
2 著作権信託契約約款の変更案
（1） 信託申込金の創設

定款における会費制度の導入に伴い、既存
の信託者との均衡を図るとともに、公平な受
益者負担を実現するため、新規の信託者から
信託引受けに際して「信託契約申込金」の支
払いを受けることとする。

（2）著作物使用料等の管理方法について
信託財産の管理方法の範囲を、具体的に規

定する。
（3） 信託者に対する通知及び公告について

新しい会費制度の導入により、会員ではな

い信託者への公告方法を変更するとともに、
重要事項については個別に通知する。

この定款および信託約款の変更案は、11月19日の
通常評議員会で総会に付議することが、承認された。

12月10日の臨時総会では、定款変更案は賛成多数
で承認されたが、信託約款変更案は、変更案のうち
の「信託著作権及び著作物使用料等の管理方法」を
定めた7条の変更については現行約款のままとする、
との修正動議が採択され、この修正された変更案が、
賛成多数で承認された。また総会では、「会費の額」
についても承認された。

「魅留来」事件で高裁判決、リース事業者にも共同責任
2月27日、大阪高等裁判所で「魅留来」事件の控

訴審判決が言い渡された。
この事件はカラオケスナック「魅留来」の経営者と、

同店にカラオケ装置を設置していたリース事業者を

被告として、著作権侵害による共同不法行為に基づ
く損害賠償を求めていたもので、同高裁はJASRAC
が全面勝訴した1994 （平成 6）年の一審判決を支持
し、リース事業者の共同不法行為責任を認めた。

カラオケ教室不法録音物対策委が発足
5月7日、カラオケ教室で蔓延する不法録音物に本

格的に対処するため、JASRAC、MPA、日本音楽作
家団体協議会（FCA）、日本レコード協会、芸団協、
日本レコード商業組合など音楽関係10団体は、カラ
オケ教室不法録音物対策委員会を発足させた。

カラオケ教室で生徒の練習や講師の指導用などに、
権利者に無断で録音・頒布される不法録音物が後を
絶たないため、これら関係団体が協力して撲滅対策
に乗り出した。

カラオケ5坪まで店の使用料規定認可
1994（平成6）年6月の通常評議員会で承認されて

いた、カラオケ5坪まで店などに適用する使用料を
柱とする著作物使用料規程の一部変更は、6月10日
に認可申請し、8月11日、認可された。

認可を受けたのは、①客席面積5坪までのバー、ス
ナック等、および宴会場面積10坪までの宴会場使用
料、②カラオケ歌唱室の使用料、③団体割引などの

各種減額制度の基準。
①について、施行日を1998 （平成10）年1月1日と

して申請したが、利用者団体から同年4月1日を希望
する意見書が提出され、最終的に同年2月1日からの
施行に修正、認可された。②と③は認可日からの施
行となった。

通信カラオケ使用料でAMEIと合意
9月26日、業務用通信カラオケに適用する使用料

規定について、音楽電子事業協会（AMEI）と合意
に達した。

この規定は、著作物データのサーバへの複製から
店舗までの送信、さらに端末機器への複製を一つの
利用形態として捉え、著作物の利用の規模を評価す
る ①「基本使用料」、事業者の得る情報料収入を一
定率で評価する ②「利用単位使用料」を合算する方

式のもので、1995（平成7）年10月に遡って適用。
①は利用可能な著作物数に応じて1か月ごとに定

めるものとし、包括的許諾契約を結ぶ場合は、アク
セスコード数の範囲による。②について包括的利用
許諾契約を結ぶ場合の使用料は、店舗が通信カラオ
ケ事業者に支払う1台あたりの月間情報料の10%の
額または1,050円のいずれか多い額。

第5章 試練と改革
附則14条の廃止、著作権等管理事業法施行、
ネット上の音楽利用の管理開始、公益法人制度改革
1997（平成9）年～2008（平成20）年

1997 （平成9）年

本部事務所が代々木上原に移転、業務組織変更
1月13日、新しい本部事務所で業務を開始した。業

務組織を簡素化し、これまでの室・局制を廃止、総
務本部、業務本部、管理本部の3本部制（本部の下

に21の部を置く）を敷くこととし、4月1日から実施
した。

定款約款改正委に諮問
2月4日、加戸理事長は、定款約款改正委員会に、

前年9月に政府が閣議決定した「公益法人の設立許
可及び指導監督基準」を受けて、改めて定款全般の
見直しを行い、これとともに、著作権信託契約約款
についても併せて審議するよう、諮問した。

定款約款改正委員会は、12回にわたる委員会で審
議し、10月8日、変更案を答申した。理事会はこれ
に一部修正を加えて、11月19日開催の通常評議員会
に付議した。

主な変更点は、次のとおり。
1 定款の変更案
（1）任意的入退会制度の導入

JASRACに入会し「会員」になることを著
作権の信託を受ける条件とする現行制度から、
著作権を信託したもののうち、JASRACの目
的に賛同してその事業運営に寄与する意思を
有するものが、JASRACの「会員」として任
意に入会し、また任意に退会できる制度に改
める。会員の種別は現行と同様、正会員と準
会員の2種とする。

（2）会費制の導入
一般の社団法人と同様に、準会員を含む全

会員を対象として、会費制を導入する。

なお、この会費収入は、JASRACが新たに
行う公益的事業に要する支出に充てる。

（3）事業項目の変更
JASRACが行う新たな公益的事業として、2

月の臨時総会で事業項目に追加された「音楽
文化の振興に関する事業」とあわせ、「著作権
思想の普及に関する事業」を定款上明確にする。

（4）財産・会計制度の変更、「普及振興会計」の設置
会計区分として、従来の「信託会計」「一般

会計」のほかに、「普及振興会計」を設け、著
作権思想の普及や音楽文化の振興のための事
業に関する収支は、同会計により、信託会計
や一般会計と区分して経理する。

（5）総会の定足数の変更
前年9月に閣議決定された「公益法人の設

立許可及び指導監督基準」とその運用指針に
従い、総会の定足数を変更する。

（6）役員制度の変更
①事業の拡大と多様化に対応するため、理事

の定員の上限と下限を3人増員して、21人
以上29人以内とし、その内訳を、選出理事
18人以内、その他の理事11人以内とする。

②役員の再任制限と年齢制限の規定を設ける。
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WIP0新条約加入に伴う法改正
6月10日、著作権法の一部改正法が成立した（翌

年1月1日施行）。
この改正は、WIPO （世界知的所有権機関）新条

約の成立を踏まえ、デジタル・ネットワーク環境に
おける著作物利用に対応することを目的としており、

「公衆送信権」と「送信可能化権」の新設が主な内容。

消費税率が5％に
4月1日から、消費税率がそれまでの3％から5％に引き上げられた。増税の名目は「福祉の充実」だった。

1998 （平成10）年

カラオケ5坪まで店の管理を開始
2月1日、カラオケ5坪まで店などからの使用料徴

収を開始した。
前年8月の免除措置の廃止を内容とする規定認可

以降、全国環境衛生同業組合（環衛）の協力を得て、
対象店へのDM送付、告知広告、各支部による連日
の説明・手続き会など徴収開始に向けて準備を精力
的に進めてきた。対象となる店舗はほぼ19万店に絞
り込まれ、事前手続きを済ませる店も徐々に増した。

これに先立ち、1月12日には、全国カラオケ事業

者協会（JKA）の毛塚昇之助会長と加戸理事長との
トップ会談がもたれ、カラオケ事業者によるリース
先店舗の許諾契約の促進など、音楽著作権の公平な
管理へ向けて協力関係が確認された。環衛組合に加
盟していない小規模店との契約締結を推進するため
には、カラオケ事業者の協力が不可欠だった。

これらの結果、5坪まで店19万店のうち約3割の5
万6,000店が事前に契約した。

ビッグエコー上尾店事件/カラオケ歌唱室で初めての本訴判決
前年9月22日、埼玉県上尾市のカラオケ歌唱室

「ビッグエコー上尾店」の経営者3者に対して、管理
著作物の利用禁止、カラオケ装置の撤去と損害金等
の支払いを求める初の本案訴訟を、東京地方裁判所
に提起。この年の8月27日、同地裁はJASRACの主
張を全面的に認め、同店でのカラオケの利用差止め

と損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。
カラオケ歌唱室での無断利用が著作権侵害に当た

るとの司法判断は、これまでにも利用差止めを求め
る仮処分事件で下されてきたが、本案訴訟で判示さ
れたのは初めて。

「スターデジオ」の使用料で第一興商と暫定合意
通信衛星を利用した100チャンネルのデジタル音

声放送「スターデジオ」での音楽利用に関し、㈱第
一興商と、前年3月の放送開始から1999（平成11）
年3月末までの使用料について暫定合意した。

また、使用料のほかにも、家庭内録音を助長しな
いよう、曲目ごとのタイムコード（放送時間）を事

前に知らせるFAXサービスを漸次削減することな
どについて合意した。

なお、「スターデジオ」から延べ353曲の新曲を録
音し、この違法録音物をインターネットを利用して
販売していた男性が、5月11日、島根県警に逮捕さ
れた。

役員の改選　理事長に小野清子が就任
役員改選の年にあたるこの年、評議員の選挙をは

じめ役員の選任が行われ、遠藤会長が再任され、理
事長に小野清子が就任した。

JKAとカラオケ利用の適正化で協定
10月28日、JASRACは、カラオケ事業者の全国組

織である全国カラオケ事業者協会（JKA）と「カラ
オケ利用の適正化事業に関する協定書」を取り交わ
した。

これによってカラオケ事業者との基本的な協力関
係が成立したことから、以後は、カラオケ事業者が
著作権侵害の解消と防止のために行う事項を定めた
協定を各事業者と締結することとなった。

第二次調査委が第1次答申
本部事務所移転問題の経緯等を調査するため、第

一次調査委員会の後を受けて発足した第二次調査委
員会は、18回に及ぶ委員会を開催、元執行役員など

からの事情聴取の結果を第1次答申にまとめ、理事
会に提出した後、6月の通常評議員会と通常総会で報
告した。

公表時編曲にも一定の分配
前年3月の発足以来、公表時編曲（作品が初めて

CDなどで公表されるときに付される編曲）の取扱い
を検討してきた編曲問題懇話会は、8月20日、公表
時編曲者にも一定の分配を行うよう、著作物使用料
分配規程の変更を提言する報告書を、加戸理事長に
提出した。

これを受け加戸理事長は、9月24日、分配委員会

に公表時編曲者に一定の分配率を与えるための分配
規程の一部変更について諮問、分配委員会は公表時
編曲者に1/12の取り分（カラオケ演奏分）を与える
ことなどを決め、10月の臨時理事会に答申を提出し
た。この分配規程の一部変更は、評議員会を経て12
月の臨時総会で決議され、翌年3月18日、文化庁長
官から許可された後、4月1日から実施された。

公益的文化事業を推進するため「文化事業委員会」を発足

この年8月、著作権思想の普及を含む公益的文化事業の具体案を検討するため「文化事業委員会」を発足
した。

公益的文化事業の必要性を最初に取り上げたのは、著作権審議会使用料部会であった。同部会は、1992
（平成4）年に取りまとめた報告書の中で、著作物利用の多様化に備え、利用者のより深い理解を促すため、
著作権思想の普及を推し進めるとともに、芸術文化の振興を図るなど、社会的信頼を高めることが重要と訴
えている。

1994（平成6）年には「文化活動委員会」を設置した。同委員会によって、社会に貢献できる文化活動
として、「音楽文化遺産の保存及び支援活動」と「次代の音楽文化発展のための諸支援活動」が挙げられ、そ
の活動資金は「会費制度」によるのが最も適当との答申が提出された。

また、1996（平成8）年には「公益法人の設立及び指導監督基準」が閣議決定され、この中でも「公益
法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならず、新たに公益性の高い事
業を付加すること」と言及された。

こうした経緯から、JASRACは1997（平成9）年2月の臨時総会で、定款の事業項目として「音楽文化
の振興に資する事業」を追加することを決定し、「文化事業委員会」を設置。作詞者、作曲者、音楽出版者な
ど12人のメンバーによって、JASRACが行う公益的文化事業はどのようなものが良いのか、具体案を検討
していくことになった。
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1999 （平成11）年

文化事業/シンポジウムの開催
1月25日、公益的文化事業のうち、初の著作権思

想の普及に関する事業として、シンポジウム「変革
期を迎えた音楽産業と著作権」を、著作権法100年
協賛事業として、千代田区のキャピトル東急ホテル
で催した。

このシンポジウムは、ネットワーク上の音楽配信
などで音楽産業がどう変わるか、そのとき著作権を
どう保護するかをテーマとしたもの。

著作権法100年協賛事業のシンポジウム

附則14条廃止への道程
（1）附則14条問題対策委員会を設置

前年7月に、著作権法附則14条の廃止を文化
庁長官に要望した後、その実現に向けた具体的
運動を実行するため、同10月に著作者・出版者
理事で構成される「附則14条問題対策委員会」

（三枝成彰委員長）を設置、その第1回会議が11
月4日に開かれた。

同委員会は11月20日、超党派で組織されてい
る音楽議員連盟（音議連）との懇談会を持ち、附
則14条の廃止の必要を訴えた。この懇談会には、
音議連から櫻内義雄会長、斉藤斗志二事務局長
ほか同議連役員が、JASRACからは対策委員会
委員のほか遠藤会長、小野理事長らが出席した。

（2）国会議員に陳情
1999（平成11）年2月3日、「附則14条問題対

策委員会」は第3回会議を開催、附則14条廃止
後の管理施策について検討するとともに、改正
法案の国会上程を控えて、早急に、衆参両院の
文教委員をはじめ関係議員への陳情を行うこと
を決めた。

5月11日、自民党の国会議員で構成される「音
楽文化振興議員懇談会」に小野理事長、対策委
員会の三枝委員長、FCAの小森理事長らが出
席、附則14条廃止への理解と協力を求めたほか、
会長、理事長をはじめ各役員、対策委員会委員
を中心とした多数の会員が、延べ630人の国会
議員に陳情した。

（3）遠藤会長が文教・科学委員会に出席

著作権法改正案が国会に上程され、審議が開
始された5月27日、遠藤会長が参議院文教・科
学委員会に参考人として出席、録音物の利用形
態の変化、JASRACの管理能力の充実、国際的
公平の必要等の諸点から、附則14条は廃止の時
機であることを強く訴えた。

参議院文教・科学委での遠藤会長

（4）全会一致で法案可決
改正法案は6月1日に同委員会を、同2日に参

議院本会議を通過、次いで6月11日、衆議院文
教委員会で審議され同日可決、6月15日の衆議
院本会議に上程・可決された。いずれも全会一
致だった。附則14条は翌年1月1日に廃止された。

（5）改正著作権法の内容
附則14条の廃止を盛り込んだ改正著作権法

は、デジタルネットワーク化などに対応した国
際的な枠組みとして1996 （平成8）年に採択さ
れたWIPO （世界知的所有権機関）著作権条約
の批准に向けて、 著作権管理の国際的動向を踏
まえて国内法を整備するものだった。

冬季長野オリンピック開催
2月7日から22日まで、第18回オリンピック冬季競

技大会（長野オリンピック）が長野県長野市を中心
に開催され、7競技・68種目が行われた。72の国（地

域）から選手・役員4,638人が参加。日本は金5個、銀
1個、銅4個のメダルを獲得した。

集中管理制度委員会発足

1994（平成6）年8月、文化庁著作権審議会に権利の集中管理小委員会が設定され、集中管理制度の見直
しに関する検討が進められていたことを受け、1998（平成10）年11月、作詞者、作曲者、音楽出版者の
代表11人で構成される集中管理制度委員会を発足した。

集中管理制度委員会は、新たな時代における著作権の管理制度の在り方について総合的な検討を行い、権
利の集中管理小委員会に対し意見を提出するなどした。

権利の集中管理小委員会は、2000（平成12）年1月に報告書を公表したが、報告書では「著作者は自ら
の意思に基づき著作権管理の方法や著作権管理団体を選択できる必要があり、委託する権利の種類等の選択
権が尊重される必要がある。」という指摘がされていたことから、同年2月に信託契約約款改正委員会と管理
手数料規程検討委員会を設置し、委託範囲の選択制を導入するための著作権信託契約約款の見直し、支分権ご
との委託を認めた場合の手数料規程の見直しを行い、2001（平成13）年3月にそれぞれ理事会に答申した。

理事会はこの答申を踏まえ同年6月総会に著作権信託契約約款の変更案を提出し、決議された（10月文化
庁長官へ届出、翌年4月1日施行）。この著作権信託契約約款の変更は、1980（昭和55）年の変更以来の大
幅な変更であった。

また、手数料に関しては、選択制に基づいた届出料率と実施料率を設定する管理手数料規程に変更した
（2001年8月認可、同年9月1日施行）。
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遠藤会長らが警察庁を訪問、カラオケ管理への協力を要請
遠藤会長と鈴木淳、中山大三郎、湯川れい子各理

事は、4月2日、警察庁で生活安全局長らと会見、カ
ラ オ ケ 利 用 店 な ど の 無 断 音 楽 利 用 に 対 す る
JASRACの刑事告訴等に理解と協力を求める要望
書を手渡した。

これに対し、警視庁担当官は、「現在密接な協力関
係にある不法録音物の摘発だけでなく、JASRACの
カラオケ管理業務への協力にも力を入れたい」と応
えた。 警察庁を訪問した遠藤会長（中央）ら

著作権法100年記念事業
（1）著作権を広くPR

この年は、わが国で著作権法が施行されて100
年。これを記念して、さまざまな催しや企画が
実施された。

政府は、著作権法100年をPRするためのイ
メージキャラクター（ちよちゃん、さくちゃん、
けんちゃん）を、やなせたかしさん（漫画家、
JASRAC会員）に依頼して創作、シンボルマー
クとロゴマークも制作された。標語は広く一般
から募集された「著作権、新たな文化のパス
ワード」が採用された。

（2）記念式典に両陛下がご臨席
「著作権法百年記念式典」が7月22日、天皇・

皇后両陛下のご臨席のもと、新国立劇場オペラ
劇場で催された。

式典では文部大臣の式辞、著作権法百年記念・
特別功労者の表彰、内閣総理大臣、衆参両院議
長、最高裁判所長官の祝辞の後、天皇陛下から、

「これからの高度情報化社会において、創作とい
う知的な作業を尊重し、作品に対する創作者の
権利を保護するとの意識が、一層高まっていく
ことが望まれます。そのうえに立って、著作権
制度が今後とも創作者の権利を守るとともに、
文化的所産の公正な利用を確保することによっ
て、わが国の文化を支える基盤として、ますま
す大きな役割を果たしていくことを願います」

とのお言葉があった。
（3）特別功労者を表彰

特別功労者として、JASRAC会員では、朝妻
一郎、飯田三郎、伊藤翁介、江口浩司、小黒恵
子、小森昭宏、すぎやまこういち、鈴木淳、服
部克久、藤間哲郎、村上司、湯山昭、横井弘、渡
邊美佐が表彰を受けた。

またこの日、著作権制度100周年の記念切手
が、全国の郵便局で発売された。

著作権制度100周年PRキャラクターの記念切手と消印

著作権法百年記念式典での両陛下

自動複製機を置いた徳島の3書店を書類送検
11月30日、徳島県警察本部生活保安課と徳島東署

が、店内に音楽CDの自動複製機を置き、客の持ち込
んだCDやパソコンソフトをCD-Rに複製・販売して
いた徳島市内の書店3店の経営者3人を著作権法違反

改正の主な内容は、次のとおり。
①無断複製を防止するコピープロテクションな

どの技術的な保護手段を回避する専用装置を
製造・販売したり、業として回避を行う者に
罰則を設け、また技術的な保護手段を回避し
て行う私的複製には著作権等の権利を及ぼす
こととした。

②電子透かしを用いるなどして著作物に権利管
理情報（著作権者名や利用情報など）を埋め
こみ、権利処理を自動的に行い、違法複製の

防止に活用できる技術を、故意に除去・改変
する行為を著作権侵害とみなすとともに、営
利目的でこれを行う者に罰則を設けた。

③映画の著作物にのみ認められていた譲渡に関
する権利を、すべての著作物に権利として認
めた（ただし、著作物の円滑な流通に配慮し
た制限あり）。

④映画の著作物にのみ認められていた上映権を、
美術・写真・言語の著作物をディスプレイに
映写する場合など、すべての著作物に認めた。

3団体、MINCを設立
JASRAC、日本レコード協会、芸団協の3団体は、

1997（平成9）年から音楽作品、CD等の録音物、実
演家、その他音楽に関連する総合的な情報をネット
ワーク上で発信、一般の人々や音楽産業に携わる関
係者の利用に供し、音楽文化・産業の振興を図る構
想を共同で研究してきた結果として、1月19日、「音
楽情報ネットワーク協議会」（MINC）を設立した。

その後、6月14日には、インターネット上にホー
ムページを立ち上げ、音楽情報ポータルサイト

「MusicForest（音楽の森）」を開設した。これは

MINCの計画の第1段階にあたり、そのデータ量は
JASRACの作品データ120万曲、レコード各社から
発売されているCDなどのデータ13万件で、作品の
権利者、作品が収録されているCD、その製作会社、
品番、アーチスト名等から相互に検索できる。

このうち、JASRACの作品データは、「J-WID」と
名付けて、5月17日、一足先にホームページ上で公
開。これは、文化庁が推進している著作権の情報集
中システム「J-CIS」構想の中核部分となることも視
野に入れたものだった。

放送使用料変更に向け、放送問題検討委員会を設置
最重要課題の一つとなっていた放送使用料の変更

について、NHK、民放連との協議開始を前に、1月
13日の理事会で「放送問題検討委員会」の設置を決
め、2月17日の理事会で、作詞者、作曲者、音楽出
版者の会員17人の委員を委嘱した。

この放送使用料変更の協議は、2001（平成13）年度
以降の使用料について行ったもので、使用料の実質的
な引上げと利用曲目報告の見直しを二つの柱として
いた。

日本映像事件/ビデオグラムの委嘱作品使用料で提訴
2月21日、日本映像㈱を被告として、録音使用料の

支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起した。
この事件は、JASRAC会員がレンタル用のビデオ

グラムのために書き下ろした著作物の使用料の支
払いをめぐる係争で、依頼した同社は、映像ソフト
業界の慣行で、著作物使用料を含めた委嘱料を支
払っていると主張、当初は会員本人が東京地裁に
録音使用料の支払いを同社に請求する提訴を行っ
た。しかし、裁判所から著作権信託契約約款により

訴権がJASRACに委譲されているとの指摘があり、
JASRACによる提訴が要請された。

委嘱作品に対し、依頼者に一定の範囲の利用を認
めている著作権信託契約約款の経過措置には、ビデ
オシネマ用のビデオグラムは含まれておらず、
JASRACは再三、使用料規定に基づく使用料の支払
いを求めたが、同社が全面的に争う姿勢を示したた
め、この提訴に至った。
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ACPCと著作権手続きの一本化を合意
演奏会管理業務の効率化を図るため、全国コン

サートツアー事業者協会（ACPC、現在のコンサー
トプロモーターズ協会）加盟事業者の主催するコン
サートの著作権手続きを一本化して行うための手順
等について、4月11日、同協会と合意書を締結した。

適用期間はこの年の4月1日から9月30日まで。その
後、合意書に則り適正に処理された実績を踏まえ、10
月には協定を締結。加盟全事業者53社による、年間
10,000件に上るコンサートの著作権手続きの一本化
が実現した。

権利者の救済措置を強化する改正著作権法が成立
著作権侵害による権利者の被害を救済するための

措置を強化した改正著作権法が、4月27日、衆議院
本会議で成立した（翌年1月1日から施行）。著作権

侵害に対する損害賠償請求額の規準の変更や損害額
算定のための鑑定人制度の導入、法人に対する罰金
の大幅な引上げなど6項目が改められた。

管理事業法

この年11月29日、著作権等管理事業法（管理事業法）が公布され（施行日は翌年10月1日）、これによ
り「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」（仲介業務法）が廃止されることとなった。

これは、1994（平成6）年8月に政府が設置した権利の集中管理小委員会（主査・紋谷暢男成蹊大学教
授）における検討によるものであり、同委員会は、2000年1月にまとめた報告書において、著作者が自ら
の意思に基づいて著作権管理の方法や管理事業者を選択できる必要があるとの観点から、複数の著作権管理
団体の参入を認めるために登録制を採用すること、使用料規程を認可制から届出制とすることなどを提言し
ていた。また、当時、委託者は全ての権利をJASRACに委託することとされていたJASRACの著作権信託
契約約款について、「委託する作品や権利の選択権を委託者に認めておらず、（略）同協会の信託契約約款は、
見直しの必要がある」とし、委託する作品や権利の選択権を委託者に認めるようJASRACに求めた。

JASRACにおいては、1998（平成10）年11月、作詞者、作曲者、音楽出版者の代表11人で構成され
る集中管理制度委員会（服部克久委員長）を発足させ、新たな時代における著作権の管理制度の在り方につ
いて総合的な検討を行っていた。同委員会は、2000年1月28日、理事会に次の点について答申した。

・信託契約約款の変更を検討する委員会を設置すること。
・すべての権利の委託を前提に決められている管理手数料率を見直す委員会を設置すること。
これを受け理事会は信託契約約款改正委員会（2001年1月から諮問事項が追加され定款・信託契約約款

改正委員会に改称）と管理手数料規程検討委員会を設置し、それぞれの委員会において検討が行われた。管
理手数料規程検討委員会は2001年3月8日に、定款・信託契約約款改正委員会は3月21日にそれぞれ答申
した。

これを受け、2001年6月20日の通常総会において著作権信託契約約款が変更された。支分権等の選択制
を導入し、また、この他にも信託契約期間を原則5年とするなど管理事業法に対応するための変更だった。

この他、管理事業法施行に関する取り組みとして、2000年9月、新たな管理団体等の参入を視野に入れ、
会員・信託者、音楽の利用者により質の高いサービスを提供していく改善の指針とするためのアンケートを
実施し、その結果をまとめた冊子を2001年会報3月号に同封して配付した。

の疑いで書類送検。JASRACはこれに先立つ10月20
日、刑事告訴していた。このような事例でJASRAC
が刑事告訴したのは初めて。

販売会社の代表者は翌年1月12日、同県警と徳島
東署に複製権侵害の幇助および複製権侵害の著作権
法違反容疑で逮捕された。

カラオケ教室不法録音物対策委員会がトーク&コンサート
カラオケ教室不法録音物対策委員会主催のトーク

&コンサートが12月6日に松山、16日に宇都宮、17
日に静岡で催された。このコンサートは、同委員会
が作詞家・作曲家らと音楽ファンとの交流を通じて、

音楽の著作権等への認識を深めてもらうことを目的
とするキャンペーンで、遠藤会長ほかJASRAC会員
が多数参加した。

東海村JCO臨界事故
9月30日午前、茨城県東海村にある㈱ジェー・シー・

オーの核燃料加工施設で、核燃料を加工中にウラン
溶液が臨界に達する事故が国内で初めて発生。10キ

ロ圏約31万人に屋内退避が求められた。作業員2人
が死亡し、600人超の住民らが被ばくした。

P2Pファイル共有ソフトが誕生
ユーザー同士でファイルを直接交換する P2P

（Peer to Peer）型のソフトウェアの第1号とされる
「Napster（ナップスター）」が米国で発表された。音

楽CDから違法コピーされたファイルのやりとりに
使用されたため、大きな社会問題となった。

2000 （平成12）年

J-WIDがIBM社のコンテストで最優秀賞に
前年5月に一般公開した作品データベース「J-WID」

のシステムを開発したダイヤモンドコンピューター
サービス㈱（現在の三菱総研DCS）がIBM社の「e-
ビジネス・ソリューションプロポーザルコンテスト」
で500社の事例の中から最優秀賞を受賞した。150万

曲に及ぶ作品データを検索できる社会的価値、多様
な検索手段を持つシステムの独創性などが評価され
た。3月1日から3日間、幕張メッセで開催された「e-
ビジネス最前線〜IBM総合フェア2000」でも同シス
テムが紹介された。

信託契約申込みにおける公表実績取扱い基準を変更
入会申込における公表実績取扱基準を「信託契約

申込時の公表実績取扱い基準」とし、4月1日から実
施した。公表の方法に「業務用通信カラオケ」を加
えたほか、いわゆるインディーズの録音・録画物の

場合でも累計1,000枚以上製造されていることなど
が確認できれば一定の条件を付して公表実績と認め
ることとした。

理事長に吉田茂が就任
4月19日、臨時評議員会が開かれ、吉田茂を新た

に理事に委嘱することが承認された。この後、評議
員会を中断して開かれた理事会で、吉田理事長の
就 任が決まった。吉田理事長は就任の挨拶で

「JASRACには現在、仲介業務法の見直しをはじめ
さまぎまな大きな問題がある。この局面を切り開く
べく、主張すべきことは主張し、対応を誤らないよ
う一生懸命取り組んでいきたい」と述べた。
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臨時評議員会で信託契約約款の変更と管理手数料率を承認
10月施行の著作権等管理事業法に対応するための

著作権信託契約約款の変更と管理手数料の届出料率
を審議する臨時評議員会が4月18日に開催され、両
議案とも賛成多数で承認された（いずれも翌年4月
から施行）。著作権信託契約約款の変更は6月の通常

総会でも承認された。変更の最大のポイントは、
JASRACに委託する支分権の範囲を委託者が選択
できるようになり、5年ごとにその範囲を見直すこと
ができるようになったことだった。

民放連と放送使用料規定合意
1999（平成11）年7月以来約2年にわたって民放連

と交渉してきた放送等使用料の規定案について、放
送問題検討委員会（星野哲郎委員長）が、4月18日、
理事会に答申を提出。理事会は答申に示された規定
案を承認した。これにより継続協議になった事項は

あるものの、すでに2月7日の理事会で承認されてい
たNHKとほぼ同じ増加率を確保することとなった。
この規定は2001年度から5年間適用されることと
なった。

通常評議員会を開催、BGM使用料規定を承認
通常評議員会が6月6日に開催され、翌年4月1日か

らの管理開始予定の録音物や有線音楽放送のBGM
使用料規定について、音源提供事業者などが元栓処

理で使用料を支払う方法とそれ以外の個別契約によ
り支払う方法の2種類の使用料を定める規定を承認
した。

通常総会を開催、信託契約の変更等を承認
10月施行の著作権等管理事業法に対応した著作権

信託契約約款の変更などを審議する通常総会を6月
20日にけやきホールで開催。前年度事業報告書・決

算報告書を承認後、信託契約約款の変更案のほか、分
配規程の一部変更やBGMの使用料規定などを賛成
多数で承認した。

星野哲郎を会長に選出
10月1日、臨時評議員会が開かれ、星野哲郎を第

13代会長に選出した。
また、10月12日の理事会で吉田理事長を再選した。

吉田理事長は、「管理事業法の施行という新たな環境

のもと、より一層効率的な運営と利用者の利便性の
向上を求められている。公益法人としての社会的使
命を達成させるよう、さまざまな課題に全力で取り
組んでいく」と挨拶した。

CATV事件/ケーブルテレビ会社に使用料の支払いを求める本案訴訟を提起
JASRACと契約を結ばずに営業するケーブルテレ

ビ会社3社と、契約を結びながら使用料を支払わない
2社に対して、使用料の支払いを求める損害賠償請求
訴訟を、10月1日、東京地方裁判所に提起した。

米国同時多発テロ事件発生
9月11日にイスラム過激派テロ組織アルカイダに

よる四つのテロ攻撃が同時に発生した。そのうちの
一つは高層ビルの世界貿易センタービル北棟にハイ

ジャックされた旅客機が突入。ビルが崩壊し、多数
の犠牲者が出た。

USJ開業
3月31日、大阪府大阪市にハリウッド映画のテー

マパークである「ユニバーサル・スタジオ・ジャパ
ン（USJ）」がグランドオープンした。

作品届通知システムを開始
著作権契約に関する諸問題を解決するために設置

された「音楽の著作及び著作権契約に関する懇話
会」から前年12月8日に提出された報告書を受け、1
月12日の理事会で承認された「音楽出版者からの作
品届に係る著作者への通知システム」が7月18日か

ら開始した。音楽出版者から新たに提出された作品
届の契約内容等を、委託者である関係著作者に通知
することにより、著作者と音楽出版者間の著作権契
約に関するトラブルを防ぐことを目的とするもの。

日韓文化人セミナーで遠藤会長が「日本語放送の開放」を要請
金大中（キム・デジュン）韓国大統領の来日に合

わせ、日韓両国の文化人を招いた日韓文化人懇談会
が9月22日、都内で開かれ、遠藤会長をはじめ、渡
邊美佐MPA会長、野村萬芸団協会長、松尾修吾
PROMIC（現JMCE）理事長らが出席した。引き続

き行われた日韓文化人セミナー「日韓文化交流・協
力のための新しい方向の模索」で、遠藤会長が日本
語による放送が韓国内で可能になるよう、池明觀

（チ・ミョングァン）韓日文化交流会議韓国側委員長
らに要請した。

カラオケボックス集団訴訟でJASRACが全面勝訴
全国各地でカラオケ歌唱室を経営する29事業者

（78店舗）らが、1997（平成9）年11月20日、JASRAC
を被告として、カラオケボックス営業における著作
物使用料支払債務の不存在確認を求めて提訴し、
JASRACもこれに応訴するとともにカラオケ利用

の差止めと損害賠償等を求めて反訴していた本案訴
訟で、12月26日、東京地方裁判所は、JASRACの主
張を全面的に認め、原告（反訴被告）らに対してカ
ラオケ利用の禁止、カラオケ機器の撤去、総額で約
3億2,000万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。

2001 （平成13）年

全曲報告に向け、民放連加盟5社と共同実験
民放連と協議していた利用曲目の全曲報告に向け

た取り組みの一環として、㈱電通が開発した音楽許
諾権利情報管理システム「メロディーズ」を利用し
て共同実験を行うことになった。

実験は「メロディーズ」のキューシート情報を電

子化する機能を利用して行われ、同機能が曲目報告
に利用できるかどうかを検証。実験にはテレビ局3
社、ラジオ局2社が参加し、1月中旬から3月中旬ま
で行われた。

ビデオメイツ事件/最高裁でJASRAC全面勝訴、カラオケリース事業者の注
意義務を判示

許諾を得ないでスナックなどにカラオケ装置を賃
貸したカラオケリース事業者の法的責任について
争っていた裁判の上告審で、3月2日、最高裁判所が
JASRACの主張を全面的に認め、リース事業者の責
任を限定的にしか認めていなかった原審（東京高等
裁判所）の判決を変更し、カラオケリース事業者に

全リース期間の損害賠償を命じる判決を言い渡した。
判決理由の中で、リース事業者は店の経営者が

JASRACと許諾契約を締結または申込みしたこと
を確認したうえでカラオケ装置を引き渡すべきと、
リース事業者の注意義務が明確に判示された。
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プロバイダ責任制限法が施行

5月27日、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、通称「プ
ロバイダ責任制限法」が施行された。JASRACは送信されている情報が違法であることをプロバイダに変
わって的確に判断・確認できる「信頼性確認団体」として認定を受け、10月からJ-MUSEで発見した違法
ファイルがアップロードされているプロバイダに対し、送信防止措置の請求を行っている。

また、プロバイダ責任制限法が及ばない海外のプロバイダに対しても同様の措置を講じており、2019（令
和元）年7月31日までの間、累計で867（国内：853　海外：14）のプロバイダに対して送信防止措置の
請求を行い、違法ファイル1,168,820件の侵害を停止している。

ヒットワン事件/
カラオケリース事業者に無許諾店への配信停止を求める本案訴訟

カラオケの無許諾利用店にカラオケ楽曲用データ
の提供と機器をリースしていた㈱ヒットワンに対し、
同社のリース先無許諾利用店におけるJASRAC管理
楽曲の「カラオケ用楽曲データの使用禁止措置」を
求める木案訴訟を、9月19日、大阪地方裁判所に提起

した。同地裁は翌年2月13日、同社に対し、無許諾
のままJASRAC管理楽曲を利用しているリース先93
店舗へのカラオケ楽曲データの提供を禁止する判決
を言い渡した。カラオケリース事業者に楽曲データ
の提供を禁止する判決は全国で初めて。

日韓ワールドカップサッカー
男子ナショナルチームによるサッカーの世界選手

権大会「FIFAワールドカップ」が5月31日から6月
30日にかけて、日韓共催のかたちで開催された。こ
の大会で優勝したのはブラジル代表だった。

日朝首脳会議
9月17日に第1回日朝首脳会談が平壌で行われ、小

泉純一郎内閣総理大臣と朝鮮民主主義人民共和国
（北朝鮮）の金正日（キム・ジョンイル）国防委員長

（朝鮮労働党総書記）が会談。北朝鮮は拉致問題を認
め、謝罪した。また、日朝平壌宣言が署名された。

2003 （平成15）年

ダンス教授所事件/利用差止めと損害賠償命令
長期間にわたり使用料を支払わないままJASRAC

管理楽曲を無断利用していた愛知県の七つの社交ダ
ンス教授所の9人の経営者に対して、管理楽曲の利
用差止めと過去の無断利用に関する損害賠償を求め、
前年5月31日に名古屋地方裁判所に提起した本案訴

訟の判決が2月7日に言い渡された。判決では、経営
者に対し、JASRAC管理楽曲の利用禁止と損害賠償
の支払いを命じたが、賠償額が大幅に減額されたた
め、2月20日、JASRACは名古屋高等裁判所に控訴
した。

演奏会等の使用料規定を一部変更
2月19日の通常評議員会で、演奏会等の使用料規

定の一部変更が承認された。この変更規定は、文化
庁長官への届出を経て、10月から実施された。
【演奏会における演奏】

iPod発売
10月24日に米国のアップル社は小型音楽プレー

ヤー「iPod（アイポッド）」を発表。約185グラムで
内蔵ハードディスクにMP3を記録する仕様だった。
日本での発売は11月17日。

2002 （平成14）年

知財戦略会議に13団体が連名で提言
JASRACなど著作権関係13団体は、4月10日、政

府の知的財産戦略会議に対し、著作権を含む知的財
産権の保護強化を求める「我が国の知的財産戦略に
関する提言」を提出した。提言では、知的財産の保

護に関する基本法の制定、権利者と省庁の枠組みを
超えた総合的な組織「アジア知的財産戦略機構」の
創設などを求めた。

生衛8業種との基本協定、全国カラオケ事業者協会との協定を更新
社交業、飲食業、旅館業など8業種の全国生活衛

生同業組合（生衛。旧・環衛）連合会との間で、店
舗等での音楽利用について許諾契約を促進するため
に交わしている基本協定を2年間更新することが、4
月10日の理事会で承認された。

また、全国カラオケ事業者協会（JKA）と交わし
ている「カラオケ利用の適正化事業に関する協定」
を2年間更新することが、 同日の理事会で承認され
た。なお、JKAは新たに、JASRACの利用許諾契約
申込書とカラオケ機器のリース契約書が一体化した
書類を作成し、新規開業の顧客店舗での違法利用の
発生を未然に防止する取り組みを始めた。

梶喜代三郎JKA会長（左）と吉田理事長

分配規程の一部変更を答申
分配委員会の答申に基づく放送等使用料の分配規

程変更案が5月22日の臨時総会で承認された。前年、
放送の包括使用料に放送用録音使用料を含む使用料
規程改定が行われたため、分配基金を演奏権の関係
権利者に分配するための「放送分配基金」、録音権の

関係権利者に分配するための「放送用録音分配基
金」「分配補償資金」の三つに区分することとした。
変更案は評議員会、総会の承認を経て、文化庁長官
に変更の届出を行い、12月分配期から適用された。

著作権法の一部改正案が成立
放送および有線放送事業者と実演家の著作隣接権

を強化して、WPPT （実演およびレコードに関する
世界知的所有権機関条約）の締結を目指す「著作権
法の一部を改正する法律案」が6月11日、衆議院本
会議で全会一致で可決、成立した。

改正の要点は次のとおり。

①放送・有線放送事業者に送信可能化権を付与す
る。

②実演家に人格権（同一性保持権、氏名表示権）
を付与する。

③レコードの保護期間の起算点を、「最初の録音から
50年」から「最初の発行から50年」に変更する。
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業務用通信カラオケ：15%から12%

カラオケ教室での違法複製
那覇市のカラオケ教室講師に対し全国初の刑事告訴

不法録音物対策委員会の5年以上にわたる調査に
基づき、沖縄県那覇市でカラオケ教室を開いていた
男性をJASRACが告訴した事件で、11月25日、沖縄
県警察本部と那覇警察署生活安全課はこの男性を著
作権侵害（頒布および頒布目的所持）の疑いで書類
送検した。カラオケ教室の講師を刑事告訴したのは
これが初めて。

この男性は、教室を開講した1997（平成9）年か
ら継続して、無断複製のカセットテープを1本あた
り500円から1,000円で生徒に販売していたほか、無
断コピーした歌詞カードも販売、配布していた。同
対策委員会からの再三の警告や指導にも改善がみ
られず、極めて悪質だったため告訴、この摘発に
至った。

地上波デジタル放送開始
12月1日から、まずは関東・近畿・中京で地上波

のテレビ放送がデジタル化された。デジタル化に
よって、高画質・高音質、データ放送、双方向サー
ビス、テレビ番組ガイド（EPG）などが実現した。

音楽ファイル交換サービスによる著作権侵害に対抗

12月17日、東京地方裁判所は音楽ファイル交換サービス「ファイルローグ」を運営していた㈲日本エム・
エム・オー（日本MMO）と松田道人代表に対して、音楽ファイルの送信差し止めと3,450万円の損害賠償
の支払いを命ずる判決を下した。

日本MMOは2001（平成13）年11月からインターネット上で「ファイルローグ」を公開。ユーザーは音
楽CDをMP3形式で複製していた。当時、JASRACが行った調査では、少なくとも月に6万3,000曲の
JASRAC管理楽曲が利用され、その損害額は2億1,000万円余りであったと試算されている。

2002（平成14）年1月、日本MMOに対してサービスの停止を求める仮処分を東京地方裁判所に申し立
て、2月には損害賠償を求める訴訟を提起した。仮処分は4月に下され、日本MMOは決定に従いサービスを
停止。2003（平成15）年1月には著作権侵害を認める中間判決が下され、同年12 月に損害賠償額が決定
し終局判決を迎えることとなった。また、東京地方裁判所は日本MMOに同様の訴えを起こしたレコード会
社19社に対しても3,689万円を支払うよう命じた。

インターネット時代を象徴する「ファイルローグ事件」は報道機関の関心も高く、デジタル社会のモラル
とルール、そして著作権の重要性を見つめ直す契機となった。

2004 （平成16）年

日本ケーブルテレビ連盟と使用料の取扱いについて合意
日本ケーブルテレビ連盟と、2002（平成14）年度

から2004（平成16）年度までの使用料の実務上の取
扱いについて1月15日付で合意、全ての事業者と許

諾契約を結んで使用料請求を開始した。合意内容は
同連盟加盟の約350社のほか非加盟の事業者にも適
用することとなった。

①純音楽と軽音楽の区分を廃止する。
②1公演あたりの使用料（包括使用料）を入場料

収入相当額（通常は入場料×定員数の50%）の
5%とする。

③旧規定との差が大きい大規模公演については、
入場料収入相当額を算出する際、「入場料×定員
数」の額が800万円を超える場合に減額措置を
設ける。

④1曲あたりの使用料は、5分までごとに包括使用
料の10%の額とする。

⑤旧規定からの急激な増加率を緩和させるため、
使用料率は2%から始め、9年間の経過措置を設
ける。

【上演形式による演奏】
①1公演あたりの使用料（包括使用料）を入場料

収入相当額（通常は入場料×定員数の50%）の
10%の額とする。

②新たに1曲あたりの使用料を設けることとし、そ
の使用料は5分までごとに包括使用料の10%の
額とする。

鈴木英人さん描き下ろしのポスターを制作
演奏会場でのポスター掲示により、演奏会主催者

や来場者にJASRACと音楽著作権への理解を深め
てもらうため、イラストレーターの鈴木英人さんに
制作を依頼したポスターが完成した。ポスターは、全
国公立文化施設協会加盟の会館約1,400施設に送付
して掲示を依頼した。また、同ポスターのデザイン
を利用して3月中旬から、JASRAC本部最寄りの
代々木上原駅のホーム壁面に広告として掲出したほ
か、アドカードを製作し、首都圏・関西圏のCDショッ
プ、ライブハウス、飲食店などに7万枚配布した。

イラク戦争
3月20日、米軍はイラクの大量破壊兵器保有を疑

い、首都バグダッドへ空爆を開始。国連安保理の決
議がないまま、米国と英国がイラクとの戦争に突入
した。

ヒットワン事件/
リース事業者にリース先店舗の損害賠償を求める初の本案訴訟を提起

先にカラオケ用楽曲データ提供の禁止判決が出さ
れていた大阪のカラオケリース事業者、㈱ヒットワ
ンと代表者に対し、同社がカラオケ機器をリースし
ている店舗のうち、JASRACと利用許諾契約を結ば

ずにカラオケを利用している79店舗分の使用料相当
損害金の賠償を求める本案訴訟を5月7日、大阪地方
裁判所に提起した。リース先店舗の損害賠償をリー
ス事業者に求める訴訟は、全国で初めて。

映画の著作物の保護期間が公表後70年に 著作権法の一部改正案が可決
知的財産基本法などを踏まえ、知的財産戦略を具

体化するための内容を盛り込んだ著作権法の一部改
正案が、6月12日、衆議院本会議で可決、成立した

（施行は翌年1月11日）。
主な改正点は次のとおり。

①映画の著作物の保護期間を公表後50年から公表
後70年に変更

②教育機関での活用促進のため自由利用の範囲を
拡大

③著作権侵害に対する司法救済制度を拡充

「演奏等」「業務用通信カラオケ」の管理手数料率を引き下げ
10月22日の理事会で、「演奏等」「業務用通信カラ

オケ」の管理手数料実施料率を12月分配期から次の
とおり引き下げることを決めた。

演奏等：30%から29%
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迅速、低コストで処理する「NETWORCHESTRA- 
SYSTEM （ネットワーケストラシステム）」など、各
種システムを開発してきた。

EDI関連システムの運用開始一覧
1999年 5月 J-WID 作品DB検索システム

　　　　　　　 （一般公開用）
2000年10月 J-MUSE インタラクティブ配信におけ

る違法利用の監視システム
2001年 7月 J-TAKT インタラクティブ配信におけ

る利用許諾申請受付システム
2001年 7月 J-CLEF インタラクティブ配信における

許諾マーク自動発行システム
2001年 8月 作品届受付システム

2002年 4月 J-BASS 放送における利用曲目報告システム
2002年 5月 J-NOTES インタラクティブ配信におけ

る曲目報告・請求システム
2003年  9月 J-BEAT 放送番組情報作成ソフト
2004年  4月 J-WID Master 作品DB検索システム

（業務用）
2004年  4月 J-ARIA 映像コンテンツDB
2004年  4月 J-RAPP 複製個別申請受付・曲目報告シ

ステム（出版の申請受付開始）
2004年 5月 J-OPUS 演奏会における利用許諾申請

受付・曲目報告システム
2004年 6月 J-RAPP 複製個別申請受付・曲目報告シ

ステム（録音個別・ビデオ個別
の申請受付開始）

新潟県中越地震、台風23号の被災地区（兵庫県3市）に対応
新潟県中越地震で被災し、災害救助法が適用され

た被災地域と、台風23号で被害を受けた兵庫県の三
つの市に所在するカラオケ飲食店、カラオケ歌唱室、
CDレンタル店等の契約店から、一定期間、使用料を
徴収しないことなどを決めた。

また、地震等の被災者に入場料収入を寄附する目
的で行うチャリティ演奏会等の使用料の減額につい

て、より柔軟な対応が図れるよう使用料規程の取扱
基準の変更を、12月の理事会で決めた。

なお、新潟県中越地震で被災した方々への義援金
を会報11月号で呼びかけたところ、会員・信託者か
ら計260万円が寄せられた。これにJASRAC役職員
等からの義援金などを加えた総額500万円を、12月
27日、船村会長が新潟県東京事務所に届けた。

「冬のソナタ」がブームに
韓国ドラマ「冬のソナタ」が前年にNHK BSで放

送され、この年 4月からは NHK総合テレビでも放送
された。これをきっかけに日本で「冬のソナタ」がブー
ムとなり、主演のペ・ヨンジュンは人気者となった。

海外版CDの還流を防止

6月3日、“日本販売禁止レコード”の還流防止措置の導入などを盛り込んだ著作権法の改正案が衆議院本会
議で可決され、翌年1月から施行されることとなった。

還流防止措置は、JASRAC、日本レコード協会など音楽関係8団体による提言を受けて、法制化が進めら
れた。業界が一丸となって動いた背景には、海外で生産された“日本販売禁止レコード”が逆輸入されること
で、著作権者や著作隣接権者の経済的利益に大きな影響を与え、日本の音楽文化の振興と海外展開の障害に
なるという危機感があった。日本のアーティストの楽曲は、アジア地域において販売地域を限定してライセ
ンス生産される。しかし、現地の物価水準で制作された海外版CDが日本に還流し、国内版より安い価格で
販売されることで日本の音楽業界に影響を与えることが危惧されていた。

改正法では、アジア諸国などおいて現地販売を目的として国内版音楽CDと同一の内容で生産した商品を、
日本販売禁止の表示があるにもかかわらず日本で販売するため輸入・所持することで、当該の音楽CDに関
わる権利者の利益を不当に害するおそれがある場合、その行為を権利侵害とみなし、差し止めができるよう
になった。

文化庁に著作権法改正の要望書を提出
8月31日、著作権法改正に関する要望を以下五つ

の項目にまとめ、文化庁に提出した。
①著作権の保護期間を、著作者の死後70年に延長

すること
②著作権の侵害行為に間接的に関与する行為を、

一定の場合に著作権侵害とみなす規定を導入す
ること

③インターネットを利用した自動公衆送信権の侵

害について「法定賠償制度」を設けること
④パソコン内蔵のCD-R/RWやハードディスク内

蔵型オーディオプレーヤーを、私的録音補償金
の対象とすること

⑤私的録音補償金の対象機器・媒体を政令指定す
る方式を、より実効性が高く迅速に対応できる
方式に改めること

会長に船村徹を選出
臨時評議員会が10月1日に開かれ、会長（第14代）

に船村徹を選出した。
また、10月13日の理事会で、吉田理事長を再選した。

業務のEDI化が進む
映像コンテンツのデータベース 「J-ARIA」と複製

個別の申請受付・曲目報告システム「J-RAPP」、ま
たコンサート・イベントなどの演奏個別申請受付シ

ステム「J-OPUS」が、4月から6月の間に次々と稼
働するなど、業務のEDI（電子データ交換）化が進
んだ。

EDI関連システム

デジタル・ネットワーク環境での著作権管理につい
て、1999（平成11）年にシステムプラン「DAWN2001」

を発表し、この構想のもと、違法サイトの監視から、利用
申請の受付、許諾、請求、分配までの情報をより正確に、
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㈱ダイヤモンド社を提訴
9月17日付「週刊ダイヤモンド」特大号に掲載さ

れたJASRACに関する記事は、虚偽または歪曲され
た事実を記載したり、根拠もなくJASRACの業務を
一方的に中傷するなど、JASRACの業務があたかも
不適正、不公正に行われているとの印象を与えるも
のであり、記者の取材についても2日間、延べ5時間
にもわたって対応したにもかかわらず、「いっさいの

取材に応じてはもらえなかった」と記述するなど、意
図的にJASRACの社会的名誉と信用を失墜させ、業
務を妨害しようとするものであることから、㈱ダイ
ヤモンド社と記事を執筆した記者1人に対し、不法
行為（名誉毀損）に基づく損害賠償の支払い等を求
め、11月11日、東京地方裁判所に訴訟を提起した。

YouTube登場
動画共有サイトYouTubeが2月に米国カリフォル

ニア州で設立された。その後、翌年10月9日に株式
交換でのGoogle社への買収に同意した。

愛知万博開催
3月25日から9月25日に、日本国際博覧会が愛知県

で開催された。愛称は「愛･地球博」で“自然の叡智”
をテーマとした。121か国４国際機関が参加し、会期
中の185日間に約2,200万人が来場した。

2006 （平成18）年

社交場の使用料規程取扱細則を一部変更
1月11日の理事会で、社交場での音楽利用に適用

される使用料規程取扱細則を一部変更し、新たな使
用料算定方式を設けることを決めた。この措置は、月
1回または週末などに限定して演奏を行う飲食店や、
出演者が主に自作品を演奏するライブハウスなど、

演奏回数やJASRACの管理楽曲の利用が少ない形
態の店舗に対応したもの。利用者などからも「より
実態に即した使用料算定が行えるようにすべき」と
の声があり、その取扱いについて検討を進めていた。

R.シュトラウス作品事件/日本ショットに対し分配使用料の返還を命じる判決
音楽出版社である日本ショット㈱の届出に基づき

「戦時加算」の対象として管理していたリヒャルト・
シュトラウス作品の分配使用料の返還を同社に求め

ていた事件で、東京地方裁判所は3月22日、JASRAC
の 主 張 を 全 面 的 に 認 め る 判 決 を 言 い 渡 し た。
JASRACは前年2月15日に同地裁に提訴していた。

放送分野の全曲報告に向けて使用料規程取扱細則を制定
9月11日の理事会で、放送事業者が行う利用楽曲

報告を速やかに全曲・電子化させるため、著作物使
用料規程取扱細則（第2節放送等）を新たに制定し、

全曲・電子データ報告を実施した事業者に対して使
用料の減額措置を講じることを決めた。

CATV事件/最高裁が上告受理の申立ての不受理を決定
（1）JASRACの主張を全面的に認めた控訴審判決が

確定
JASRACとケーブルテレビ（CATV）事業者

3社との間で争われていた裁判および JASRAC
など放送番組に関係する5団体とCATV事業者
3社との間で争われていた裁判について、最高裁

2005 （平成17）年

「インタラクティブ配信」「ビデオグラム」管理手数料実施料率引き下げ
1月12日の理事会で、「インタラクティブ配信」と

「ビデオグラム」の管理手数料実施料率を、3月分配
期から次のとおり引き下げることを決めた。

インタラクティブ配信：12%から11%
ビデオグラム：13%から10%

「記念樹」事件/控訴審でJASRAC逆転勝訴の判決
作品『どこまでも行こう』の著作権者で正会員の

㈲金井音楽出版がJASRACに対し損害賠償を請求
していた「記念樹」事件の控訴審で、2月17日、東
京高等裁判所はJASRACの主張を全面的に認め、一

審判決のJASRAC敗訴部分を取り消し、同社の請求
を棄却する判決を言い渡した。その後、同社側から
最高裁判所への上告の申立てはなく、JASRACの勝
訴が確定した。

インフォメーションデスクを新設
著作権を含めた知的財産権関連の事件等の急増で、

部署を特定できない問合せが多く寄せられることと
なり、このような問合せや質問に的確な対応ができ

るよう、4月1日、広報部内に「インフォメーション
デスク」を設置し、専任の担当者を置いた。

著作権信託契約約款の一部変更案が可決
信託契約約款改正委員会は、著作権信託契約約款

の変更案を5月11日の通常理事会に答申、この答申
に基づく変更案（信託期間の見直し、個人情報保護
法への対応など）が5月18日の臨時理事会で可決さ
れ、6月1日の評議員会および16日の総会で承認され
た。

この変更約款は、6月24日、文化庁長官に届出を

行い、同日から施行された。
この変更では、著作権法28条の権利が信託財産と

してJASRACに移転していることの確認的な明記、
信託契約の期間の見直し、必要な範囲内での信託著
作権の委託者への返還、個人情報保護法への対応な
ど、実務上早急な対応が必要な事項等について規定
を変更した。

社交ダンス教授所の2利用者団体と団体契約
社交ダンス教授所での音楽の無許諾利用等を

解消させるため、日本ボールルームダンス連盟 
（JBDF）および日本ダンス技術検定機構（NDLS）と、
社交ダンス教授所での音楽利用に伴う利用許諾手続
きおよび使用料支払いについて、5月31日、基本合
意書を締結した。

また、社交ダンス教授所での音楽利用に関し、
NDLSならびに全日本ダンス協会連合会（全ダ連）と
団体契約を締結することについて、翌年1月の理事
会で承認された。

団体契約締結により、全国約2,800の社交ダンス教
授所のうち80%以上の手続きが完了した。

CATV事件/逆転勝訴判決
許諾を得ずに管理著作物をCATVの自主放送や

CS放送の再送信等により利用していたCATV事業
者2社と、利用許諾契約は締結しているが使用料を
支払わないCATV事業者1社に対し、JASRACが管
理著作物の利用差止めと損害賠償を求めていた控訴
審で、8月30日、知的財産高等裁判所は、一審判決

を覆し、JASRACの主張を全面的に認める判決を言
い渡した。JASRACのほか、日本脚本家連盟、芸団
協などの放送番組に関係する権利者5団体も逆転勝
訴判決を得た。この判決を不服としてCATV事業者
は9月7日、最高裁判所に上告受理の申立てをした。
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2007 （平成19）年
初代iPhone発売

スマートフォンの初代iPhoneが1月にアップル社から発表され、6月に米国で販売が開始された。

CATV事業者との5団体契約が終了
地上波テレビ放送およびBSテレビ放送をCATV

で同時再送信する際の権利処理に関する権利者5団
体と各CATV事業者との契約（5団体契約）が3月末
日で終了した。

5団体契約は、1970（昭和45）年の著作権法改正
で、放送の同時再送信を有線放送で行う場合にも著
作権者に権利が及ぶことになったことを受け、

JASRAC、日本放送作家組合（現：日本脚本家連盟）、
日本シナリオ作家組合、日本文芸著作権保護同盟

（現継承先：日本文藝家協会）、芸団協とCATV事業
者の間で1973（昭和48）年に合意した一元的な権利
処理の仕組み。

5団体契約により許諾していた範囲は、4月から
JASRAC単独の契約に含まれることとなった。

通常総会で定款、信託契約約款の一部変更を承認
6月21日、都内で通常総会が開かれ、 ①前年度事業

報告書・決算報告書、②定款の一部変更、③著作権
信託契約約款の一部変更が可決・承認された。

定款の一部変更は、公益法人制度改革への対応の
一環として総会出席率の向上を図ることを目的とし
たもので、連続して2回総会を欠席した正会員につ

いて、定められた手続きにおいていずれの欠席も正
当な理由があると認められなかった場合は、その正
会員資格を取り消し、準会員とする制度を導入した。

また、約款の一部変更は、信託財産の分別管理の
方法と分配請求権の消滅時効について、改正信託法
に適合させた。

定款細則1号「会員資格に関する規程」の一部を変更
9月の理事会で、通常総会で可決された定款の一部

変更により新設される定款11条の2 総会連続欠席に
よる正会員資格の取消について、欠席に係る「正当

な理由」の判断の枠組みや具体的な手続きなどを整
備するため、定款細則1号会員資格に関する規程の
一部を変更することを決めた。

船村会長を再選、加藤衛が理事長に就任
10月1日、臨時評議員会が開かれ、船村会長が再

選された。
また10月10日の理事会で、互選により、理事長に

加藤衛常務理事を選任した。職員出身の理事長は
JASRAC創立以来初めて。

社交場使用料規定の一部を変更
社交飲食店等における演奏等の使用料規定の一部

を20年ぶりに変更し、10月1日から実施した。制定
当時と比べて音楽の利用実態が大きく変化している

ことや、レコード演奏使用料の特例措置を廃止した
ことなどに対応するため、使用料区分を整理、統合
し、少量利用に即した使用料を設定した。

「消費者のためになった広告コンクール」でJASRACのラジオCMが銅賞を受賞
11月、消費者・有識者代表が審査する第47回「消

費者のためになった広告コンクール」のラジオ広告
部門（21秒以上ブロック）で、JASRACのラジオCM

「シャボン玉」が、同ブロックの応募168作品の中か
ら銅賞に選ばれた。

判所第三小法廷は10月10日、いずれの裁判につ
いてもCATV事業者側の上告受理の申立てを
受理しないことを決定した。この決定により、
JASRACなど権利者側の主張を全面的に認め
た知的財産高等裁判所による前年8月30日の二
つの控訴審判決が確定した。

（2）間接強制を認容

利用差止め等を認めた判決の確定後も、無許
諾で管理著作物の利用を続けていたCATV事業
者2社に対し、JASRACは2007（平成19）年2月
9日、確定判決に基づく間接強制を東京地方裁判
所に申し立てた。東京地裁は3月22日、JASRAC
の訴えを全面的に認める決定を下した。

改正信託法が公布、信託契約約款改正委員会を設置
信託法を抜本的に改める改正信託法が12月8日、第

165回国会で成立し、同15日に公布された。改正の
骨子は、①受託者の義務の内容を一定の要件のもと
に任意規定化、②受益者の権利の実効性を高めるた
めの規定の整備、③委託者・受益者の多様なニーズ
に対応するための制度の整備、など。

この改正により、信託財産の分別管理の方法を明
記することや、分配請求権の消滅時効に関する文言
の調整など、JASRACの著作権信託契約約款を改正

信託法に適合させる必要性が生じたため、 12月6日
に開かれた理事会で信託契約約款改正委員会を設置
することを決めた。委員会では、著作権信託契約約
款を改正信託法に適合させるための事項のほか、こ
の年4月まで行われた前期の委員会でも議論された

「受益者の指定と分配請求権の譲渡についての規定
の見直し」についてあらためて調査、審議すること
とした。

著作権法を一部改正
著作権法の一部を改正する法律が12月22日に公布

された。改正の要点は、①放送の同時再送信の円滑
化、②時代の変化に対応した権利の制限等、③著作
権等保護の実効性の確保など。

この法改正を踏まえ、翌年1月の理事会で、視覚

に障害のある児童・生徒向けの拡大教科書、点字教
科書、音声読み上げ用ソフトを利用した教科書に準
じる教材の普及を支援するため、管理著作物の複製
に係る使用料を無償で許諾する取扱いを定めた。

YouTube社と協議開始

当時、動画投稿サービスYouTube上には権利者に無断で放送番組等の動画が大量にアップロードされて
いたことから、10月2日から6日までの5日間を「YouTube対策強化週間」と定め、国内23の著作権関係
権利者の団体・事業者（23団体、翌年8月以降は24団体）が、これらの動画を削除するよう一斉に削除要
請を行った。また、12月4日、著作権侵害防止策を講じるよう要請する文書をYouTube社に送付した。

これに対し、12月15日、同社から回答書が届き、2007（平成19）年2月6日には、YouTube社の共同
創設者である最高経営責任者チャド・ハーリー氏、最高技術責任者スティーブ・チェン氏と、YouTube社
の親会社であるGoogle社のコンテンツ提携担当副社長デービッド・ユン氏らがJASRACを訪れ、23団体
の代表と協議した。同社側からは、根本的な著作権侵害防止対策へ向け努力していくとの表明があり、この
後も協議を継続することを確認した。協議終了後には、記者会見で協議の内容を発表し、会見の模様は大き
く報道された。

同年7月31日には、Google社のコンテンツ提携担当副社長らと著作権侵害防止策との協議を行い、同年
8月2日には、再び24団体が記者会見を行い、協議の内容や以後の対応などを説明した。

これらの経緯を経て、2008（平成20）年10月20日、Google社と包括的な利用許諾契約を締結した。
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2008 （平成20）年
KOMCAとの相互管理契約の締結と

「JASRAC/KOMCAパートナーシップ共同声明」に調印
長年の懸案だった韓国音楽著作権協会（KOMCA）

との相互管理契約が前年12月10日に締結され、1月
から発効した。

また、KOMCAとの相互管理契約締結を機に、今
後、両団体の連携を深め、両国の文化交流の促進に
寄与するため、1月21日、都内で「JASRAC/KOMCA
パートナーシップ共同声明」調印式が、KOMCAの
池明吉（チ・ミョンギル）会長らが来日して執り行
われた。調印式終了後に行われた祝賀懇親会には、韓
国大使館、国会議員、関係官庁、音楽利用者団体、関

連団体、報道関係者など、およそ170人が出席した。

JASRAC/KOMCAパートナーシップ共同声明を発表

ダイヤモンド社事件/東京地裁がJASRACの主張を全面的に認める判决
2005（平成17）年11月にJASRACが提訴した週刊

ダイヤモンド訴訟で、東京地方裁判所は、2月13日、
JASRACの主張を全面的に認め、㈱ダイヤモンド社

らに損害賠償を命じる判決を言い渡した。同社はこ
の判決を不服として、2月19日、東京高等裁判所に
控訴した。

有線放送の使用料規定の一部を変更
8月1日、有線放送の使用料規定の一部を変更した。
主な変更は、①「有線ラジオ放送等」の規定を新

設。有線音楽放送を「有線ラジオ放送等」の中の一
区分として定め、使用料率はそれまでの2%を3%と

する、②使用料算定の基礎となる収入、控除などに
ついては、使用料規程「第2節放送等」の「3衛星放
送を行う一般放送事業者」と同様とする。

ダイヤモンド社事件/東京高裁も出版社らの責任を認定
8月7日、週刊ダイヤモンド訴訟で、東京高等裁判

所は、㈱ダイヤモンド社らに損害賠償を命じる判決
をに言い渡した。

この判決のうち記事の違法性を否定した部分に
ついて、JASRACは過去の最高裁判例と判断が相違
するとして8月21日、最高裁に上告受理の申立てを

行った。
12月19日、最高裁は、JASRAC、㈱ダイヤモンド

社ら双方の上告受理申立てを受理しないことを決定。
これにより、㈱ダイヤモンド社らの名誉毀損を認め、
同社らに損害賠償の支払いを命じ、JASRACの主張
をほぼ認めた東京高裁判決が確定した。

デサフィナード事件/管理楽曲の演奏禁止、損害賠償などを命じる判決
JASRACの管理楽曲を和歌山市の飲食店「デサ

フィナード」でピアノ演奏などにより無断利用して
いた経営者に対し、大阪高等裁判所は、9月17日、管
理楽曲の演奏禁止等と損害賠償の支払いを命じる判
決を言い渡した。

この高裁判決は、飲食店経営者の著作権侵害を認
め、管理楽曲の演奏禁止等と損害賠償の支払いを命
じたものの、経営者の責任範囲について前年の一審

判決（大阪地裁）より後退した判断が下されたため、
10月1日、最高裁判所に上告受理の申立てを行った。

なお、この経営者がJASRACに対し、実態調査が
違法であると主張して提起した損害賠償請求事件に
つ い て、 大 阪 高 裁 は 経 営 者 の 請 求 を 棄 却 し、
JASRACの業務遂行の適法性、正当性を明確に認め
る判断を下した。

郵政民営化
日本政府は行政改革の一環として国の事業の一つ

だった郵政三事業（郵便・簡易保険・郵便貯金）の
民営化を進めた。10月1日、東京・霞が関にある日

本郵政の本社で「日本郵政グループ発足式」が行わ
れた。

歴史的音源をアーカイブ化

4月27日、歴史的・文化的資産である初期のレコード（SP盤）および原盤の劣化、散逸などによる音源
の喪失を防ぐため、JASRACは、NHK、芸団協、日本伝統文化振興財団、映像産業振興機構（VIPO）、日
本レコード協会とともに「歴史的音盤アーカイブ推進協議会（HiRAC）」を発足した。

SP盤音源のデジタル・アーカイブは参加団体にとって未経験の部分が多い領域であったため、初年度は音
源収録方法や技術関連の事前調査・検討を行い、翌年度からメタデータ（音源に関するデータ）の整備と音
源のデジタル化を開始。明治以降、国内で製造されたSPレコードと原盤に収録された音楽・演説・演芸な
どの歴史的音源を、国立国会図書館のデジタルライブリーに納入した。

国立国会図書館では、2011（平成23）年5月から歴史的音源の提供を始め、2013（平成25）年9月ま
でに約5万点の音源の公開が完了した。そのうち著作権および著作隣接権の保護期間が満了したものは、イ
ンターネット上でも提供されている。

CISACが戦時加算に関する決議案を採択

この年、ベルギー・ブリュッセルで開かれたCISAC総会最終日の6月1日、「日本における戦時加算に関す
る決議案」が全会一致で採択された。決議案には「CISACは、加盟団体が会員に対し、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」ことなどが明記された。

決議にあたっては、都倉特別顧問（当時は理事）が日本のCISAC加盟団体を代表して、「世界トップクラ
スの著作権保護水準である日本に対して、今もなおこのような加算義務が課せられていることは誠に遺憾で
あり、この問題が早期に解消されることを強く願う」とスピーチし、決議案採択後、各国団体から賛同と共
感の大きな拍手が寄せられた。

戦時加算については、その後、2016（平成28）年2月、環太平洋パートナーシップ協定（TPP協定）の
交渉の中で、戦時加算対象国である米国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドとの個別の政府間書
簡で、戦時加算義務解消に係る管理団体の取り組みを奨励すること、また政府間で後押しすることが確認さ
れた。その直後、オーストラリアに関しては、政府から戦時加算に係る権利の放棄が表明された。2018（平
成30）年7月には、日本とEUの経済連携協定（EPA）の交渉において、対象国の英国、オランダ、ギリ
シャ、フランス、ベルギーとの間で、TPP協定交渉時と同様の書簡による確認が行われた。

2018（平成30）年12月30日、著作権保護期間の延長等を含めた改正著作権法が施行されたが、JASRAC
は、戦時加算が一刻も早く解消されるよう、各国の管理団体と有効な施策について、引き続き協議を続けて
いる。
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権利者7団体が「日本版フェアユース」について
知的財産戦略推進事務局に要望書を提出

JASRACなど音楽著作権関係の権利者7団体は、
政府の知的財産戦略本部に設置された「デジタル・
ネット時代における知財制度専門調査会」で行われ
ていた権利制限の一般規定、いわゆる「日本版フェ
アユース」の検討に対する要望書を、10月1日、知

的財産戦略推進事務局に提出した。要望書では、調
査会に権利者の代表が参加しておらず、意見聴取も
ない中で議論が行われていることに対し、調査会に
権利者の意見が十分反映されるよう、あらためて議
論することを求めた。

公正取引委員会の立入検査
4月23日、公正取引委員会（公取委）がJASRAC

に対する立入検査を実施し、翌年2月27日に排除措
置命令をJASRACに送達した。この命令の内容は、放
送事業者から徴収する包括使用料に「放送等利用割
合」が反映されていないことから、他の管理事業者
の管理楽曲の利用が回避され、他の管理事業者の事
業活動が著しく困難になっており、包括徴収が「排

除型私的独占」（独占禁止法3条違反）に該当すると
し、この徴収方法の変更等を求めたものであった。

これに対しJASRACは、この命令の前提となって
いる認定・判断に誤りがあること、ごく一部の放送
事業者しか全曲報告を行っていない状況では命令内
容の実現が不可能であることを理由に、2009（平成
21）年4月28日、公取委に審判を請求した。

ニューヨーク証券取引所の株価暴落
9月29日にニューヨーク証券取引所のダウ平均株

価はそれまでの史上最大の777ドルの下落を記録。こ
れを契機として世界中で株価が暴落し、世界金融危
機が起こった。
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