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（昭和41）年

分配事務のシステム化が進展
事務量の増大に対応するため、コンピュータを利

当初は日本IBM㈱にコンピュータ処理を委託して

用する、いわゆるシステム化が必要となり、前年度

いたが、翌年からは㈱三菱銀行のコンピュータ受託

から録音使用料のうちの洋楽レコードの請求・分配

計算部門（現在の三菱総研 DCS㈱）にその一部を、

計算について実施していたが、この年度から邦楽レ

1969（昭和 44）年からは全面的に移してシステムを

コードについても実施し、年度末には演奏権の一部

改善した。

にも適用した。

著作権制度審議会が答申
4月 20日、著作権制度審議会が、以下を主な内容
とする、著作権法の改正について答申した。
①レコード等の録音物による演奏・放送には著作

②著作権の保護期間を著作者の死後 50年とする。
③著作隣接権制度を設ける。
④罰則を強化する。

権者の許諾を必要とする。

著作権法改正を求めて文部大臣に陳情
5月 1日付で文部省に文化局が設置され、著作権課
は同局に移管された。
10月 18日、堀内会長、春日理事長らは文部大臣を
訪ね、審議会の答申を尊重し、速やかに著作権法を
改正するよう陳情し、要望書を提出した。

文部大臣室の春日理事長ら

録音テープの管理開始
前年末から発売されたステレオ用のカートリッジ

テープによる著作物の利用に対応するため、暫定的

テープ、1962（昭和 37）年にオランダのフィリップ

に蓄音機用音盤の使用料規定を準用、7月から管理を

ス社によって開発されたカセットテープなど録音

開始した。
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第に使用料の不払い運動へと発展していった。これは、同年 8月に顕在化した過年度の経理処理問題と関連
するものとされる。
JASRACは、1966（昭和 41）年の 6月から 7月にかけて、大阪府 30事業者、兵庫県 30事業者、和歌山
県 7事業者を相手として、滞納使用料と違約金請求の民事訴訟をそれぞれの管轄地方裁判所に提起した。67
事業者による不払い使用料の総額は約 3,800万円で、違約金を合計すると 1億 1,000万円以上だった。
相手方との交渉の結果、同年 8月に 5事業者と和解が成立した。それ以外の多くの事業者とも、同年 11月
頃までには概ね和解した。和解に応じなかった大阪府のキャバレー「ゴールデンミカド」
（ナニワ観光㈱）に
ついては、1967（昭和 42）年 8月に大阪地方裁判所が、また兵庫県のカフェ「赤い靴」とキャバレー「処
女林」については、同年 12月に神戸地方裁判所が、それぞれ延滞使用料と違約金の支払いに加え、著作権侵
害行為の排除、予防として管理著作物の使用禁止を命じるなど、JASRACの主張を認めた。
無許諾店に対する演奏禁止を認めた判決はこれまでもあったが、著作物使用料を滞納している店舗への延

使用料が20億円台に

41

）年〜 １９６８（ 昭 和 ）年

1964（昭和 39）年 11月頃から、関西地区社交場で、著作物使用料の値下げを要求する動きがあり、次

１９６６（ 昭 和

JASRAC史上かつてない大規模な訴訟

この年度の使用料徴収額は 22億 8,047万円余となり、初めて 20億円台に達した。

著作権侵害の証拠を保全
3月 14日、広島地方裁判所は JASRACの申し立てにより、著作権侵害の証拠保全のため広島市内の観光
キャバレー「香港」で現場検証を行った。
この現場検証では、店内で楽譜や演奏状況の撮影、録音が行われ、18曲の著作権侵害が判明した。さらに
3月 30日、広島地方裁判所は、法廷に「香港」の楽団責任者を呼び、本人尋問を実施。現場検証で提示され
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た楽譜は一部で、さらに多くの楽譜を使用していたとの証言が得られ、
「香港」における著作権侵害の実態が
明らかになった。
それまで著作権侵害について証拠保全が行われた事例は数少なく、「香港」は中国地方以西で初めての事
例だった。この事例では「香港」の経営者が陳謝し、損害金を支払ったため示談が成立した。

滞使用料と違約金を求める事件において、契約解除後の侵害行為を排除する目的で、裁判所が JASRACの管
理著作物の演奏禁止を認めたのはこの事件が初めてだった。

GSブーム
ベンチャーズやビートルズなどのロック・グルー

いざなぎ景気

プの影響を受け、日本でもグループ・サウンズと呼

1965（昭和 40）年 11月から好景気が続き、いざな

1968

1967

（昭和43）年

録音テープの使用料規定認可

（昭和42）年

前年12月22日に認可申請をしていた録音テープの

「音楽と著作権」を発行

使用料規定が、6月 14日、認可された。

1月30日、広報紙「音楽と著作権」第1号を発行した。

伴って事務的、記録的性格が強まった会報の制約を補

この「音楽と著作権」は、JASRACの業務の拡張に

い、会員に発言の場を提供することを企図したもの。

編曲の管理方法を明確化
は原著作権がある編曲著作物について、原著作権者

は、編曲審査委員会が「編曲著作物の審査基準」に

の承諾があっても、編曲著作物として管理の適否を、

合致すると認めたものだけを管理することとした。

審査している。

この制度は現在も継続して実施されており、現在

れ、音楽の著作物については、その著作権に関する
仲介業務は従来どおり規制する方針を継持すること

この年度の録音テープ使用料徴収額は、前年度比

の認可により、テープ自体の規定として、①一般市

394.1%の 3億 5,000万円余、徴収使用料全体に占める

販の録音テープ、②背景音楽（BGM）用貸出録音

比率は 9.8%となった。

海外向けPR冊子を配布
第26回CISAC総会に先立ち、JASRACの歴史、組

JASRAC」を 作 成、加 盟 団 体 に 送 付 し た。こ れ は

織、 実績などを紹介する英文の広報冊子「This is

JASRACが行った初めての海外向けPR活動だった。

6月 15日、文部省文化局と文化財保護委員会が統
が適当であるなど、著作権等に関する仲介業務制度
の在り方について、文部大臣に答申した。

年史

所管となった。

合されて文化庁が設置され、著作権行政は文化庁の

国民総生産が世界2位に
出された付加価値の総計）は、1966（昭和 41）年に

第1部

定まった。

それまではレコードの規定を準用していたが、こ

日本の国民総生産（GNP：国内の経済活動で生み
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テープ、③その他の録音テープ、についての料率が

文化庁が発足、著作権行政を所管

審議会が仲介業務制度で答申
5月 10日、著作権制度審議会第 35回総会が開催さ

パイダースやザ・タイガースなどが人気だった。

7月まで 57か月続いた。

ぎ景気と呼ばれる。この好景気は 1970（昭和 45）年

この年度から原著作権がない編曲著作物について

ばれるロック・グループがブームになった。ザ・ス

フランス、翌年に英国を抜き、この年には西ドイツ
をも抜いて、米国に次ぐ第 2位となった。
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１９６８（ 昭 和

新著作権法案国会上程促進大会を開催

東海観光事件
JASRACが著作権訴訟事件で、初めて最高裁判決を得たのが東海観光事件だった。

して 1月に発表され、4月 2日の閣議で法案の第 58回

1966（昭和 41）年、神戸市の約 20の使用料不払いの社交場事業者に対し、その支払いと違約金を請求

通常国会への上程が決定されたにもかかわらず、上

する訴訟を提起した。ほとんどの事業者とは和解が成立したが、㈲処女林は応じなかった。この訴訟中、店

程は見送られた。

が火災で焼失するが、経営者はその跡地に東海観光ビルを建て、新たに東海観光㈱名義で「ナイトタウン・

12月 11日、JASRACと日本音楽著作家組合など音

白い森」ほか 2店を開店、無断で生演奏とレコード演奏を始めた。

楽著作者 6団体と日本芸能実演家団体協議会（芸団

1968（昭和 43）年 11月、この 3店に対し、演奏禁止を求める仮処分申立てを行い、神戸地裁は仮処分執

協）の 8団体は、新著作権法案国会上程促進大会を

行命令を決定。執行官保管の際に、楽器と楽譜以外にも、楽団ステージ、ピアノ、ジュークボックス、レコー

開いた。

東海観光は執行後も、仮処分命令を無視して無断演奏を継続したため、JASRACは間接強制を申し立て、

小委員会の上村千一郎委員長ほか 4人の代議士、文
新著作権法案国会上程促進大会

翌年 3月、間接強制の決定に対し、東海観光は即時抗告を申し立てるが大阪高裁は棄却。さらに抗告棄却

れた。

を不服として最高裁に特別抗告を申し立てたが、これも却下され判決が確定した。

本部事務所ビル建設に協力金
ルへの移転を検討。2月 28日開催の評議員会で、
日本
音楽著作権会館建設協力金の調達方法が承認された。
その調達方法は、信託財産に係る原使用料から、

同地裁は、3日以内に楽団演奏およびレコード演奏を停止すること、また停止しない場合は 1日につき 2万円
の支払いを命じた。レコード演奏について賠償金の支払いを命じたのも、本件が初めてだった。

からは、新法案の国会上程への決意や所信が表明さ

業務の急激な拡張に伴って、専用できる事務所ビ
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ドプレイヤー、レコード盤などが差し押さえられたのは、この事件が初めてだった。

この大会には、自民党・文教調査会の著作権制度
化庁の安達健二次長らが来賓として出席、各出席者

43

）年〜 １９６９（ 昭 和 ）年

著作権法の全部を改正する法律案が文部省試案と

判決の意義として次の 4点が挙げられる。

JASRACが借り入れるというもの。
この承認を得て、共和ビルディング㈱に建設協力
金を貸し付け、同社が東京都港区西新橋 1丁目 7番 13
号に建設するビルに入居することを決めた。

そこに含まれている未収手数料を限度として

①レコード演奏が生演奏と同様に扱われた
②東海観光事件における社交場での音楽演奏が興行にあたり、社交場経営者に著作物利用の責任があると
確認された
③ JASRACが使用料不払いを理由に利用許諾契約を拒否、音楽演奏の禁止を求めたのは、権利の濫用に当
たらない
④レコード演奏について、その都度出所の明示を行うことを命ずるとともに賠償金も同一の基準での支払
いを命じた
この判決は、中部観光事件とともに、その後の演奏権管理業務を大きく飛躍させる礎となった。
なお、東海観光の経営者らを著作権侵害の疑いで告訴もしており、1970（昭和 45）年、神戸地裁が有罪
判決を言い渡した。演奏権侵害に関して刑事罰が適用されたのも初めて。この刑事事件についても、大阪高
裁、最高裁が、被告人らの控訴、上告を棄却した。

BIEMに正式加盟
10月 8日、BIEMの総会で、JASRACの BIEM加盟が正式に承認された。これにより、JASRACは録音権
管理団体としても、BIEM加盟の各録音権協会と直接に管理契約を締結し、使用料の徴収・分配を自ら行え
ることになった。
BIEMとの関係に関しては、1963（昭和 38）年 10月に、1965（昭和 40）年 1月以降、日本における
BIEM代理人を JASRACが務めることが内定。1964（昭和 39）年 3月には、JASRACの管理作品の海外に
おける録音権管理を、一部の国を除いて BIEMに委託する契約を締結し、翌年は内定どおり、BIEM代理人と
なった。
当時の BIEMは、1968（昭和 43）年に組織変更されるまで、CISAC第 3連盟（機械的複製権協会連盟）
に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役割を担っており、加盟団体によ
る相互管理契約方式ではなかった。このため、日本のレコード会社が BIEMの管理楽曲を録音した場合、
JASRACがその使用料をレコード会社から徴収し、代表窓口を務める BIEMに送金していた。
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第1部

年史

1969

（昭和44）年

信託契約約款の変更（収支差額金の扱いを変更）
3月 27日、著作権信託契約約款改正委員会（藤田

款 6条の但し書きのままでは、年々使用料の徴収額

正人委員長）が設置された。これは、過年度経理処

が 増 大 し、 こ れ に つ れ て 多 額 の 収 支 差 額 金 が

理とも関連する、当時の約款 6条の見直しが目的

JASRACに蓄積された場合、所得の発生と見なさざ

だった。

るを得ず、法人税の課税が免れないこととなった。

JASRACは 1960（昭和 35）年に信託契約約款を変
更、管理手数料を実費精算方式とした。

このため、6条の但し書きを、収支差額金が生じた
ときはこれを「翌会計年度中ニ受益者ニ交付ス」と

しかし、収支差額金が使用料徴収額の 100分の 3に

改めるとともに、もう一つ問題となっていた、協会

達するまでは JASRACが保管することを定めた約

収入の一部の会員信託者共済基金と職員共済基金へ
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許可申請し、6月 23日、許可された。

JASRACが著作権法 30条 8号の即時廃止運動を開
始してから 9年、改正作業が具体化してから 8年にし
て新しい著作権法が誕生したことになる。

創立30周年を祝う

この全面改正によって、1928（昭和 3）年のべル

JASRACは 30周年を記念して「
（社）日本音楽著

この改正法の主要点は次のとおり。

作権協会三十年史」を発行した。

①著作権の保護期間を著作者の生存中およびその
死後 50年に延長したこと
②著作者人格権の保護を明確にしたこと
創立30周年記念祝賀会

功労者として表彰される
増沢元理事長

著作権保護期間を暫定延長

わが国の実情に適合するように整備された。

（合計 8年間）。

の範囲を厳密に定めたこと
④新たに著作隣接権制度を設け、実演家、レコー
ド製作者および放送事業者の権利を、著作者に

45

準じて保護するとしたこと

③著作権の制限に関する規定を整備し、自由利用

新法への対応
新法の施行に対処するため、JASRACは著作物使

定延長されたことに続く、4回目の暫定延長だった

用料規程委員会の設置を決め、10月 8日に第 1回の会

で定める営利事業について、使用料規定を作成する
ことになった。

議を開いて、レコードによる放送、有線放送、政令

（昭和 40）年に 2年間、1967（昭和 42）年に 2年間暫

ビデオテープの使用料規定認可

使用料が40億円台に

ビデオテープの使用料規定を作成、3月 27日に認

前年度で30億円の大台に達した著作物使用料徴収

44

年のストックホルム改正条約の水準にまで高められ、

新著作権法の主要点

日、日本音楽著作権会館上棟式も行われた。

に暫定延長された。1962（昭和 37）年に 3年間、1965

（昭和 23）年のブラッセル改正条約、1967（昭和 42）

ヌ条約（ローマ改正条約）の水準にとどまっていた

この年、JASRACは創立 30周年を迎え、11月 18日、
東京の高輪光輪閣で記念祝賀会を開催した。また、同

12月 8日、著作権の保護期間が著作者の死後 38年

わが国の著作権法が、ほぼ当時のべルヌ条約、1948

）年〜 １９７０（ 昭 和 ）年

以後協会収入を繰り入れないこととした。

信託契約約款の変更は、5月 31日、文化庁長官に

１９６９（ 昭 和

の繰り入れについて、前年度決算で基金額を凍結し、

可申請し、7月 20日、
「2年後に改定の措置を講ずるこ

して 40億円台に到達した。

額は、この年度は、総額 42億 1,382万円余と、1年に

本年度末の著作権信託者数は 3,999者、職員は 203人。

1970年

（昭和45）年

10月23日、同じくビデオテープの管理手数料（20%
以内）が許可された。

と」を条件に認可された。

著作権法の歴史

新本部ビルに移転、業務組織変更 出張所を支部に

1899（明治 32）年、水野錬太郎（JASRAC初代会長）の起草により、日本で初めての著作権法（旧著

1968 (昭和 43）年 12月に着工した 日本音楽著作権

作権法）が制定された。旧著作権法は 1970（昭和 45）年に全面改正されるまで、70年間という非常に長

会館が、この年 3月 20日に竣工、同 31日から同会館

い間、一部改正を経ながら存続した。なお、著作権法制定のきっかけは、欧州諸国との不平等条約撤廃の交

で業務を開始した。

換条件としてベルヌ条約加盟を強いられたことである。そのため、条文上は外国と同様の保護水準であった
ものの、同条約に加入するために著作権法を制定する必要があったという性格が強く、著作者が権利保護を

また近年の業務の発展拡張に対処するため、4月 1

要求して実現したものではなかった。

日からこれまでの業務組織を大幅に変更するととも

1962（昭和 37）年 4月、
「著作権制度審議会」が文部大臣の諮問機関として設置され、旧著作権法の全面

に、出張所の名称も支部と改めた。

改正に向けた検討が始まった。1968（昭和 43）年 6月の文化庁発足に伴い、法案作成の担当は文部省文化
局から文化庁著作権課に移り、新著作権法（現行法）は 1970年 4月に可決された。
この全面改正は、著作権の保護期間が著作者の死後 50年に延長することなどを内容としていたが、旧 30
条 8号に関する問題については、急激な変化に対する経過措置として附則 14条が置かれたため、三つの営利
日本音楽著作権会館（共和ビル）

著作権法全面改正法案、全会一致で成立
著作権法改正法案が 4月 10日、衆議院本会議で全
会一致により承認され、4月 28日、参議院本会議で
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も全会一致で可決された（5月 6日公布、翌年 l月 1日

事業（音楽喫茶、
ダンスホール、
ショーなど）のほかは従来どおり演奏権が及ばないこととされた。JASRAC
は、レコード再生には演奏権が及ばないとされていた旧 30条 8号を廃止するという即時廃止運動を 1961
（昭和 36）年から行っていたが、この問題の全面的な解決は 1999（平成 11）年まで待たなければならな
かった。

施行）。
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者、楽曲等の資料が不足していた。

定款変更が認可

45

）年〜 １９７１（ 昭 和 ）年

1968（昭和 43）年に BIEMが改組され、BIEM事

１９７０（ 昭 和

録音使用料の分配にGEMAの資料を導入

6月 14日、定款の変更が認可された。この変更は、 員、会務運営の組織、会計等について変更し、字句、

務局による集中管理方式から加盟団体間の相互契約

このため JASRACは、西ドイツの GEMAが保有す

新著作権法の施行もあって、質・量ともに大きく変

表現を法令等にならって修正した。

方式に切り替わったことから、JASRACも外国楽曲

る作品や権利者に関する資料カード約 455万枚をマ

化・拡張する JASRAC業務を、会員の意思を十分に

また新たに、評議員選挙規則、評議員会議長と副

の録音使用料の徴収から分配全般の業務を行うこと

イクロフィルムに撮影・収録して、提供を受けるこ

反映しつつ、迅速的確に執行するためのもので、旧

議長の互選規則、会長、理事と監事の選任規程など

が必要となったが、JASRACにはそのための権利

ととなった。

定款を全般にわたって見直し、会員資格の取得、役

の定款細則を制定した。

役員の改選、会長にサトウハチロー、理事長に酒井三郎が就任

70年安保騒動
日米安保条約が10年間の期限を迎えて自動延長す
るタイミングで、自動延長を阻止して条約を破棄さ

生らによるバリケード封鎖が行われ、国会前をはじ
め全国でもデモが行われた。

せようとする運動が起こった。全国の大学では、学

10月 9日に開かれた、新評議員による臨時評議員
会で、会長にサトウハチローを選出した。

米国との間に沖縄返還協定（琉球諸島及び大東諸

日本万国博覧会（大阪万博）が、大阪府吹田市で

46

互選された。

沖縄返還協定調印

大阪万博開幕
開催された。参加国は 77か国 4国際機関で、期間は

次いで、10月 15日の理事会で酒井三郎が理事長に

号が持ち帰った「月の石」を展示したアメリカ館は

島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定）

が、6月 17日に調印された。この協定は翌年 5月 15日
に発効し、沖縄は日本に返還された。

大変な行列だった。

3月 15日から 9月 13日までの 183日間。特にアポロ 12

1971

（昭和46）年

新著作権法の施行
1月 1日、新著作権法が施行された。

レコードの放送使用料はブランケット方式
レコードの放送使用料について NHK、民放連と協

交わした。

議し、生演奏を含めた放送使用料全体をブランケッ

このように新著作権法制定に件い、各放送局とレ

ト方式（年間使用料を一括して算定）とすることも

コード演奏による放送使用料のブランケット化が合

議論されたが、レコード演奏の使用料のみをブラン

意されたが、これ以降、生演奏を含めた放送使用料

ケット方式とすることで合意し、「商業用レコード

のブランケット化、料率の定め方については、難航

による音楽著作物の放送使用料についての覚書」を

を極めることとなる。

有線放送の使用料で合意
有線音楽放送の使用料について、全国有線音楽放
送協会と、最終の目標額を加入料収入の 100分の 1と

して、年次的に料率を改定していくことで合意。後
に日本有線放送連盟もこれに合意した。

この新システムの導入は、①レコード演奏使用料

数の急激な増加によって、録音権処理の機械システ

分配の機械化、②社交場関係事務の機械処理、③録

ムの再検討が必要となったため、楽曲のコード化と

音権新システムの実施など、徴収から分配までの諸

楽曲審査の機械処理化を骨子とする新システムを導

業務を一貫した大規模なシステムに改善するもので、

入し、12月から実施した。

通常業務と並行して進めるという難事業だった。

年史

れまで BGM再生機として使われていたコインボックス内蔵の 8トラック式小型ジュークボックスにマイク
が付き、カラオケの原型が誕生した。また、国民皆唱運動を展開した山下年春氏（太洋レコード創業者）が
伴奏テープ（8トラック式）を販売。これは初のカラオケソフトといえる。
1971（昭和 46）年には、井上大佑氏（㈱クレセント創業者）が、マイク端子付き 8トラックプレーヤー
「8ジューク」を自主製作した。弾き語りで録音した伴奏テープ 10本（40曲）をセットして、店舗へのレン
タル提供を開始。こうして始まったカラオケ事業は各地で注目を集めることになった。
チェンジャー」が相次いで開発され、カラオケファンのすそ野を広げていった。さらに、1985（昭和 60）
年には船舶用コンテナを改造した屋外型カラオケボックスが岡山県に登場。カラオケボックスは若者の潜在
需要を満たし、それまでの酒場市場、バンケット（宴会場）市場に加え、新しい市場を開拓していく。
現在、カラオケ業界の主流となっているのは、1992（平成 4）年に誕生した通信カラオケである。通信

管理する楽曲数と、利用者から申請される使用曲

第1部

今や世界中で楽しまれているカラオケは、日本発祥の娯楽として知られている。1970年代初めには、そ

1980年代になると、モニター画面を見て歌う「映像カラオケ」、リモコンだけで選曲ができる「オート

楽曲のコード化など新システムを実施

56

最先端技術を取り入れ進化するカラオケ

カラオケは音楽と映像がネット経由で送られてくるため、レーザーディスクなどのソフトやオートチェン
ジャーを必要としない。2002（平成 14）年以降は、ブロードバンド環境の整備が進み、生音や動画など大
容量データを活用した新時代の通信カラオケが発売されるようになった。近年では、
最先端技術を取り入れ、
地域を超えたリアルタイムのコミュニケーションが実現されている。
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１９７２（ 昭 和

1972

）年

47

（昭和47）年

許諾シール偽造者を告訴
録音テープに貼付する、利用許諾の証であるシー

日、警視庁に私文書偽造で告訴、この年 5月 24日、東

ル（証紙）を偽造する者が、数年前から現れるよう

京地方裁判所はこの偽造者に懲役 1年 6か月（執行猶

になった。

予 4年）の判決を言い渡した。録音物に関する判決

JASRACは、このシール偽造者 1人を前年の 7月 21

は初めて。

新法の両罰規定を適用して法的措置
川口市のキャバレー「ゴールデン東京」における

浦和地検は 7月 20日、同社とその代表者を起訴し、
川口簡易裁判所に略式命令を請求、同簡裁は 7月 31

て浦和地方検察庁に告訴していたが、この年 3月、新

日、同社と代表者にそれぞれ罰金を科す略式命令を

法に定める両罰規定の適用を求めて、同店を経営す

下した。

した。

この略式命令により、新著作権法の両罰規定が初
めて適用された。

沖縄本土復帰
5月 15日、沖縄が本土に復帰した。

JASRACの著作権管理が及ぶこととなった。

める。
（3）国内楽曲（個人作家分）の使用料は（1）の料率に改める。
この申入れは、1954（昭和 29）年の認可以降維持されていた「著作物 1曲の使用料は、レコード片面 1
枚につき、レコードの小売価格（物品税額を控除したもの）の 100分の 2、または、レコード片面 1枚につ
き、法定換算率による米貨 2セントの相当邦貨額（のち 7円 20銭に改訂）のうち、いずれか多い額以内」と
の規定が、ヨーロッパを中心とした BIEMの標準契約条件（片面 4％、1枚につき 8％）と比較して非常に低
世界第 2位にまで成長発展したことが理由となっていた。
この申入れに対し、レコード協会は翌年 2月 26日の回答書において、現行料率は米国と比べて低くなく、
以降、文書や話し合いを継続するが合意には至らず、文化庁長官の斡旋によるレコード等録音使用料問題

前年4月1日に著作物使用料規程の一部変更認可を

ついて検討を進めるように」との文化庁次長の通知

受けた際、
「放送使用料については、将来における生

があったことなどから、その準備を進めるため、5月

放送使用料をも含めたブランケット方式への移行に

1日、ブランケット徴収方式調査本部を設置した。

札幌冬季オリンピック開催

手が参加。日の丸飛行隊と呼ばれた日本のスキー

（2）使用料の計算にあたっては、製造工場（または本社）の倉庫出庫枚（本）数を、製造（本）数に改

レコード業界が業績不振であるなどとして、使用料率引き上げを拒否した。

ブランケット徴収方式調査本部を設置

ピックが開催された。35か国・地域から 1,128人の選

（1）市販用レコードの使用料率は、片面について定価の 4％に、またテープの使用料率は定価の 8％の定

額であり、BIEM加盟の他の団体から批判を受けるようになったことや、日本のレコード産業が米国に次ぐ

これにより、本土と同じ著作権制度の下に置かれ、

北海道札幌市で、2月 3日から 13日まで冬季オリン

1972（昭和 47）年 10月 16日、JASRACは日本レコード協会に対して、次の内容の申入れを行った。
率制に改める。定価の明示のないレコード、
テープの 1曲 1枚（本）の使用料は 10円 80銭に改める。

無断演奏について、JASRACは、過去 2回にわたっ

る寿商事㈱と同社の役員 2人を著作権法違反で告訴

レコード協会との激しい交渉～録音使用料変更申入れ

懇談会や、同懇談会小委員会において、JASRAC、日本レコード協会、文化庁の 3者協議が計 7回行われた。
当初使用料率の引き上げを頑なに拒否していたレコード協会は、協議の過程で定率制を採用することに同意
したものの、双方が主張する料率についての隔たりは大きく、議論は平行線をたどった。
最終的には文化庁長官が双方個別に懇談を行った上で、長官の斡旋による使用料規定を受諾することとな
り、1975（昭和 50）年 1月 31日、前年 4月 30日に認可申請していた録音等の使用料規定について、一部

ジャンプ選手たちが活躍し、70m級ジャンプの金銀
銅メダルを独占した。

を修正して再申請を行い、同年 4月 1日、認可された。
録音（蓄音機用音盤、録音テープ）に係る当時の規定は、おおむね次のとおりである。
著作物 1曲、レコード 1枚（録音テープ 1本）の使用料は、次によって算出する。
レコード
１．市販用レコード
（１）レコードの定価（物品税額を控除したもの）の 6/100をそのレコードに含まれている著作物数で除
して得た額以内。
（２）定価の明示のないレコードに著作物を利用する場合は、8円 10銭以内。
２．その他のレコード（略）
録音テープ
１．市販用録音テープ
（１）定価（物品税を控除したもの）の 6/100をその録音テープに含まれている著作物数で除して得た額
以内。
（２）定価の明示のない録音テープに著作物を使用する場合は、8円 10銭以内。
２．その他の録音テープ（略）
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1974

（昭和49）年

大阪有線放送社らを提訴
うせんに対し、① JASRACの管理する音楽著作物の
有線放送の禁止、②有線放送のために製作した録音

48

）年〜 １９７５（ 昭 和 ）年

（昭和48）年

5月 18日、㈱大阪有線放送社および同系列の㈱ゆ

１９７３（ 昭 和

1973

放送ブランケット、合意に至らず
る訴訟を大阪地方裁判所に提起した。
この著作権侵害排除、損害賠償請求の訴訟事件は、
翌年 1月 24日に和解が成立した。

放送使用料のブランケット化について、放送事業
者の収入（NHKは受信料収入と政府交付金収入の合

NHKと民放連に提示して折衝を重ねたが、合意に至

計、民間放送は放送事業者の営業収入）の 2%を基準

らなかった。

テープの廃棄、③著作権侵害に対し損害賠償を求め

とする使用料率とすることを骨子とし、料率の適用

サトウハチロー会長が逝去

役員の改選、会長に古賀政男が就任

11月 13日、サトウハチロー会長が逝去された。亨年 70歳だった。

任期満了に伴う評議員選挙が行われ、10月 7日の
臨時評議員会で、会長に古賀政男を選出した。

第一次オイルショックと狂乱物価
原油価格の高騰に起因するこの年からの不況を第

パーの買い占めなどが起こった。また、第一次オイ

一次オイルショックと呼ぶ。1979（昭和 54）年には

ルショックをきっかけとして 2ケタの物価上昇率も

第二次オイルショックが起こった。トイレットペー

記録し、「狂乱物価」と呼ばれた。

MPA設立
この年 9月、日本音楽出版社協会（NOSK）と、全日本音楽出版社連盟（JAMP）が統合され、日本音楽
出版社協会（MPA）が生まれた。
日本において音楽出版社は、1950年代後半から、次々と設立された。1960（昭和 35）年に、ASCAP
の国際代表が JASRACに来会し、音楽出版社の役割と重要性を唱え、1962年頃には、外国作品の著作権譲
渡を受けた音楽出版社がぞくぞく登場し、JASRACと信託契約を結んだ。
それまでは、レコード会社が国内の作家と専属契約を結び、その作品をレコード会社が独占して販売する
業態が一般的だった。新たに興された音楽出版社は、海外の音楽ビジネスを研究し、専属契約を結んでいな
い作家に創作を促し、それを各方面にプロモートするスタイルが生まれた。
NOSKは、1962（昭和 37）年に音楽出版社間の意見交換や情報共有の場として、JASRAC に信託した
10社（音楽之友社、新興楽譜、全音楽譜、水星社、ヤマハ・ミュージックなど）で設立された。音楽出版社
の活動が活発化するにつれ、JASRACの録音使用料の徴収額が急増、JASRACの運営に参画する必要性が
話し合われ、1965（昭和 40）年、音楽出版社を会員にすることなどが盛り込まれた定款変更が成立。音楽
出版者 20社が会員に、また、役員改選によって音楽出版者から理事 2人が選出された。
一方、1968（昭和 43）年、民放系出版社を中心とした音楽出版社が、民放各社の放送使用料について意
見を集約させるとして、JAMPを設立し、新興の出版社などが加盟した。
その後、同じ業種の中で二つの団体が共存するよりも、統合して音楽出版業界のさまざまな課題に当たる

については年次的に段階を設けるという原案を、

50

次いで 10月 14日の理事会で、酒井理事長が再任さ
れた。

経済マイナス成長
この年の経済成長率はマイナス1.2％だった。これ

の日本の高度経済成長が終わったことになる。

は第二次世界大戦後初のマイナス成長で、それまで

1975

（昭和50）年

録音等の使用料規定、修正認可
前年 4月 30日に認可申請した録音等の使用料規定
の一部変更については、1月 31日付でその一部を修
正して再申請し、4月 1日、認可された。
この使用料規定の認可に伴い、日本レコード協会
加盟の各社と、4月 1日から 2年間につき、新たな契

約を締結した。
また、認可された規定のうち、「電気通信設備を
用いて行う演奏（CCTV）」は、申請どおりに、「有
線テレビジョン放送（CATV）」は、修正後、認可
された。

放送使用料暫定料金で合意
11月に入って、この年度の放送使用料の暫定措置
として、NHKについては 6,800万円、民放について

は全体で年間使用料を約 2億円引き上げることで、
NHK、民放連との間で合意が成立した。

使用料、118億円余に
この年度の使用料徴収額は 118億 2,500万円余と、初めて 100億円の大台に達した。

必要性から、MPAに統合された。
MPAは、「内外の著作物の利用、開発を行う音楽出版社事業の健全な発達と音楽出版事業界全般の融和協
調を図ることにより音楽の著作物の普及に努め、音楽文化の発展に寄与することを目的」
（定款）として、
1980（昭和 55）年に文部省から社団法人として認可された。現在も日本の音楽出版業界を代表する唯一の
団体として活動を続けている。創立時の会員は 67社、現在は約 320社で構成される。
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１９７５（ 昭 和

放送ブランケット交渉難航

1970（昭和 45）年の現行著作権法成立（翌年 1月 1日施行）により、レコードを用いた放送にも権利が
及ぶようになった。
このため、利用許諾の対象となる放送利用が飛躍的に増大し、曲別処理は事実上不可能となった。このよ
うな事情から、
放送使用料についてブランケット方式に移行する必要性が確認された。ブランケット方式は、
テレビ放送の開局翌年に当たる 1954（昭和 29）年にすでに立案され、著作物使用料規程の認可申請にまで
踏み切ったが、放送事業者の猛反対に押し切られて叶わず、その後協議が断絶していた。
新たな案では、翌年から向こう 3年間については暫定的な定額使用料を定め、ブランケット方式の具体的
な条件について協議することとなった。しかし 1974（昭和 49）年末の段階でも合意には至らず、年明け後
の協議に持ち越された。
1975（昭和 50）年 1月 17日に民放連は具体案を提示したが、使用料算定の基礎となる営業収入の定義な
ど使用料率をめぐる条件に、大きな乖離があった。使用曲目の報告についても、JASRACが全国ネット番組
について全曲報告を求めたのに対し、
「使用曲目報告は必要な限度で行う」とされていた。
11月になっても合意には至らず、やむを得ず暫定な定額使用料を定め、翌年以降に協議をさらに継続する
こととなった。
理事長と担当役員が挨拶に赴いた折、民放連側の交渉担当者から、失言に当たるかもしれないので予めお
詫びしておくとの断わりがあった後、
「民放が放送で音楽を使うので、その作品がヒットするのだ。宣伝して
いるのと同じだから、払うどころか宣伝料をもらいたいくらいだ」という発言があったという。この時期の
協議が、いかに困難を極めたかを、このエピソードが如実に物語っている。

この年度の事業計画の主眼は、放送の使用料規定
をブランケット方式に変更することだった。

50

）年〜 １９７６（ 昭 和 ）年

放送ブランケット交渉、長期化へ

続 け て い た が、NHKの 交 渉 責 任 者 の 異 動 な ど に
よって中断した。

NHKからは 3月の時点で、制作費をべースとする

民放連からは 6月に、みなし電波料収入が提示さ

案が提示された。JASRACはこれに対し、国内放送

れたが、民放連内部でブランケット移行に異論が出

費に国際放送費を加えるという対案を示して交渉を

て、交渉は進展しなかった。

放送使用料、再び暫定料金で合意
ブランケット方式への移行を年度内に実施するこ
とが困難となったため、再び暫定使用料の交渉とな

NHKが 3,700万円、民放が 1億 200万円余の増にとど

51

まった。

り、この年度の使用料が決まった。前年度に比して、

上映使用料を引き上げ
外国映画の上映使用料を段階的に引き上げ、3年間
で倍額とすることについて全国興行環境衛生同業組

合連合会（全興連）と合意が成立し、12月 20日に契
約を締結した。

社交場での利用楽曲の収集方法を改善
この年度から、社交場使用料の分配のための利用
楽曲資料の収集方法を、これまでの職員による直接

聴取方式から、対象店内に長時間録音可能なテープ
レコーダーを置いて録音する方式に切り替えた。

「籠の鳥」事件で地裁判決
『およげ！たいやきくん』の大ヒット

流行歌「籠の鳥」は自分の作詞・作曲であると主

地裁が男性の請求を棄却する判決を言い渡し、男性

張する男性が、作曲者・鳥取春陽の相続人ほか 1人

はこれを不服として、大阪高等裁判所に控訴した。そ

フジテレビの番組「ひらけ！ポンキッキ」で利用

レコードは 12月 25日に発売され、オリコン史上初

と JASRACに対し、「著作権侵害による損害金等

の後、この事件は、1980（昭和 55）年、同高裁が控

された『およげ！たいやきくん』がオリジナルナン

のシングルチャート初登場 1位・11週連続 1位を記

3,000万円を支払い、新聞に謝罪広告を掲載せよ」と

訴を棄却し、終結した。

バーとして発表された。子門真人が歌ったシングル

録した。

和歌山地方裁判所に訴えていた事件で、12月 1日、同

定款を変更（正会員・準会員制を導入）

ベトナム戦争が終結
4月 20日、南ベトナムのサイゴンが北ベトナム軍により陥落し、南ベトナム政府の敗北が決定した。

12月 15日の臨時総会で定款変更が承認され、同 20
日付で認可申請をした（翌年 1月 19日付で認可）。

1976

Composers and publishersに改める（ただし、
略

①会員と会員以外の信託者の一体性を確保するた

称 JASRACはすでに内外に定着していること

会員として法人の一員とする。
②役員を増員し、構成を改めて、音楽出版者理事

ソ連VAAPと契約

を作詞者、作曲者理事と同数とする。

1973 (昭和 48）年 5月に万国著作権条約に加入した

Japanese Society for Rights of Authors,

この定款変更の主な点は次のとおり。
め、正会員・準会員制度を採用し、信託者を準

（昭和51）年

③ 協 会 名 の 英 文 表 記 に 音 楽 出 版 者 を 加 え て、

から従前のとおりとする）。
④本会への入会には著作権信託契約の締結と入会
金（著作者は 3万円、音楽出版者は 10万円）の
納付を要件とする。

ロッキード事件

ソビエト連邦の著作権機関 VAAP（全ソ著作権協
会）との間で、3月 29日に相互管理契約が成立し、7

米航空機メーカーのロッキード社による大規模な

月 1日から発効することとなった。

財界から多くの逮捕者が出た。

汚職事件が発覚。米国との外交問題にも発展し、政

酒井理事長とVAAP首脳
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み出した。政府によってインフレ抑制のための総需要抑制策が敷かれ、高度成長を続けてきた日本経済が低
成長期を迎える。
「省エネルギー・省資源」が叫ばれる中、JASRACは経営における収入と経費に関連する事項の検討に乗
り出した。これまで希薄だった原価意識を徹底させるため、1976（昭和 51年）に原価問題等研究会を設置。
同研究会では、原価調査資料や海外の著作権団体の管理実態に関する資料などを基にして経営の改善を目的
とした調査、研究を行った。
さらに、この年は会報の発行を 5月以降隔月刊とし、原則として会員にのみ（信託者で送付を希望する場
合は郵送料が必要）送付することとした。これは印刷費、郵送料の高騰に伴う措置だったが、会員・信託者
へのサービス低下であるという批判もあり、同年 12月以降は従来どおりに戻された。

放送使用料規定の変更を認可申請
放送使用料のブランケット化について、12月 21日
の会合で放送事業者から示された回答が、みなしタ
イム収入の 0.28%を使用料率とするもので、従来の
方式による使用料額を大幅に下回るものであったた
め、JASRACは当事者間の話し合いでは早期に解決

信料収入および政府交付金の合算額の 2/100の
範囲内とする。
なお、2/100については、年次的に段階を踏むこと
とする。
1974（昭和49）年に、放送事業者に対しブランケッ

できないと判断し、翌 22日、文化庁長官に対して、

ト方式についての原案を提示してから 3年 8か月余

著作物使用料規程の一部変更の認可申請をした。

りにして、当事者間の合意を断念しての認可申請

申請の骨子は次のとおり。
1 一般放送事業者（民間放送）の使用料について
は、営業収入の 2/100の範囲内とする。
2 日本放送協会（NHK）の使用料については、受

51

）年〜 １９７８（ 昭 和 ）年

1973（昭和 48）年、第四次中東戦争の勃発をきっかけとして、オイルショックが世界中を襲った。日本
でも石油関係製品をはじめあらゆる商品が値上げされ、物価の異常な高騰は「狂乱物価」という言葉まで生

１９７６（ 昭 和

オイルショックを受けて会報を隔月刊に変更

だった。

53

※みなしタイム収入
放送事業収入のうち、タイム料金のみを放送使用料の算定基礎とするにあたり、タイム料金
とスポット料金（番組と番組の間の切替時間の電波料）とを区別する方法が放送事業者ごと
に異なることから、これを平準化するために一定の計算方式により算出した収入を 「みなし
タイム収入」として、タイム料金とみなした。

任天堂がテレビゲーム機発売
任天堂㈱初のテレビゲーム機「カラーテレビゲー

類の内蔵ゲームが遊べた。

ム 15」が 7月に発売された。テレビに接続し、15種

1977

1978

（昭和52）年

（昭和53）年

オンライン・システムが稼働

放送ブランケット、文化庁が裁定案

事務処理をさらに効率化するためのオンライン・
システムが 1月 11日稼働した。本部事務所内に設置

放送ブランケットについて、JASRACが前年 12月

この許諾契約書には、当年度内にブランケット方

した端末機とダイヤモンドコンピューターサービス

22日に認可申請した著作物使用料規程の一部変更の

式による契約ができるよう努力するとあったが、実

㈱（現在の三菱総研 DCS㈱）の大型コンピュータを

内容が、仲介業務法に基づいて、1月 7日付の官報に

質的な進展は見られなかった。

直接結んでデータ処理するもので、従来の作業ス

公告された。

テップが大幅に省略された。

これに対して NHKと民放連からそれぞれ文化庁

積極的に斡旋、調停を行い、事態の打開を図った。

長官に意見が具申され、JASRACもこの意見に対

12月 19日、文化庁は JASRAC、NHKおよび民放連

し、補足説明書を文化庁に提出した。
また、ブランケット交渉が合意に至らなかったた
オンライン・システム稼働開始の式典

任期満了に伴う評議員選挙が行われ、10月 4日に
開かれた臨時評議員会で、会長に勝承夫を選出した。

め、1977（昭和 52）年度の放送使用料は、前年度使
用料の 5%増しとなる NHK2億 3,700万円、民放 8億

役員の改選、会長に勝承夫就任

2,111万円、とすることで合意した。
次いで 10月 14日の理事会で、酒井理事長が再任さ
れた。

海賊版音楽テープで実刑判決

文化庁は、両者が合意に達することは困難と判断、

続いて 1978（昭和 53）年度の使用料の交渉が行わ
れ、使用料規定が変更された場合は、精算すること

に対して、次の内容の裁定案を提示し、翌年 1月 20
日までに諾否の回答をするよう求めた。
① 1978（昭和 53）年度から翌々年度までの 3年間
の規定とする。
② 3年間、料率は固定するものとし、NHKは国内
放送費および国際放送費の合計額の 0.69%、民
放は「みなしタイム収入」の 0.65%とする。

を条件として、前年度と同額で、まず 4月 1日から 9

③曲別方式を併置する。

月 30日までの 6か月間の許諾契約を、次いで 10月 1日

④曲目報告は従前どおり行う。
⑤蓄音機用音盤と録音テープの使用料率に関する

11月 22日、横浜地方裁判所川崎支部は、海賊版音

者に製造させて販売していた被告人を著作権法違反

から翌年3月31日までの6か月間の許諾契約を締結し

楽テープ製造事業者に、求刑どおり懲役 1年 6か月の

で告訴したもので、同法違反による実刑判決はこの

た。

実刑判決を言い渡した。この事件は、28種類 13万

分野で初めてだった。

承認年度の処理については努力する。

6,000本余の音楽カセットテープを川崎市内の事業
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された。

「組織・運営規程」を制定・実施
レコード製作者の保護に関する条約（レコード保護

7月 1日、業務上の組織および運営に関する規程を

画部と録音出版部を設けたこと、広報活動を重視し

条約）
」に加入するとともに、レコードの無断複製物

制定、実施した。これは従来の職制を全面的に変更

て、会務部を会務広報部としたこと、支部に「地方

この改正は、輸入盤レコードや外国盤レコードの海

の作成、輸入、頒布に対して、他の条約締結国のレ

したもので、業務組織を再編成するとともに、各部

における協会」の性格を持たせるため、その独立性

賊版に対して、現行法では罰則の適用が及ばなかった

コード製作者を保護するよう、法改正したもの。同改

署の分掌業務の範囲や各職位の権限を明確にした。

を強めたことなどである。

ため、わが国も「許諾を得ないレコードの複製からの

正法は、条約が発効する 10月 14日から施行された。

日中平和友好条約締結
日中平和友好条約が 8月 12日に締結され、10月 23
日に発効した。平和五原則を基に、覇権を求めない

ことや文化・経済の交流を図ることなどが、前文と
本文 5条で定められている。

53

）年〜 １９７９（ 昭 和 ）年

5月 18日、著作権法の一部を改正する法律が公布

１９７８（ 昭 和

レコード保護条約加入に伴い法改正

具体的には、徴収業務の強化を図るため、放送映

1979

54

（昭和54）年

放送ブランケット裁定案を受け入れ

「留保制限」を総会承認
録音テープの出現などによる著作物の利用媒体の増加、マスメディアの発達による利用形態の多様化など
を受けて、1974（昭和 49）年 6月 27日の通常総会で、実情に即した著作権信託契約約款（以下、約款）へ
の変更を決議した。しかし、文化庁に（当時の仲介業務法上の）許可申請を行う際、約款に定めた著作権の
譲渡や留保制限に関する規定について、使用料のブランケット化への変更を協議していた放送事業者から
「CM、テーマ、背景音楽の著作権の譲渡を認めないことは問題である」などと強い反発を受けたため、放送
使用料規定のブランケット方式化を優先して実現させ、同方式への移行に合わせて約款を再修正することと
し、許可申請を一旦保留することとした。
1977（昭和 52）年 12月 22日、放送事業者との使用料ブランケット方式化にかかる当事者間の合意を断
念し、文化庁に事態の打開を委ねる形で、使用料規程の変更を認可申請した。これに合わせて、翌年 3月 14
日、理事会で著作権信託契約約款改正委員会を設置。同委員会は計 15回の委員会を開催して審議を重ね、7
月 25日、理事会に答申した。
答申は、1974年の変更内容に、放送使用料のブランケット方式化に対応する「著作権の信託及び管理に
関する経過措置」を追加して、次のとおり著作権の譲渡や管理の留保または制限を認めるものとした。
① CM、放送番組、劇場用映画のテーマ・背景音楽の著作権の譲渡については、これまでその実態がある
ため、これら音楽の放送権および上映権に限り、当分の間、経過措置としてこれを認める。
② CM、放送番組、劇場用映画のテーマ・背景音楽の著作権の管理の留保または制限については、譲渡の場
合と同じく現にその実態があるため、一定の範囲の使用について、当分の間、経過措置としてこれを認める。
③録音権に関し、新約款の効力発生時に特定の留保または制限がなされているものについては、当分の間、
経過措置としてこれを認める。
この答申に基づく変更案は、同日の臨時理事会で決議され、9月 5日の臨時評議員会の承認を経て、同 19
日、臨時総会で承認された。その後、1979（昭和 54）年 3月の放送使用料規定の認可を待ち、同年 10月に
約款の変更を文化庁に申請した。
しかし、約款の変更内容について放送事業者から「著作権の譲渡規定が限定的であり、業界慣行に反する」
などの異見が出されたことから、なかなか変更の許可を得られず、最終的には JASRACと民放連が「経過措
置の改定は双方が合理的理由があると認めた場合に行う」などの覚書を交わすことによって、1980（昭和
55）年 3月、約款の変更が許可されることとなった。

前年末に文化庁長官から示された放送ブランケッ

て不満であるが、認可を前提とした提示であれば、こ

トの裁定案について、NHKと民放連はともに、承諾

れによって認可されるものと理解する」として、裁

できない旨回答した。

定案を受け入れる旨回答した。

一方 JASRACは、「裁定案の内容については極め

料率を修正して放送使用料規定が認可
1月 31日、文化庁の裁定案に基づき、著作物使用
料規程の一部変更を再申請した。
3月 9日の著作権審議会使用料部会では、この再申

②料率は 3年間固定し、NHKは「国内放送費と国
際放送費の合算額」の 0.66%、民放は「みなし
タイム収入」の 0.62%とする。

請によって認可することを相当としたが、2度にわ

③曲別方式を併置する。

たって開かれた審議会の総会で、3月 26日、料金、料

④曲目報告については、従来どおりとする。

率の修正を決定して答申。同日、文化庁長官はこれ

この結果、1978（昭和 53）年度の放送使用料は次

に基づいて認可した。
認可された内容は、次のとおり（曲別と両建てで
ブランケット方式を導入）。

のとおりとなった。
NHK

3億 2,685万 7,000円（対前年比 137.5%）

民放

11億 8,700万円（対前年比 144.5%）

①1978（昭和53）年度から3年間の時限規定とする。

酒井理事長と森田常務が辞任
酒井理事長と森田常務理事は、この修正認可後、6
月末日をもって辞任した。

1日から青木常務理事が理事長の職務を代行するこ
ととなった。

酒井理事長の辞任に伴い、定款の定めにより、7月

ブランケット化に対応する分配方法等の制定
放送使用料のブランケット化に対応する分配方法
を定めるために、3月 13日の理事会で著作物使用料
分配規程委員会を設置することを決めた。

同分配規程案は、8月 3日、許可された。
著作権信託契約約款の変更については、放送ブラ
ンケットとの関連で、著作権の譲渡および信託著作

同委員会は、放送に係る著作物使用料の分配方法

権の管理範囲の留保制限に関する経過措置を講じる

の特例に関する暫定規程（案）を作成、5月 15日の

こととし、暫定的ながらブランケット契約が成立し

理事会に答申した。これは次年度までの放送ブラン

たことから、10月 30日、約款変更の許可申請をした。

ケット使用料に適用する暫定規程である。
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使用料、200億円台に
した。

創立40周年を祝う

この年度の使用料徴収額は、217億 4,054万円余（対
前年比 112.8%）となり、200億円の大台を超えた。特

54

）年〜 １９８１（ 昭 和 ）年

10月 23日、勝会長は臨時評議員会の承認を得て、 会で理事長に互選され、11月 1日から理事長に就任
国塩耕一郎を理事に委嘱、国塩理事は同日の理事

１９７９（ 昭 和

理事長に国塩耕一郎が就任

に録音テープの使用料は、前年より 37.4%の伸びを
みせた。

1981

この年は JASRACの創立 40周年にあたり、年史
「JASRAC40」を作成・配付するとともに、11月 16

（昭和56）年

日、本部 9階大会議室で記念祝賀会を催した。
この年度の著作物使用料徴収額は 192億 7,886万

56

輸入盤レコードの著作権問題を検討

6,674円、信託者数は 6,719者、職員数は 319人だった。

1月 8日、輸入録音物に関する調査研究会を設置
した。
この研究会は、増大する輸入盤レコード、特に米

用料を徴収することが可能か否か、JASRACがそれ
を実施可能か否かを調査、研究することを目的とし
て設置された。

国から輸入されるレコードについて、日本で録音使
創立40周年記念祝賀会

ウォークマン発売

放送使用料規定の変更を認可申請
昭和 55年度までの 3年間の時限が経過したことに

7月 1日にソニー㈱から、カセットテープの再生専

ン」が初めて発売された。

より、当年度に適用するための放送使用料の改定に
ついて、臨時評議員会の承認を経て、2月 12日、著

用ポータブルオーディオプレーヤー「ウォークマ

作物使用料規程の一部変更を認可申請した。
変更の内容は、ブランケット料率として、NHKを

1980

9.24/1000、民放を 8.68/1000とし、曲別料金も料率引
上げに対応させたものだった。

（昭和55）年

JASRACの認可申請に対して、放送事業者からは
前年度どおりの料率にすべきであるとの意見書が提

信託契約約款の変更許可と経過措置
前年10月30日に許可申請した著作権信託契約約款
の変更が、3月 21日、許可された。
この変更約款の経過措置に、
「CM音楽および放送
番組や劇場用映画のテーマ音楽・背景音楽について
は、委託者は、あらかじめ受託者の承認を得て、依
頼者に著作権の一部を譲渡し、あるいは JASRACが

出されたが、3月 27日の著作権審議会使用料部会は、
とができる」と定めたことに伴い、その取扱いの基
準などについて検討するため、6目 10日の理事会は、
信託契約約款実施細則第一次審議委員会の設置を
決めた。
同委員会は 7回にわたる検討を経て、9月 9日、理
事会に答申した。

行う管理の範囲について留保または制限をするこ

貸レコード店が出現
6月、東京の三鷹に、貸レコード店「黎紅堂」が開
店した。
レコードの貸出し営業を行う店舗は、以後全国的
に増加の一途をたどったため、著作権法上の是非を

めぐって広く社会的な議論を喚起することとなった。

開かれた評議員会で、会長に服部良一を選出した。
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より 5%引き上げることが相当であると結論した。
使用料部会からこの審議結果の内示を受けた
JASRACは、ブランケット委員会を開いてこれを検
討、権利者として不満ではあるが、状況からみて修
正案を了承せざるを得ないと判断した。
著作物使用料規程の一部変更は 3月 31日修正認可
された。
なお、当年度の放送ブランケット使用料の分配方
法については、7月 29日に許可された。

この認可申請が単年度の使用料率で、過去 3年間の

無断カラオケテープに対処
この年、西日本各地に、無断複製したカラオケテー

JASRACと日本レコード協会は、こうした著作

プが出回った。これは、正規商品であるカラオケテー

権・著作隣接権の侵害行為に対して、違法行為を行っ

プから利用頻度の高い曲を複製し、手製のラベルを

ている事業者に警告するとともに、8月と 11月には

貼った海賊版を、カラオケスナックやバーなどに販

山口市、宮崎市などでこれらのテープを回収し、約

売、リースしていたものだった。

2,500本を廃棄処分した。

国塩理事長が辞任、後任に芥川也寸志が就任

背景には、借りたレコードを聴くだけでなく、これ

4月 14日、国塩理事長は、当年度に適用する放送

した元札幌高検検事長の石井春水が理事長の職務を

を手軽に録音して再利用できる複製・再生手段の普

使用料について、所期の目的を達成することができ

代行、9月 22日に開かれた理事会で、芥川也寸志が

及・浸透があった。

なかったとして辞任した。

理事長に互選され、11月 1日に就任した。

定款の定めにより、この年 2月に常務理事に就任

役員の改選、会長に服部良一が就任
任期満了に伴う評議員選挙が行われ、10月 3日に

延長線上に位置することなどから、料率をこれまで

さらに 10月 21日の理事会で国塩理事長が再任さ
れた。

レコード各社、貸レ事業者を提訴
10月 13日、日本レコード協会加盟の 13社が、大手

貸レコード事業者 4社を相手取り、著作隣接権侵害
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のだった。

されることを承知で貸し出しており、著作権法 96条

4月 1日から、録音の管理手数料実施料率を、これ
までの 11%から 10%に引き下げた。録音権の管理の

貸レコード反対決起大会
11月18日には、全国レコード商組合連合会の主催・

して、貸レコード問題が放置できないことを訴えた。
この時点で、貸レコード店は全国で 800店に達し

芸団協の協賛で、貸レコードに反対し、生活権を守る
趣旨の決起大会が開かれ、JASRACからも役員が出席

ていたといわれる。

レーザーディスク発売に対応
10月から「絵の出るレコード」と呼ばれたレー

録音の手数料率を引き下げ

56

）年〜 １９８２（ 昭 和 ）年

提訴の理由は、貸レコード店はレコードがコピー

（レコード製作者の複製権）に違反しているというも

１９８１（ 昭 和

で東京地方裁判所に提訴した。

ための事務効率が向上したことによるもので、以後、
手数料率の引下げが継続的に行われることになる。

貸レ大手事業者「黎紅堂」を提訴
7月 1日、貸レコード事業者の最大手である黎紅堂

地方裁判所に起こした。

に対し、レコード貸与の差止めを求める訴えを東京

CISACが貸レコードに関する権利擁護について決議
定したビデオテープの使用料規定中の「ビデオテー

芥川理事長は 10月の CISAC総会で、日本における

の公衆への貸与に関する著作者等の権利擁護につい

ザーディスクが発売され、新しい映像メディアの時

プ以外の同類異種の物に録音する場合」を適用して、

貸レコードの実情と JASRACの対応、貸レコード規

て」が CISAC決議として採択され、日本の関係官庁

代を迎えた。JASRACは 1970（昭和 45）年 7月に制

許諾・徴収業務を実施し、これに対応した。

制法案などについて報告した。

に送達された。

57

この報告に基づき、
「日本における商業用レコード

MIDI誕生
こ の 年 に、MIDI（Musical Instrument Digital
Interface）が、世界共通規格として策定された。専

用のケーブルを用いて、電子楽器同士を接続するこ
とが可能になった。

JASRAC賞を制定
この年、JASRAC賞を制定し、国内と国外で年間
の使用料分配額が最も多かった楽曲の作詞者・作曲
者・音楽出版者を表彰することになった。第 1回の

1982

受賞は、国内利用では『奥飛騨慕情』の作詞・作曲
の竜鉄也と㈱べストフレンド、国外利用では『上を

（昭和57）年

向いて歩こう』の作詞・永六輔、作曲・中村八大と
東芝イーエムアイ音楽出版㈱に贈られることにな

放送使用料、当事者間の話し合いで合意

り、創立記念パーティーの行われた 11月 17日に表彰

この年度以降に適用する放送使用料について、そ

指したが、不調に終わったため、毎年平均 12%を引

の骨子（方針）は、適用期間を 3年とし、使用料算

き上げるという JASRAC案をもって、1月 30日、認

定の仕組みは変えず、料率を年次的に平均 15%ほど

可申請をした。

引き上げるというものだった。
JASRACは著作物使用料規程の一部変更の認可
申請に先立ち、当時者間の話し合いによる合意を目

認可申請後も放送事業者との折衝を続け、3月 23
日の著作権審議会使用料部会の開催直前に年次平均
約 5.5%の引上げで合意に達した。

「にほんの館」事件、小規模店を対象とする事件で初の判決
1月 27日、福岡高等裁判所は、福岡市西中洲のス
ナック「にほんの館」の経営者に対して、JASRAC
の管理著作物の演奏禁止と損害金の支払い等を命じ
る判決を言い渡した。
この事件は、1980（昭和 55）年 5月に福岡地方裁
判所が下した同様の判決を同経営者が不服として控

対して上告したが、11月 19日、最高裁判所第 2小法
廷は上告を棄却した。

された。
JASRAC賞は、客観的な数字（分配実績）によっ

第1回JASRAC賞贈呈式

て選出される音楽賞として、広く注目されるように
なる。

CDの使用料について暫定対応
10月に新しい録音物、コンパクト・ディスク（CD）

円として使用料を算定することとした。

が発売された。JASRACは CDのみなし定価を 2,500

世界最初のCD発売

この判決は、小規模社交場の音楽演奏に対する

10月 1日、世界初となる CDプレーヤーが日本で発

JASRACの著作権管理について、大規模なキャバ

売された。それにあわせて CDも世界で初めて発売

された。これを機に、音楽もアナログからデジタル
へと急速に変わっていった。

レー同様に認めたことが、実務上、大きな意義を持
つものだった。

訴していたもの。同経営者はさらにこの高裁判決に

貸レコード等著作権法改正の要望
3月 11日に開かれた自由民主党文教部会の著作権
問題等プロジェクトチーム（森喜朗主査）の会議に

問題をはじめとする著作権問題と著作権法の改正に
ついて意見を述べた。

芥川理事長、渡邊美佐理事らが出席し、貸レコード
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1971（昭和 46）年以降に発売されたレコードまたは録音テープに初めて使われ、かつ発売日から 3年を経
過したものについて、録音権の管理を開始した。
商業用レコード等の録音権については長らく、専属作家制度によりレコード会社が録音権を管理してきた
が、1971年の新法の施行により、発売日から 3年を経過したレコードまたは録音テープに初めて使われた
著作物については、文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払えば当該録音をすることができるよう
になっていた（69条）
。しかし、長年専属作家制度によっていた専属作家の経済基盤に影響を与えるのでは
ないかといった懸念などがあり、新法施行後も管理開始を保留していた。
その後、音楽出版社が専属契約のない作家を起用して原盤制作するなど専属作家制度に変化が見られたこ
とや、カラオケ用録音テープの製作者から専属作品の利用許諾の要請が増加していたこともあり、管理を開
始することになった。管理開始当初、1971年以降の著作物で該当の作品数は 12,000曲に及び、JASRAC
の許諾を得ることで簡便に利用ができるようになった。

告訴していたもので、出版物に係る初めての判決

（執行猶予 3年）の判決を言い渡した。この事件は、

1980（昭和 55）年 10月から、九州支部は管内の大

オケ装置を利用して客などが歌唱した場合、旅館等
は JASRACに使用料を支払う必要があるか否かを

について、利用許諾契約を結ぶよう求めていた。

照会した。この経緯はマスコミで報道されるところ

これが著作権法上の問題となり、この年 2月 4日、

となった。

熊本県弁護士会が文化庁著作権課に、宴会場でカラ

レコード・録音テープの使用料率を引き上げ
1975（昭和 50）年 4月 1日付の改定以来、見直され

当初、日本レコード協会は、JASRACの放送使用

ていなかったレコード・録音テープの使用料が、こ

料徴収額が録音使用料と比較して低いことを理由に

の年度から引き上げられることとなった。市販用レ

引き上げに反対していた。文化庁長官から、本案件

コード 1枚の著作物使用料は、レコードの定価の 6%

は使用料規定変更と同様、権利者・利用者で合意に

となったが、読替規定によって実際の適用は次表の

達すべきとの主張があり、精力的に話し合った結果、

とおりの料率となった（録音テープは LP盤と同率）。
使用料率
LP盤

シングル盤

昭和 50年度

5.2/100

4.4/100

昭和 51年度から文化庁長官の承
認を得て定める年度（承認年度※）
の前年度まで

5.4/100

4.8/100

承認年度※

5.6/100

5.4/100

承認年度の翌年度

5.8/100

5.8/100

※文化庁長官が料率改正年度として承認した年度を、1977（昭和52）年度以降も認めない
場合は、1976（昭和51）年度の料率がそのまま引き継がれる。

だった。

4月 21日、JASRAC、芸団協および日本レコード
協会は、日本音楽著作権・著作隣接権団体協議会（著
隣協）設立の記者会見を、千代田区のザ・フォーラ
ムで行った。
JASRACの芥川理事長は記者会見で、
「技術革新
の現代、音楽の利用形態も多様化・複雑化し、各権

利者団体は個々の立場を超えて大集合しなければ権
利を守れなくなった」と設立趣旨を説明した。
著隣協は設立後最初の活動として、5月 11、12日
考えるシンポジウム ’83〜コピー時代、音楽・芸能文
化をどう守るか」を開催した。

著作権制度の見直しで審議会に要望
著作権審議会第 1小委員会では、著作権制度の見

プ等）の頒布権を認めることとし、複製物の頒

直しについて、関係団体からの意見聴取を行うこと

布をする者は、著作者の許諾を得るものとする
（後略）」の規定を新たに制定する。
②現行法制定の趣旨に基づき、レコード製作者、実
演家の権利を制定する。

扱い、③著作権法 30条の明確化、について意見を聴

③録音・録画機器および機材の製造事業者・輸入

取。これに対し、JASRACは次のように要望した。

事業者に対し、権利者が報酬を請求する権利を
規定に追加する。

プ、ビデオディスク、楽譜およびレコード、テー

録音分配規程を新たに制定（分配率を明示、詞曲の一体性を確認）
6月 28日、新たに制定した録音使用料分配規程の

の楽曲だけが利用された場合、これまで作曲者にの

許可と、同規程を独立させたことに件う「著作権者

み分配していた使用料を作詞者にも分配すること

に対する著作物使用料の分配方法」の変更許可の申

としたことで、
「歌曲（歌謡曲）にあっては、歌詞と

請を行い、7月 30日、許可された。

楽曲とは、その公表、プロモート、流布は一体と

この変更ポイントは、1作品の関係権利者の分配
率を明確に表示したこと、録音物に歌曲（歌謡曲）

なって行われ、いわば運命共同体である」と分配委
員会の意見が一致したことが反映された。

収支差額金分配規程を制定
数料を支払った委託者を分配対象とし、その対象者

3月 31日付で文化庁長官から、承認年度を 4月 1日と

配について、これまで発生する年度のつど、分配方

の支払った管理手数料額に按分して、翌会計年度の

するとの承認を得た。

法を定め、許可を得て実施していたものを、
「収支差

9月に分配する、というものだった。

LP、録音テープは 5.4%を 5.5%に、シングルは 4.8%
を 5%に、定価の明示のないレコード、録音テープは
7円 30銭を 7円 45銭に、それぞれ引き上げられること
となった。

58

の両日、明治神宮外苑の日本青年会館で「著作権を

著作権信託契約約款14条に定める収支差額金の分

これに伴い、同規定の運用によって 10月 1日から、

57

「著隣協」を結成

①「著作物の著作者に複製物（映画、ビデオテー

手旅館、ホテルに対して、施設内でのカラオケ演奏

年史

歌詞集の無断複製者 2人に対して、それぞれ懲役 1年

コードに関する実演家、レコード製作者の権利の取

カラオケの著作権問題が表面化

第1部

前年 3月、JASRACが愛宕警察署に著作権法違反で

与の取扱い、および映画の頒布権の見直し、②貸レ

（昭和58）年

72

3月 18日、東京地方裁判所は、音楽テープおよび

となり、6月 9日、JASRACに対して、①著作物の貸

1983

発売期間

出版物に係る初の判決

）年〜 １９８３（ 昭 和 ）年

1月から、JASRACメンバーの作詞家・作曲家とレコード会社との専属契約の対象となる著作物のうち、

１９８２（ 昭 和

発売後3年を経過した録音物の管理を開始

額金分配規程」を制定し、これによって分配を行う
こととなった。

同規程は、6月の通常総会の決議を経て、6月 28日、
許可申請をし、7月 22日許可された。

内容は、収支差額金が生じた会計年度で、管理手

「貸レ暫定法」成立
前年の国会に議員立法で提出され、審議未了、継

与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法」、い

続審議となっていた「商業用レコードの公衆への貸

わゆる貸レ暫定法が、11月 28日、第 100回国会で成

第3章

躍進期

73

（昭和59）年

された。
また、11月 30日、文化庁は、レコードなどのレン

NHK BS放送開始

タル事業者、コイン式複写機や高速ダビング機を備
えたコピー事業者を規制することを目的とした著作

5月 12日、世界初となる直接受信式の衛星放送（BS）が NHKから開始された。

権法の一部を改正する法律草案を公表した。

著作権法改正、貸与権を新設
4月27日、日本作曲家協会、日本歌手協会など権利者5団体が
「貸レ法案」早期成立を国会議員に陳情

変更の主な点は、①出版の定額使用料を値上げし
たこと、②蓄音機用音盤・録音テープについて、市

販用で定価の明示のあるものに最低使用料を定めた

日本企業の㈱オリエンタルランド。現在の最寄り駅

ダビング機の提供者の責任を定めたこと、貸与に関

し、5月 25日に公布、翌年 1月 1日から施行された。

し実演家やレコード製作者の権利を定めたこと、な

改正点は、貸レコード、貸テープをはじめ著作物

59

どであった。

高速ダビング店に法的措置

こと、③「その他」の規定を設けて、ニューメディ

貸レコード店の一部には、店内に高速ダビング機

プ店「原宿クリスタル」を経営する㈱クリスタルとその

アによる著作物利用に暫定的に対処すること、など

を設置して、貸し出したレコードや、客の持参した音

経営者を被告として、4月4日、著作権侵害による損害

であった。

楽テープの録音を引き受け、さらに複写機も設置し

賠償請求の訴えを、東京地方裁判所に提起した。

て、歌詞力ードを複写させるなどの営業を行うものが

この事件は、ダビング行為は複製権の侵害である

あり、前年 12月、こうした営業を行っている全国 116

ことを認めること、この営業を廃止し将来も再開し

の JR東日本の京葉線舞浜駅が開業したのは 1988（昭

店に、著作権侵害に当たるため、直ちに中止するよう

ないこと、和解金を支払うことを条件に、6月 25日、

和 63）年 12月 1日のこと。

警告書を送付していた。このうち東京の貸音楽テー

和解した。

東京ディズニーランド開園
4月 15日に東京ディズニーランドが開園。運営は

著作権法の一部を改正する法案が 5月 18日に成立

の複製物の貸与について貸与権を設けたこと、高速

使用料規程に「その他」を設定
れた。

58

）年〜 １９８４（ 昭 和 ）年

同法は 12月 2日に公布され、翌年 6月 2日から施行

12月 1日、著作物使用料規程の一部変更が認可さ

１９８３（ 昭 和

1984

立した。

貸レコード店「黎紅堂」と和解成立
㈱クリスタルとの和解成立前の5月30日、1982（昭
和 57）年 7月に貸レコード店「黎紅堂」に対して著

許諾を尊重すること、正当な使用料を支払うことな
どを条件に、東京地方裁判所で和解が成立した。

作権侵害差止請求を行っていた事件は、JASRACの

附則14条廃止に向けて文化庁に陳情
1970（昭和 45）年、旧著作権法の全面改正により、録音物の再生演奏については、同法の施行令附則 3
条に定める三つの事業（音楽喫茶など音楽を鑑賞させる営業、客にダンスをさせる営業、音楽を伴う演劇・

6月 1日、新しく「貸与」の規定を設けた著作物使
用料規程の一部変更が認可された。

演芸・舞踊など芸能を見せる事業）において、生演奏と同様に利用許諾の対象となったが、その他の利用に

翌 2日には、貸レ暫定措置法が施行された。

ついては、経過措置として新設された同法附則 14条により、依然として権利制限が続いていた。

JASRACは、貨レコード店の団体である日本レ

法改正後、技術の発展により録音物の再生機器が発達・普及し、あらゆる業種で録音物の再生演奏が盛ん

パクトディスク・ビデオレンタル商業組合に改称）

困難な場合、暫定措置として施行令附則 3条に定める事業の拡大を求めて、この年の 5月 10日、文化庁長官

と、利用許諾契約の締結や使用料額などについて交

へ陳情を行い、さらに 12月 26日、意見書を提出、改めて同条の廃止を訴えた。

渉を行い、同組合から、加盟事業者に対して、
「黎紅

国際的にも極めて異例の措置となる附則 14条については、1996（平成 8）年 7月、WTO（世界貿易機関）

堂」との和解の趣旨を周知徹底させ、貸レ暫定措置

「TRIPS理事会」でベルヌ条約・TRIPS協定違反であると指摘され、当時は政府内で WTO提訴が懸念された。

法施行後は、JASRACと許諾契約を速やかに締結す

12月、著作権審議会第 1小委員会が、
「早急に附則 14条を廃止することが必要である」と審議のまとめを発
表。参議院文教・科学委員会での、遠藤会長による廃止の必要性に係る答弁などを経て、1999（平成 11）
年 6月 15日、
附則 14条の廃止を含む著作権法改正案が衆議院本会議で全会一致により可決された。1970年
の法改正以来、約 30年に及ぶ悲願の達成だった。

第1部

年史

レンタル事業者との許諾業務を開始し、8月末には、
1,554店と許諾契約を締結した。

コードレンタル協会（1998（平成 10）年、日本コン

に行われるようになったことを踏まえて、JASRACは附則 14条の廃止、また同条を直ちに廃止することが

一方で権利者と関係団体が一丸となって、附則 14条廃止の必要性を訴え続けた結果、1998（平成 10）年

74

貸与の使用料規定認可、レコードレンタル事業者との契約開始

るよう指導する、との内容で合意した。
貸レ暫定措置法施行直後の 6月 14日からレコード

契約店には店頭掲示用シールを配付した

「クラブキャツアイ」事件 / 初のカラオケ判決
福岡高等裁判所は、7月 5日、北九州市小倉北区で

の経営者に対し、生演奏の使用料支払いを命じた一

「クラブキャッツアイ」「ミニクラブ水晶」など 3店

審判決を支持し、加えてカラオケ演奏使用料の支払

第3章
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との判断を示した。
これは、カラオケ歌唱に著作権を認めた初の判決

的として行っていると認められるならば、このよう

な歌唱は、被控訴人（JASRAC）の許諾がない限り、 だった。

貸与の使用料徴収業務は、貸レ暫定措置法の施行

カラオケ判決をもとに環衛中央会と協議開始

によって、前年 6月から開始。この使用料を分配す

カラオケ演奏の著作権管理について、福岡高裁の

央会と JASRACとの会合が自民党本部会議室で開

判決後の 8月 6日、自由民主党の砂田重民、橋本龍太

かれ、カラオケ管理について今後協議を行うことで

郎両衆議員議員の斡旋により、社交場、旅館などの

合意した。

利用者団体である全国環境衛生同業組合（環衛）中

放送の規定は、放送事業者と折衝の結果、ブラン

変更が、8月 4日付で許可された。

に作詞者・作曲者に分配」することを主な内容とす

数料率が、1月 16日、許可された。

放送とビデオの使用料規定を変更
する著作物使用料規程の一部変更が認可された。

る「著作権者に対する著作物使用料の分配方法」の

に許可申請していた「貸与」と「その他」の管理手

るための貸与使用料等分配規程および前年12月20日

3月 27日、放送およびビデオグラムの規定を変更

出版、映画、ビデオ等の分配方法を変更
た出版、映画、ビデオテープの著作物使用料を「常

59

（昭和60）年

貸与使用料の分配規程許可

その管理著作物の演奏権を侵害するものと認められ

これまで、歌詞、楽曲別に微収、分配を行ってい

1985

）年〜 １９８５（ 昭 和 ）年

福岡高裁は、店側が歌唱の主体であり、営利を目

るなどとして、カラオケ歌唱について演奏権が及ぶ

１９８４（ 昭 和

いを命じる判決を言い渡した。

60

もブランケットの範囲に包含させることを定めた。
また、新たに放送大学学園の行う放送について規
定した。

ケット料率について、4年後に、NHKは「受信料収

ビデオグラム（ビデオテープ、ビデオディスクな

入」の 1/100、民放は「放送収入」の 1/100とし、そ

ど）の規定は、市販用ビデオグラムとその他のビデ

れまでの間、年次的に引き上げていくこと、また、

オグラムに区分し、使用料を、基本使用料と複製使

信託契約約款上の権利の譲渡または管理の留保制

用料の合計額とすることとした。

限のない放送番組のテーマ・背景音楽、局制作の CM

科学万博の使用料で合意
3月17日から9月16日まで半年間にわたって茨城県

である国際科学技術博覧会協会との間で、同協会が

筑波研究学園都市で「科学万博つくば ’85」が開かれ

直接行う展示分とそれ以外の国内外出展者による展

た。この催し物における音楽利用について、主催者

示分を一括処理することで合意した。

コンピュータのプログラムの保護等で法改正
6月 7日、著作権法の一部を改正する法律が成立し、

アジア初となるCISAC総会を東京で開催
この年の 11月 12日から 17日まで「世界著作権大会」が東京で開催された。これは CISAC（著作権協会
国際連合）の 34回目となる総会で、世界から 49か国 77団体から 346人が参加。開会式には中曽根康弘内
閣総理大臣が出席し、祝辞を述べた。
大会初日には芥川理事長が「日本における私的録音・録画問題について」と題した基調報告を行い、2日
目以降、米国やラテン ·アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジアなど、各地域における著作権事情をそれぞ
れの代表者が報告した。
世界著作権大会の最終日には、
「私的使用のための複製」をはじめ、過去最多となる 13項目の決議文を採
択。また、セネガルの BSDA会員で元大統領、世界的な詩人でもあるレオポール・セダール氏が次期 CISAC
会長に、芥川理事長が同副会長にそれぞれ就任することが決定

6月 14日に公布された（翌年 1月 1日施行）。これによ

り、コンピュータのプログラムの著作権保護が明確
になり、プログラム登録制度が整備された。

「日本の音楽・芸能文化の集い」開催
著隣協は 7月 4日、東京プリンスホテルで、音楽
家・芸能家と政治や行政を担う人たちが一堂に会し、
交流を深めるため「日本の音楽・芸能文化の集い '85」
を開いた。
中曽根康弘内閣総理大臣、松永光文部大臣、村田
敬次郎通産大臣をはじめ、超党派の音楽議員連盟の
同会議員、三浦朱門文化庁長官らが出席した。

した。

著隣協は小冊子「私たちの訴え」を配布して、私

この世界著作権大会は CISACの歴史上初めてアジアで開催さ

的録音・録画問題解決のための法改正とローマ隣接

れた総会であり、その会期中には当時はまだ著作権制度の導入

日本の音楽・芸能文化の集い'85

権条約加入の早期実現を訴えた。

が進んでいなかったアジア地域を支援しようと「アジア著作権
懇談会」
が開かれた。著作権管理団体が無い国の実情が報告され
るなど、意見交換が行われ、総会から間もなくして CISACアジ
ア太平洋地域事務所が開設された。

76
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CISAC東京総会
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不正商品対策協議会が発足
海賊版や偽ブランドなどの不正商品への積極的な

会と協議を重ねてきたカラオケ演奏の使用料徴収に

対策を実施するため、共通の立場にある 8団体が集

ついて、12月 17日、当面、小規模な店舗や施設（5坪

まり、
「不正商品対策協議会」が結成され、8月 7日に

以下の店や 10坪以下の宴会場等）の使用料を免除と

設立総会が開かれた。

する条件付きで、基本的な合意に達した。次いで同

同協議会は、この年 4月に警視庁に設置された生

24日には、環衛の関係 7業種の代表と協議し、同 17

活経済課や不正商品取締官と協力して、不正商品追
環衛中央会と合意

60

）年〜 １９８６（ 昭 和 ）年

前年 8月から全国環境衛生同業組合（環衛）中央

日の合意についての理解を得た。

１９８５（ 昭 和

カラオケ使用料徴収で環衛中央会と基本合意

放の活動を行うもので、JASRACのほか、日本レ
コード協会、日本ビデオ協会、日本繊維協会、ユニ

イメージガールの採用

社、日本商品化権協会、日本パーソナルコンピュー

この年、音楽文化を守り育てる団体としてのイメージアップと、JASRACの業務、音楽著作権を PRする

タソフトウェア協会が参加した。

ため、
「イメージガール」を採用した。オーディションの結果、初代イメージガールには当時小学 6年生だっ

設立総会には EC（欧州共同体）や米国大使館の関

た宮沢りえさんが選ばれ、ポスターをはじめ、JASRACのパンフレットやテレホンカードなどのグッズが制

係者も出席して協議会を激励するなど、国際的関心

作された。その後、1988（昭和 63）年からは下平玲花さん、1993（平成 5）年からは、ともさかりえさ

の高さが伺われた。

んがイメージガールを務めた。

た家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」の専

8月20日、JASRACの自社コンピュータが稼働した。

さらに、この年度の事業計画の柱として総合システ

自社コンピュータを導入する方針は、1984（昭和

ム化計画を立てるとともに、4月 1日、総合システム

用ソフト「スーパーマリオブラザーズ」がこの年の

59）年 12月に定まり、以来具体化を検討してきた。

9月 13日に発売され、爆発的な人気となった。

まず 1985（昭和 60）年 4月にシステム開発部を新設、

（昭和61）年

「音楽文化倶楽部」事件/貸与権で初の仮処分決定と判決

著作物使用料規程の見直しについて、1983（昭和

制定したもので、①社交場における演奏等を 14の業

58）年 12月に「出版」の規定を 23年ぶりに改定した

種に分類して、曲別使用料と包括使用料を定め、包

のを皮切りに、前年までに「演奏」「放送」「ビデオ」

括使用料については分かりやすい料金一覧表を作成

の各規定の変更を終え、この年 8月 13日、
「社交場に

したこと、②カラオケ伴奏による演奏について明確

おける演奏」の規定が認可された。

に定めたこと、③ビデオグラムの上映について定め、

1986（昭和 61）年 3月 19日、同地裁は、①目録記

これは、
「演奏会における演奏」の旧規定を準用し

に対し、前年 5月に仮処分申請を行い、同 7月に音楽

載の音楽テープを貸与してはならない、② 目録記載

ていた社交場における演奏について、独自の規定を

テープの差押えが執行され、引き続き同月、同店に

の音楽テープを廃棄せよ、③ JASRACに損害金を支

対して、著作権侵害差止めと損害賠償請求の民事訴

払え、との判決を言い渡した。これは、貸与に係る

訟を東京地方裁判所に起こしていた。

初の判決だった。

日本音楽作家団体協議会（FCA）結成
音楽著作者によって構成された 13の団体が、日本

化推進本部を設置していた。

社交場における演奏の使用料規定認可

1986

武蔵野市吉祥寺の貸テープ店「音楽文化倶楽部」

不正商品対策協議会のポスター

自社コンピュータが稼働

ファミコンソフト「スーパーマリオブラザーズ」発売
任天堂㈱が 1983（昭和 58）年 7月から発売開始し

61

オン・デ・ファブリカン、アメリカ映画協会日本支

を目指すこととなった。

も対応したこと、などが主な内容だった。

「くらぶ明日香」事件/ビデオカラオケによる歌唱で初の判決
8月 27日、広島県福山市の「くらぶ明日香」の経

後はオーディオやビデオのカラオケ件奏による歌唱、

営者に対し、広島地方裁判所は、JASRACの管理著

自動ピアノ演奏と、無断演奏を続けてきたが、同地

作物の演奏等の差止めと損害賠償の支払いを命じる

裁はそのいずれもが著作権侵害であるとした。

判決を言い渡した。
同店は長年にわたるピアノ演奏、それを中止した

音楽作家団体協議会（FCA）を結成し、4月 22日、設

百貨店、宿泊施設の CCTV（閉回路テレビ）などに

これは、ビデオカラオケによる歌唱を、演奏権侵
害および上映権侵害であるとした初の判決となった。

立総会を開いた。
同協議会の𠮷田正代表理事は「わが国の音楽作家
の健全な活動を促進し、作家団体の協調を図るとと
もに、音楽作家の権利を擁護し、もって音楽文化の
発展に寄与することを目的として結成した」と述べ、
米国のソングライターズ・ギルドと同様な職能団体
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3団体による新聞広告が受賞
11月 1日、JASRAC、芸団協および日本レコード
協会は連名で、朝日新聞夕刊に、「私的録音・録画問
題解決のための著作権法改正を訴える意見広告」を
掲載した。
「夜霧に消える著作権。
」
というへッドコピーは、音
楽の私的録音・録画（ ホームテーピング ）
による権利
侵害と被害をアピール、音楽の創造が危機に直面して
いるとして、著作権への関心を喚起しようとしたもの。
なお、この広告は、この年度の「朝日広告」特別
賞、日本広告主協会の 1987（昭和 62）年度「第 27
回・消費者のためになった広告コンクール」特別賞
の「地域広告賞」を受賞した。

「朝日広告」特別賞を受賞した意見広告

芥川理事長が再任
10月 16日の臨時評議員会と理事会を経て、芥川理
事長が再任された。

ド・システムを導入して電算処理を行い、開票集計
作業の省力化、効率化を図った。

なお、この年の評議員選挙の開票から、バーコー

使用料、300億円台に
この年の使用料徴収額は、312億 3,280万円と、300億円台に到達した。

チェルノブイリ原発事故発生
現地時間 4月 26日、旧ソ連（現ウクライナ）にあっ
たチェルノブイリ原子力発電所が爆発。放射性物質

現在も半径30キロ以内は立ち入り禁止区域になって
いる。

が大量に流出し、ヨーロッパにも影響を及ぼした。

「いろはがるた」を制作
この年の 1月、30年ぶりに制作された JASRACの「いろはがるた」が発表された。
「斬捨ご免川柳いろはがるた」と題された 1955（昭和 30）年版では、
「論に負けしぶしぶ払ふ使用料」
「二
度三度通って駄目なら訴訟沙汰」
「法律に守られながらこの苦労」
「理屈言ふ奴に限って非協力」
「同穴の狸キャ
バレーの灯を囲む」
「争論は易し勘定取り難し」
「うやむやに改正案は葬られ」
「待てません今後の使用もお断り」
「非を人になすってまでも出し渋る」
「税務署と間違へられて苦笑い」など、風刺や皮肉が盛り込まれていた。
一方、
「新世代（ニュージェネレーション）いろはがるた」と題された 1986（昭和 61）年版では、
「ホッ
とする暇もなくニューメディア」
「東南アジアから海賊版」
「中国も急ぐ著作権制度と条約加盟」
「レコードは
CD時代」
「うなぎ登りのビデオ使用料」
「野放しにはせぬぞビデオレンタル」
「まとまったカラオケ交渉」
「ア
ジア委員会今年も多忙」
「有線も双方向性」「“私的 ”では済まされぬ録音・録画」など、科学技術の発達で生
まれた新たな課題やアジア地域の動向などが紹介された。
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