ、テレビで

介業務法違反の罰則を強化すること

取り上げられた。

③著作物使用料規程の認可を迅速に行いうるよ
うにすること

NHKテレビ「それは私です」に出演した交渉調査員は、次のように自らの仕事を紹介している。
「私の仕事はキャバレーやクラブ、音楽会などを廻り、音楽の無断利用などの調査取締りや交渉にあたる、

さらに 7月 6日、著作物の自由利用その他を認めて

いわゆる音楽 Gメン、正式には日本音楽著作権協会の交渉調査員です。証拠のために、録音機を使って実情

①日本国内で音楽著作権の保護を行う場合、
公益

いる著作権の制限規定の改廃、著作権の保護期間の

を集めたりするこの仕事は想像以上に難しいもので、かつて私は元旦を除いて百三十日間、連日調査に廻っ

法人である唯一の団体に限って許可すること

延長、などを求める「著作権制度の改正に関する第

たこともあります。著作権の尊重は文化のバロメーターといわれているだけに、一日も早く外国に負けない

二次意見書」を提出した。

音楽文化国になって欲しいものです」

（2）仲介業務法について

②主務大臣の許可を受けていない仲介業務者が

“音楽 Gメン ”という呼称は、『週刊読売』同年 5月 27日号の記事で初めて使用された。JASRACの業務を

業務組織の変更
5月 1日、録音権業務の急速な増大に対処するため、

取材したこの記事のライターが命名したものであると思われるが、もしかすると当時の職員の気持ちの片隅

監査部を設けた。

にそうした使命感のようなものがあったかもしれない。

新しく録音部を設置するとともに、内部監査を行う
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倉敷市の「キャバレー富士」で JASRAC管理の音楽著作物が営業に使われていたため、1962（昭和 37）

BIEMの代理人に内定

年 12月 6日に中四国出張所員が同店を訪ね、使用許諾契約の締結について経営者に説明した。しかし、交渉

4月 22日から 26日までパリの CISAC本部で開かれ

渉した。この結果、10月には、1965（昭和 40）年 1

た事務局長会議に出席した小島丈二録音部長は、会

月 1日以降、BIEMの日本における代理人を JASRAC

議終了後、各国録音権団体を歴訪してヨーロッパに

とすることが内定した。

BIEMを訪問し、BIEMと JASRACの契約について交
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（昭和38）年

お け る 録 音 権 管 理 の 状 況 を 調 査 す る と と も に、

１９６３（ 昭 和

1963

警察庁が著作権法違反の取締りを指示

※当時のBIEMはCISAC第3連盟（機械的複製権協会連盟）が加盟する団体の作品管理を世
界各地域において行う代表窓口としての機能を担っていたが、1968（昭和43）年にBIEM
が改組され、加盟団体相互管理契約方式に切り替えられた。従って今日のBIEMとは異なる。

ASCAPとの契約が片務から相互に

を進めていたところ、警察署員が現れ理由を示すことなく所員を逮捕、倉敷警察署川西巡査派出所に連行し、
長時間にわたって強制的に取り調べを行った。
こうした著作権法違反を助長するような行為に対して、JASRACは同年 12月 28日に特別公務員職権濫用
と業務妨害で倉敷警察署員 3人を岡山地検に告訴した。また、数次にわたる契約交渉にもかかわらず無断利
用を重ねた「キャバレー富士」も著作権法違反で告訴した。
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さらに 1963（昭和 38）年 2月 22日に西条会長と菊池専務理事は、警察庁に柏村信夫長官を訪ね、警察
署員を告訴した経緯と JASRACの業務を説明し、今後このような不祥事が続発しないよう要請するととも
に、要望書を提出した。

演奏権に関して、1951（昭和 26）年以来、JASRAC

その結果、警察庁では、同様の事犯が再び発生しないように「警察官実務提要」
（警察庁総務課編集）に著

が日本国内で ASCAPの管理楽曲を管理するだけの

作権法を登載すること、同年 5月 29日に開かれた全国防犯・保安関係課長会議において著作権法違反に対す

片務契約が、この年 6月から相互管理契約に切り替

る取締りについて指示を行うなどの措置を講じることとなった。

えられた。
こ れ に 伴 い、JASRACが 管 理 す る 日 本 楽 曲 は、
BMI会員の音楽出版社に下請契約されているものを
除き、米国では ASCAPが管理することとなった。
ASCAPと相互管理契約を結ぶ

分配規程を変更
著作物使用料の分配方法（分配規程）の変更が、7
月 12日に許可され、創立時に定めた分配規程を 24年
ぶりに変更した。
変更内容は、主に次のとおり。
①関係権利者として音楽出版者と訳詞者を加えた。
②分配率を、広義の演奏権と複製権の二つに大別
した。
③複製権の場合、音楽出版者が関与する著作物は、

原則として音楽出版者に 100%分配することと
した。
④外国著作物に係る下請出版著作物に適用する分
配率を定めた。
この頃にはすでに38の著作権管理団体と相互管理
契約を締結し、外国音楽の下請出版社も増えてきた。
規程変更は、CISACの標準方式に範をとるととも
に、米国の慣行なども考慮して作成した。

7月 19日に、映画の上映使用料に関する著作物使

（昭和39）年

審議会の仲介業務制度の検討へ意見書を提出
前年 11月、著作権制度審議会に、仲介業務制度を
検討するための第 6小委員会（主査・国塩耕一郎）が

映画上映使用料の規定変更
用料規程の一部変更の認可申請をした。

1964

設置されたことを受けて、JASRACは 2月 24日、
「著
について折衝を重ねてきた。
しかし、配給事業者は、音楽の利用者である上映

かつ、この者に対する罰則を強化すること
④音楽著作権のすべてを仲介業務機関が管理すべ

作権に関する仲介業務制度の改善に関する意見書」

きであるが、著作権者自ら権利行使するのが常

を文部省社会教育局長に提出した。

態になっているもの、人格的色彩が濃い翻訳、編

1960（昭和 35）年に認可された上映使用料の規定

館主が支払い義務者であるとの主張を繰り返したた

提出した意見は、概ね次のとおり。

曲などの改作をする権利については、仲介業務

は、当時の状況等から、上映使用料は「当該映画の

め、外国映画の上映使用料を上映者から徴収する場

①音楽著作物の著作権に関する仲介業務に関す

法の規制からはずしてよいこと

製作者または配給事業者が支払うものとする」と定

合について、上映 1回ごとの使用料あるいは月額契

る法律は、他の著作物の著作権に関する仲介業

めていたので、JASRACは外国映画について、米国

約を締結するときの使用料を、規定に追加した。

務に関する法律とは別個に独立して立法する

映画輸出協会や外国映画輪入協会などと上映使用料

こと
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⑤仲介業務の「仲介人ノ手数料又ハ報酬」を「必
要経費」と改めること
一方、利用者などの関係団体からは、仲介業務団

②現行の仲介業務法で許可を受け、現に仲介業務

体は複数（少なくとも 2団体）が望ましい、協議が

を行っている仲介人に限って、音楽著作権に関

調わない場合の強制許諾制を存置させる、使用料規

する仲介業務を行えることとすること

程の変更認可申請は、利用者の側からもなし得るよ

③主務大臣から許可を受けていない仲介機関が締

44

結した著作物利用に関する契約は無効と規定し、

う定めること、などの意見が出された。

第
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１９６４（ 昭 和

悪質興行対策で警察と協力
くにあたって、大きな障害となったのが悪質な興行

39

）年

JASRACが演奏権の管理を全国的に徹底してい

を示した。その初めての例が、広島での不二興業に
対する事件だった。

者あるいは反社会的勢力が開催する歌謡ショー等で、
担当の出張所職員に脅迫的な言動により対応し、管
理著作物の無断利用を繰り返していた。これを放置
することは、他の善良な利用者に悪影響を及ぼしか
ねず、対策が急務となった。
そのころ警察庁は、反社会的勢力の取締りの強化
を推進するなかで、一部の興行師が反社会的勢力と
密接な関係にあり、また反社会的勢力が資金源とし
て歌謡興行を手がけていることに注目していた。
そ の よ う な 状 況 の も と、 悪 質 な 興 行 に 関 す る

黒い霧事件と刷新委員会

JASRAC側の説明と相談を受けた警察庁と各県警
本部は、JASRACの対応策へ積極的に協力する姿勢

反社会的勢力との闘いを伝える当時の新聞

を設置して運営体制の見直しを行った。

外国映画上映使用料の管理へ

この見直しにより、定款改正委員会の設置、経理規程の整備（協会会計と信託会計とを区分して行うこと）

前年 7月に変更認可の申請をした映画の上映使用

料規定を定めるものだった。JASRACは 8月 5日、全

料規定が、5月 26日、修正認可された。修正は、全国

興連と外国映画上映に関する契約を締結し、これに

興行環境衛生同業組合連合会（全興連）の組合員が

よって、外国映画上映使用料の管理を実施すること

経営する常設館で、外国映画を上映する場合の使用

となった。

使用料が10億円台に
この年度の使用料徴収額は、1,153,491,581円と、創立 25周年にして、初めて 10億円を超えた。

東京オリンピック開催
この年の 10月 10日から 24日までの 15日間、第 18
回オリンピック競技大会が東京で開催された。日本

ダルを獲得した。祝日の体育の日はオリンピック開
催を記念して制定された。

は合計 16個の金メダル、5個の銀メダル、8個の銅メ

コンパクトカセットの登場
オランダのフィリップス社が、オーディオ用の記
録媒体の規格として発表。いわゆる「カセットテー

過年度の経理処理に端を発したこの事件を通して、JASRACは「刷新委員会」「過年度経理処理委員会」

プ」として、その後広く普及した。

など、現在の基礎となる制度等も作られた。
1964年
8月 15日

「御挨拶」と題する文書が日本作曲家組合の服部正委員長名義で配付される

8月 25日

「日本音楽著作権協会会員各位に訴えます」という文書が JASRACの会員に配付される

9月 4日

服部正、諸井三郎らが JASRACの会計に不正が見られると文部省の記者クラブで発表したこと
が、東京放送ラジオ午前 9時のニュースで流された

9月 9日

JASRACは日本作曲家組合の服部正委員長を名誉、信用毀損で告訴。9月 10日、同組合が
JASRACを背任罪、私文書偽造罪等で告訴

10月 15日

1965年
2月 27日

刷新委員会が協会運営の根本基盤となる、定款改正と経理改善の要綱を提案勧告し、定款改正委
員会が設置される。刷新委員会の勧告を受け、
「協会会計」（1971年から「一般会計」
）と「信託
会計」とを区分して行うことを内容とする経理規程を作成し、1966年からこの規定に沿った会
計処理を行うこととなった。刷新委員会は、20回にわたり 51項目の事項を審議し、3月 31日、
解散した

7月 13日

執行役員が辞任

12月 9日

1966年
10月 24日
1967年
7月 15日
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双方告訴を取り下げ、「刷新委員会」で問題の根本的解決を図る旨の共同声明を発表

「過年度経理処理委員会」を設けることが理事会で決定され、法律顧問の高木常七氏（元最高裁判
所判事）が委員長になり、過年度の経理の当否および責任の有無について検討することとなった
（1967年 7月 27日解散）。「過年度経理処理委員会」は、本委員会、小委員会等 84回の委員会を
開き、1966年 5月 16日および 8月 2日に理事会に答申した。この答申を受け、春日理事長は 10
月 27日の通常評議員会と 11月 22日の臨時総会で、
「過去の協会の経理上の問題」について報告
し、出席者全員の了承を得た
旧執行役員に対し、損害補填の責任を問う民事訴訟を提起
東京地方裁判所において、職権による和解勧告があり、裁判上の和解

第
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1965

（昭和40）年

定款を変更、評議員会を設置
5月 26日の臨時総会で、
定款変更案と新定款に定め

ない特別の職として会長が JASRACを統裁するこ

る評議員選挙規則案について審議され、承認された。

と、理事長が JASRACを代表すること、常勤監事を

定款変更の主な内容は、音楽出版者を会員にする

置くことなど。

こと、評議員会を設けること、法律上団体を代表し

初の評議員選挙
9月 3日、新定款による初の評議員選挙（郵送に
よる連記式投票）の開票が行われ、作詞者 27人、作

曲者 27人、音楽出版者 6人、計 60人の評議員を選出
した。

役員の改選、会長に堀内敬三、理事長に春日由三が就任
9月 15日、評議員会が開かれ、会長に堀内敬三を
選任した。

10月 12日開催の理事会で、理事長に前 NHK専務理
事の春日由三を委嘱することが承認された。

都響が設立
前年の東京オリンピックの記念文化事業として、東京都交響楽団（都響）が設立された。

文部省唱歌、著作権者の権利主張が認められる
昭和 40年代初めまで、文部省唱歌として国定教科書に掲載されていたものは、文部省の教科書管理課へ申
し入れれば無償利用が認められていた。しかし、著作者の間では、文部省唱歌の権利がずっと論議されてい
た。
「文部省が教科書に掲載使用する場合に限って無償利用を著作者は承認しているのであって、文部省発行
の教科書以外での使用には権利が及ぶ」というのが著作者側の主張だった。
この年 7月 1日、日本音楽著作家組合等 5団体は連名で、文部省初等中等局長に対して「文部省唱歌の著作
権は著作者にあること。その著作権を譲渡することを承諾した著作者の作品であってもこれまでの子弟教育
に果した多大の貢献に照らして、著作権を著作者に返還して欲しい」と申し入れを行った。また、同日、著
作者およびその継承者 30人も連名で申し入れを行った。
申し入れの内容を検討するため、JASRACは 1966（昭和 41）年 10月に音楽教育委員会を発足。利用者
団体等とも話し合いを行い、1967（昭和 42）年 7月から NHKが、同年 9月から民放連が JASRAC管理著
作物として 70曲を取り扱うという了承を得た。これ以降、一般利用者にも管理著作物として取り扱うように
なった。
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