
第6章 挑戦
一般社団法人への移行、東日本大震災復興支援、
審判請求の取下げ、著作権保護期間延長
2009（平成21）年～

2009（平成21）年

「著作権情報集中処理機構」が設立
3月6日、「一般社団法人著作権情報集中処理機構

（CDC）」が設立された。CDCは、インターネットや
携帯電話での音楽配信事業の普及・発展により、利
用楽曲数が急増していることを踏まえ、音楽配信事
業者と著作権管理事業者の作業負荷の軽減、コスト
の抑制およびフィンガープリント技術を用いた楽曲
特定等による処理作業の促進を目的に、利用者団体
と権利者団体が共同で設立した非営利の組織。 CDC設立の記者会見

著作権信託契約約款の一部を変更
信託契約約款改正委員会の答申に基づいて策定さ

れた著作権信託契約約款の一部変更案が、5月13日
の理事会で協議、同20日の理事会で審議され、6月3
日の通常評議員会での審議を経て6月18日の通常総
会で承認された。

内容は、①これまで原則禁止としてきた受益者の
指定・変更および受益権・分配請求権の譲渡・質入
について、委託者の意思を尊重し原則として認める

よう変更する、②音楽出版者と事業部を単位として
二つ以上の信託契約を締結する際、そのうち一つの
事業部との契約について全支分権の委託を要すると
定めている6条後段を削除する、③関係権利者全員
の同意があること等を条件に、新曲のプロモーショ
ンを目的としたCM、劇場用映画（テーマ曲に限る）
での一定範囲の利用について、委託者が著作権の管
理の留保または制限することを認める、など。

インターネット等での違法な流通防止を規定した著作権法の一部改正が成立
6月12日、参議院本会議で改正著作権法が可決、成

立し、翌年1月1日から施行されることとなった。
改正の主な要点は次のとおり。
①ネット検索サービスを提供する際、必要と認め

られる限度内で著作物を記録または翻案して自
動公衆送信することができるなど、権利者の許
諾を要せず著作物を利用できる範囲を新たに規
定として整備。

②裁定制度について、担保金を供託した場合には
裁定前の審査期間中であっても著作物を利用で
きるよう簡略化する。

③著作権を侵害する配信であることを知りながら
ダウンロードする場合には、私的複製であって
も複製権が及ぶ。また、海賊版であることを知
りながら、ネットオークション等に出品するこ
とを、著作権等を侵害する行為とみなす。
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BIEM執行委員会の出席者、JASRACの役職員など
約70人が参加した。

冒頭、船村会長が「私どもJASRACは70周年を迎

えましたが、80年、100年とフレンドシップ、パート
ナーシップをもってお付き合いをさせていただきた
い」と挨拶した。

創立70周年記念祝賀会と感謝状贈呈式を開催
11月18日、JASRAC創立70周年の記念祝賀会を千

代田区のグランドプリンスホテル赤坂で開催した。
祝賀会には、鳩山由紀夫内閣総理大臣、森喜朗元

内閣総理大臣・衆議院議員らの国会議員をはじめ、文
部科学省、文化庁など関係省庁、駐日大使館、
CISAC・BIEMの国際会議で来日した海外の著作権
管理団体、著作権関係団体、利用者団体、音楽産業
界、報道機関などからの来賓のほか、JASRACの役
員、OBなど、約1,000人が出席した。

祝賀会の出席者には、創立 70周年を記念して
JASRACにおけるその年の主な出来事や、法的措置
の歴史、各種データなどを紹介した「JASRAC70年
史―音楽文化の発展を願って」を渡した。

また、祝賀会に先立ち、「創立70周年記念感謝状
贈呈式」が行われ、船村会長をはじめ役員、表彰者
の関係者、CISACアジア太平洋委員会委員など約
100人が出席した。

贈呈式では、音楽を利用する業界において、著作
権保護のため、それぞれの立場から一方ならぬ尽力
をいただいた佐々木隆一さん、片岡史朗さん、西村
勝沼さん、アジア太平洋地域の著作権の普及と啓発
に貢献されたエドムンド・ラムさん、ならびに永年
にわたりJASRACの事業運営に取り組まれた故三
木たかし正会員に、JASRACとして深く感謝の意を
表するため、それぞれ感謝状をお贈りした。

裁判員制度開始
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（裁判

員法）」が5月21日に施行され、市民から選ばれた裁
判員が審理に参加する初の裁判が8月3日に東京地方
裁判所で行われた。

公益法人制度改革

2006（平成18）年5月26日、公益法人制度改革関連3法（①一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律、②公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、③前2法律の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律）が成立し、6月2日に公布された（2008（平成20）年12月1日施行）。これは、1896（明治
29）年に民法で定められた公益法人制度を110年ぶりに見直すものだった。なお、この見直しは2000（平
成12）年12月に閣議決定された「行政改革大綱」から始まったものである。

JASRACは、定款改正委員会において、公益法人制度の抜本的改革への対応を検討するとともに、職員か
ら成る法人改革本部において、組織改革および業務改善について検討を行った。

これらの検討の結果、2009（平成21）年10月の臨時総会決議による定款変更等により、主に次のよう
な変更を行った。

①会費の使途及び額の見直し（これまで文化事業を実施するための費用に充てられてきた会費を、会員の
ためにのみかかる費用に充てるよう改め、会費の額を3/4に減額する）

②JASRACの各機関を法に適合する形に変更（社員総会、理事会と任意機関（会長や評議員会）の権限や
役割の整理、役員等の選任手続き・任期などの見直しなど）

③評議員会の廃止とそれに伴う会長・正会員監事の推薦方法の見直し等
なお、当初は6月の定時社員総会で機関設計の見直しと会費の使途・額の変更を中心とする変更案を提出

する予定であったが、6月の理事会直前になって変更案以外にも見直すべき点があることが分かったため、
10月に臨時総会を開き変更を行うこととなった。

④録音図書作成が可能な施設を公共図書館にも拡
大し、映画や放送番組等に字幕や手話を付する

ことを可能にするなど、障害者の情報利用の機
会を確保するための権利制限を行う。

東京高裁が公正取引委員会の排除措置命令について執行免除を決定
公正取引委員会から受けた排除措置命令について、

2月27日に東京高等裁判所に命令の執行免除の申立
てを行っていたが、7月9日に東京高裁から保証金1
億円の供託を条件にその執行を免除するとの決定が
下された。JASRACは保証金を供託したことから、

JASRACと許諾契約を締結して管理楽曲を利用し
ている放送事業者は、当面、命令の影響を受けずに
従前どおりの手続きで管理楽曲を利用できることと
なった。

「CCIF」が啓発メール送付の実証実験を開始
ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協

議会（CCIF）は8月17日、ファイル共有ソフトの問
題点、著作権法の解説のほか、利用者に向けたファ
イルの削除方法などを掲載したホームページを公開。
また、Winnyを悪用して著作権侵害を行っている
ユーザーに対して啓発メールを送付する実証実験を
開始した。

CCIFは、ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵

害が大きな社会問題となっていることから、警察庁
総 合 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 会 議 の 提 言 を 受 け て、
JASRACやコンピュータソフトウェア著作権協会

（ACCS）などの権利者団体と、インターネットサー
ビスプロバイダ（ISP）事業者団体が被害防止のた
めの対策、必要な手続きを定めること等を目的に前
年5月に設立した。

東京地裁が動画投稿（共有）サイトにおけるJASRACの主張を認める判決
11月13日、東京地裁はJASRACの主張を認め、管

理楽曲を含む動画ファイルの送信差止めと、ジャス
トオンライン㈱および代表者に対し連帯して著作権
侵害による損害賠償金9,000万円余の支払いを命じ

る判決を言い渡した。
この判決では、動画投稿（共有）サイトの運営事

業者に利用主体としての責任が及ぶことが明確に示
された。

米国連邦議会下院でマクマホン議員がJASRAC70周年を祝福
9月8日、米国連邦議会下院において、ニューヨー

ク州選出のマイケル・マクマホン下院議員が次のよ
うに発言した。
「本日は、JASRACの創立70周年を祝賀し、ここ

に発言させていただきます。JASRACは、米国作曲
作詞出版者協会（ASCAP）との長きにわたる実り多

き国際的パートナーシップのもと、音楽著作者の権
利を保護し、日本および世界各地での著作権に関す
る規範の普及および発展に尽力し、先導してまいり
ました。日本の皆さまの知的財産および創造的財産
の保護において、その目的におけるJASRACの大い
なる成功を心からお祈り申し上げます」

2009年度臨時総会で一般社団法人への移行のための定款変更案など
4議案を可決、一般社団法人への移行認可を申請

10月21日、新宿区の京王プラザホテルで臨時総会
を開催し、新法に基づく一般社団法人への移行認可
申請のために必要な定款変更案と、これに関連する
3議案が審議され、いずれも可決された。

これを受け、11月4日の通常理事会で移行認可申

請に必要な申請書および添付書類を確認し、同27日
に一般社団法人への移行認可を申請した。

この後、翌年3月19日に内閣総理大臣から移行の
許可を受け、4月1日、移行の登記を完了した。

CISAC・BIEMと親交を深める
11月16日、CISAC・BIEMウェルカムディナーを 港区南麻布の「有栖川清水」で開催。CISAC理事会、

２
０
０
９（
平
成
21
）
年

128 第 1部　年史 第 6章　挑戦 129



日本行政書士会連合会と協定を締結
5月13日、日本行政書士会連合会と、著作権制度

の普及・発展のための協定を締結した。
日本行政書士会連合会は、一般向け講習会として

「著作権フォーラム」を開催するなど、著作権の啓発
に尽力してきた。一方、JASRACは各都道府県の行

政書士会の要請に応じて、行政書士向けの研修会に
講師を派遣するなど、協力関係を構築してきた。

今回の協定は、こうした協力関係の強化・継続を
確認するためのもの。

動画投稿（共有）サイトの控訴審知財高裁もJASRACの主張を認める
知的財産高等裁判所は9月8日、JASRACの主張を

認めた2009年11月の東京地方裁判所の一審判決を支
持し、控訴を棄却する判決を言い渡した。

ジャストオンライン㈱および代表者は今回の判決
も不服として、9月22日、最高裁判所に上告受理の
申立てを行った。

TBSラジオとニッポン放送で広報活動を開始
TBSラジオで4月から9月までの間、毎週金曜日の

「大沢悠里のゆうゆうワイド」内に「悠里と学ぼう著
作権」と題するコーナーを設けて著作権について解
説するとともに、JASRACをPRする20秒CMを放送
した。また、10月から翌年3月までの間は、同番組
で週3日（月・水・金）、引き続きCMを放送。さら
に、4月から9月までの毎週水曜日の「エキサイト

ベースボール」でも、同様のCMを放送した。
ニッポン放送では、「オールナイトニッポン」で週

3日（火・木・土）、著作権やJASRACの業務に関す
る疑問に答える内容のCMを放送した。

これらに加え、創立記念日を迎える11月に、TBS
ラジオでの特別番組と、ニッポン放送のインター
ネットラジオでの特別企画を実施した。

会長に都倉俊一を選出　船村徹前会長に名誉会長の称号
7月の会長選挙を経て、都倉俊一が8月12日付で第

15代会長に就任した。
船村徹前会長に名誉会長の称号を贈ることが、８

月4日、理事会で決定した。

2010年度臨時社員総会を開催、菅原瑞夫が理事長に就任
9月29日、2010年度臨時社員総会を新宿区の京王

プラザホテルで開催した。
都倉会長は、開会の挨拶で「今日選ばれる新しい

執行部とともに、多くの問題を抱えるJASRACを前
に進めるべく全力で努力したい」と述べ、一層の支
援を会員に求めた。

当日は、一般社団法人への移行後初めてとなる理

事・監事の選任が行われ、その後開かれた臨時理事
会で理事長に菅原瑞夫常務理事を選任したほか、常
務理事、常任理事が決まり、新執行部が発足した。

菅原理事長は、「音楽創りのプロである会員と著作
権管理のプロである職員が噛み合うことにより、
JASRACは新たな進歩を遂げることができる」と抱
負を述べた。

利用許諾条項を変更し、無許諾複製物の発生防止を強化
10月1日から、録音物、映像ソフト、出版物に管

理著作物を利用する際の個別契約に関する利用許諾
条項を変更した。今回の変更は、これまで利用者の
協力のもとに運用してきた事項を許諾条項に明示す
ることで、無許諾複製物の発生防止をより強化する
ためのもの。

主な変更点は次のとおり。
① JASRACに利用申込みがされていない製品の

資料をJASRACが確認できることを明記した
（録音、映像、出版）。

②利用者にプレス事業者名の報告を義務づけた
（録音、映像）。

③JASRACとプレス事業者間で製造数などの情
報を交換することについて、利用者か了承する
ことを明記した（録音、映像）。

2010（平成22）年

総務省の「サイバー特区プロジェクト」に菅原常務理事が参加
総務省が前年度に実施した「サイバー特区プロ

ジェクト」に、菅原瑞夫常務理事が委員として参加
した。プロジェクトの正式名称は、「メタバース※1空
間を利用したデジタルコンテンツの管理流通ルール
整備促進のための調査研究」（座長：杉山知之デジタ
ルハリウッド学校長）。

これは総務省の情報通信国際戦略局が実施した
「ICT※2利活用整備促進事業（サイバー特区）」の一
つとして民間委託されたもので、インターネット上
の三次元仮想世界「メタバース」におけるユーザー

同士の交流や経済活動の可能性を探る実証実験の実
施と、新たな配信モデルを図るうえでの著作権を中
心とした諸課題への対応を目的としていることから、
利用許諾を出す権利者の立場としてJASRACに参
加要請があったもの。

※1 メタバース：Metaverse メタ（meta）とユニバース（universe）の合成語で、イン
ターネット上に存在する三次元仮想世界のこと。利用者はアバターと呼ばれる自分の分身
を介して空間内で活動し、そこに参加している他の利用者との交流や、この空間内で有
効な通貨を用いた取引や広告表示などの経済活動を行う。

※2 ICT ： Information and Communication Technology 情報（information）や通信
（communication）に関する技術の総称。

「CCIF」がガイドラインを記者発表
ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協

議会（CCIF）は、2月22日、記者会見を開き、ファ
イル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関
するガイドライン（2月8日公表）に基づき、3月1日
からWinnyを悪用して著作権を侵害するユーザーに
対し啓発メールを送信する取り組みを開始すること
を発表した。

ガイドラインでは、権利者団体がファイル共有ソ
フトを悪用した著作権侵害の中止を促す警告メール
の発信をインターネットサービスプロバイダ（ISP）
に要請する手順や、その要請に基づきISPが発信者
にファイルの削除を求める警告メールを送るための
手順などが定められている。

著作権情報集中処理機構（CDC）が「Fluzo」システムの運用開始を発表
効率的な著作権処理を推進するため、音楽配信事

業者と著作権管理事業者により設立された一般社団
法人著作権情報集中処理機構（CDC）が3月31日、千
代田区のルポール麹町で記者会見を開き、「Fluzo

（フルゾ）」（著作権情報集中処理システム）の運用を
4月1日から開始することを発表した。

このシステムでは、複数の著作権管理事業者の管
理楽曲情報を集約したデータベースを構築して、楽
曲の権利情報を確認しやすくしたほか、フィンガー
プリント（電子指紋）技術を用いた楽曲検索や、利
用曲目報告データの一括作成などを可能にした。

動画投稿（共有）サービスにおける許諾条件を一部変更
2007（平成19）年7月、動画投稿（共有）サービ

スにおける利用許諾条件を公表し、同サービス運営
事業者に対し、個人制作の投稿動画について、これ
まで国内曲に限って管理楽曲の利用を許諾してき
た。

この条件を4月から一部変更し、日本国内の利用
においてJASRACが著作権を管理する外国曲も許

諾の範囲に含めることとした。許諾期間は、この年
4月1日から9月30日までで、適用する使用料率は、月
間の情報料及び広告料等収入の2％。

10月以降の許諾条件については、ネットワーク音
楽著作権連絡協議会（NMRC）、またこの変更を既に
受け入れている動画投稿（共有）サービス運営事業者
と、改めて協議を行うことについても合意した。
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有線テレビジョン放送（CATV）等使用料の分配細則を制定
1月12日、第12回理事会で、有線テレビジョン放

送（CATV）等使用料の分配細則の制定が決議さ
れた。

有線テレビジョン放送（CATV）等使用料（CSテ
レビ放送の再送信および自主制作放送分）について
は、2007（平成19）年度使用分までは使用年度単位
の入金状況等を勘案し、その都度暫定的な分配規程
細則を定めて分配していたが、2010（平成22）年度
使用分以降については、毎年3月を分配期とする細
則を制定した。

なお、2008（平成20）年度および2009（平成21）
年度使用分として徴収した使用料は、この細則の附
則に経過措置を定めて分配する（2008年度使用分に
関する使用料は2011年3月期に、2009年度使用分に
関する使用料は2011年6月期に、それぞれ分配）。

「有線テレビジョン放送（CATV）等使用料の分配
細則」の概要

（1）分配期
毎年度3月に、前年度使用分として徴収し

た使用料を分配。
（2）分配基金等

CATV等放送分配基金とCATV等放送用
録音分配基金に区分して分配。配分比率は、
99：1。

（3）分配対象著作物
① 前年度に、CSテレビ放送の再送信および

CATV事業者の自主制作放送で使用され
たもの。

② CATV等放送用録音分配基金の分配対象
著作物は、CATV事業者の自主制作放送で
使用されたもの。

（4）分配計算方法等
分配率、分配点数、分配計算方法は、著作

物使用料分配規程の本則および同細則に定め
る放送等使用料分配規定を準用。

ホームページで新コンテンツ「音人工房」を開設
ホームページで、新コンテンツ「音人工房」を開

設した。このコンテンツは、創作者に係る苦労や、
やりがい、著作権の大切さ、JASRACの役割等を広
く伝えることを目的として、若手創作者に創作の現
場や機材等を紹介してもらい、、併せてJASRACの
メンバーになったきっかけなどをインタビューす
る内容。

また、ホームページと連動して、インタビューを
基にしたメッセージ広告を音楽専門誌に掲載するこ

とにより、その雑誌の購読者である若年層の音楽愛
好家や、JASRACメンバーになっていない若手創作
者などに向け、一層のPRを図った。

第1回は、西野カナさんが歌ってヒットした『会
いたくて会いたくて』の作詞、作曲を手掛けたジョ
ルジョ・カンチェーミさんへのインタビューで、「サ
ウンド＆レコーディング・マガジン」2011（平成23）
年1月号と「ロッキング・オン・ジャパン」2月号に
広告を掲載した。

書き下ろし楽曲を利用したゲームソフトのインタラクティブ配信に特例措置
書き下ろし楽曲のみを利用するゲームソフトをイ

ンタラクティブ配信する場合の使用料の取扱いに、
暫定的な特例措置を設けることとした。

この措置は、JASRAC管理となる書き下ろし楽曲
の利用が、インタラクティブ配信されるゲームソフ
トにおいて進んでいないことから、コンピュータソ
フトウェア著作権協会（ACCS）と協議のうえ、利
用の促進を図るために設けたもの。なお、既製楽曲

を利用したゲームソフトの配信については、従来ど
おりの取扱いを継続する。

期間は1月から2014（平成26）年3月まで。利用楽
曲すべてがそのゲームソフトのために書き下ろされ
た場合に適用する。料率は次のとおり。
①ダウンロード形式

1コンテンツの情報料の1％または2円のいずれか
高い額

社員への事業報告会を開催
11月29日、けやきホールで社員（正会員）への事

業報告会を開催し、上半期の徴収・分配などの状況
を報告した。

この報告会は、一般社団法人への移行に伴う定款

変更により評議員制度が廃止され、事業報告の機会
が年1回の定時社員総会の場のみとなったため、正
会員に向けてJASRACの運営の現状を報告するこ
とを目的として、新たに開催したもの。

フィットネスクラブでの音楽利用について、使用料規定を文化庁長官に届出
12月1日の第11回理事会で、フィットネスクラブ

での音楽利用について使用料規定を新設することが
決まり、同24日、文化庁長官に届け出た。管理開始
は翌年4月から。

この規定は、エアロビクスなどの運動プログラム
と合わせて行われる演奏等を対象としており、スタ
ジオやプールなど、音楽が利用される場所の総面積
と施設利用者の月会費に応じて、月額の「包括使用

料」と「1曲1回の使用料」を定めている。
この規定の内容については、全国の総合フィット

ネスクラブのうち6割以上の施設が加盟する利用者
代表の社団法人日本フィットネス産業協会（FIA）
と協議を重ねてきたもので、FIAは管理開始までに
加盟事業者の利用許諾契約申込書を取りまとめるこ
ととなった。

SNSが人気に
この年から「Twitter」が雑誌やテレビなどでも紹

介されるようになり、注目を集める。「Facebook」な
どとともに、この頃からSNS（Social Networking 
Service）が一般的になった。

ファイル共有ソフト利用者への法的措置

インターネットで不特定多数の利用者とファイルをやりとりするためのファイル共有ソフト（P2Pソフ
ト）を悪用した著作権侵害が大きな社会問題となっていた。この件を含めた警察庁と産業界との間の連携の
在り方などを検討する総合セキュリティ対策会議の提言を受け、JASRAC、コンピュータソフトウェア著作
権協会（ACCS）などの権利者団体とインターネットサービスプロバイダ（ISP）事業者団体等は、ファイ
ル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会（CCIF）を設立し、この年6月から、ファイル共有ソフトに
よる著作権侵害の防止に向けた取り組みをスタートさせた。この取り組みは権利者団体からの著作権侵害の
中止を求める警告メールの発信要請に基づき、ISPがファイル共有ソフトユーザーに違法ファイルを自主的
に削除するよう求めるもので、6月から9月までの間、警告メールが送信された635アドレスのうち同年10
月に再検知された件数は31アドレスまで減少したことから、警告メールの送信に一定の抑止力があることが
実証された。

JASRACはファイル共有ソフトによる著作権侵害に対して、2018（平成30）年度末まで通算で56,921
件の警告メールを送信したほか、刑事事件129件、民事事件1件の法的措置を実施している。
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や参加作品などを紹介するとともに、この取り組み
に賛同いただいた都倉俊一会長、川口真理事、弦哲
也理事からの動画メッセージも掲載した。

また、震災復興支援基金（「こころ音基金」）への
著作物使用料の拠出を9月分配から開始した。

定款変更に関する説明会を開催
9月14日、定款変更に関する説明会をけやきホー

ルで開催した。これは、定款改正委員会（川口真委
員長）が、2011（平成23）年2月から7月にかけて9
回開催した委員会の検討結果をまとめた中間答申

（8月3日の理事会に提出）の内容などを正会員に説
明するとともに、最終的な答申をまとめるにあたっ
て意見を聴取するために開いたもので、76人の正会
員が出席した。

説明会では、中間答申の概要等について、①社員
総会の議長を理事長が務めること、②正会員理事の
選任にあたり、立候補者をそのまま社員総会に諮る
現行制度を改め、社員総会の前に、作詞者・作曲者・
音楽出版者の各区分の立候補者を定数まで絞り込む
ための「正会員理事候補者選挙（候補者選挙）」を実
施することなどを説明した。

「カルチャーセンターにおける演奏等」の使用料規定を文化庁長官に届出
9月7日の第7回理事会で、カルチャーセンターで

の音楽利用に関する使用料規定を新設することが決
まり、同30日、文化庁長官に届け出た。管理開始は
2012（平成24）年4月から。

この規定は、カルチャーセンターの講座で行われ
る、音楽鑑賞、楽器・歌唱等の教授、ダンス指導等
での演奏などが対象で、利用者代表である全国民間

カルチャー事業協議会と協議を重ねて合意したもの。
以下の使用料を定めた。
（1）年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合の1施

設あたりの年額使用料（管理著作物を利用し
ている講座の前年度の受講料収入の1％）

（2）講座1回あたりの使用料
（3）著作物1曲1回の使用料

「演奏等」使用料規定の一部変更を文化庁長官に届出
11月18日、「使用料規程第2章第1節演奏等」の一

部変更を文化庁長官に届け出た。
変更したのは「1 上演形式による演奏」および「3 演

奏会以外の催物における演奏」の規定の一部。このほ
か、大規模な催し物の総入場料算定基準額について、
翌年4月以降の時限的逓減措置を備考に規定した。

いずれも利用者団体と協議を重ね、合意したもの
で、翌年4月から適用を開始した。主な変更内容は
次のとおり。

【上演形式による演奏】
諸外国における同分野の料率を踏まえ、総入場料

算定基準額（「入場料×定員数」の80％）の「10％」
としていた公演1回ごとの使用料率を「5％」に変更。

【演奏会以外の催物における演奏】
レビューショー、アイススケートショー、舞踊発

表会など、音楽の提供が重要な要素となる催し物で
の演奏に限り、入場料と定員による「定額」を「定
率」に変更。料率は総入場料算定基準額の4％とす
る（当初3年間を3％、次の3年間を3.5％とする経過
措置を設ける）。

なお、上記以外の催し物の取扱いについては従来
どおりとした。

2011年度臨時社員総会を開催　定款一部変更を決議
11月22日、2011年度臨時社員総会を港区の第一ホ

テル東京で開催し、定款一部変更が決議されたほか、
平成23年度事業計画・収支予算の上半期執行状況が
報告された。

定款一部変更は、前年9月の臨時社員総会におい
て、役員改選の手続きや表決に係る書類の開示など
に関し、正会員から改善を求める意見が出されたこ

とを踏まえ検討した定款改正委員会の答申に基づく
もので、社員総会の議長（理事長が務める）、社員総
会前に理事候補者を定数まで絞り込むための正会員
理事候補者選挙（候補者選挙）の実施のほか、候補
者選挙の導入に合わせた会長選挙の変更、学識経験
者等区分の監事の選任に係る年齢制限の緩和、など
を内容としている。

②月額定額（サービス加入期間に限りダウンロード
利用できる）形式
月間の情報料の1％または2円のいずれか高い額

③ストリーム形式　
月間の情報料および広告料等収入の1%または月
額5,000円のいずれか高い額

音楽作品による東日本大震災復興支援

3月11日、宮城県沖を震源とするマグニチュード9.0の東日本大震災が発生した。仙台市青葉区に所在す
る仙台支部で働く職員・派遣スタッフは全員無事だったが、交通機関や水道、ガスなどライフラインが断た
れたため、事務所を一時閉鎖し、同年3月24日から5月9日まで本部内に仮事務所を置くこととなった。

甚大な被害を受けた地域を支援するため、JASRACは被災地の飲食店等からの著作物使用料の徴収を一定
期間中止したり、被災地支援・復興のためのチャリティコンサート等での演奏を無償で許諾したり、特別な措
置を講じることを決めた。また、公共図書館からの要請に応じて、被災地の子どもたちへの読み聞かせなど、
一定の要件を満たす場合に限り蔵書の複製またはFAX・電子メールでの提供を無償で許諾することとした。

さらに、義援金として一般会計から3,000万円を拠出することを決め、同年5月に日本赤十字社に寄付。
会員・信託者からも義援金を募り、同年10月に449万円を日本赤十字社に送金した。

このほか、JASRACでは会員・信託者から著作物使用料の一部を震災復興支援基金として拠出する仕組み
を設け、音楽作品を通じた復興支援策「こころ音

ね

プロジェクト」に取り組んできた。震災直後より、海外の
著作権管理団体からお見舞い・激励のメッセージが多数届いたが、「こころ音プロジェクト」にも国外からの
支援が寄せられた。

都倉会長と菅原理事長が日本赤十字社を訪問
東日本大震災義援金3,000万円を拠出

5月19日、東日本大震災で被災された方々への義
援金として3,000万円を拠出した。

当日は、都倉会長と菅原理事長が、港区の日本赤
十字社本社を訪れ、近衛忠煇社長に義援金（目録）

を手渡した。
この義援金はJASRACの一般会計から拠出した

もので、会員・信託者の方々から募っている義援金
は、後日寄付した。

文化芸術推進フォーラムが「私たちの文化芸術ビジョン2011」を策定
JASRACなど12団体で構成される文化芸術推進

フォーラムは、「私たちの文化芸術ビジョン2011」を
策定し、7月6日、超党派の国会議員で構成される音
楽議員連盟（音議連）の役員会に提出した。

同フォーラムでは、2007（平成19）年に構成団体
が抱えている政策要望を「私たちの文化芸術ビジョ
ン2007-2011」としてまとめ、音議連への請願活動等
を行ってきた。

新たに策定したビジョンは、2011（平成23）年3
月までに行ってきた請願活動の結果を踏まえ決定し
たもので、JASRACが要望している私的録音・録画
補償金制度の見直し、著作権保護期間の延長、戦時
加算義務の解消のほか、違法ダウンロードに対する
罰則の導入等の法整備や映像・音楽アーカイブの充
実等の要望が盛り込まれている。

「こころ音
ね

プロジェクト」がスタート
東日本大震災からの復興と被災地の音楽文化の振

興を音楽作品によって継続的に支援する「こころ音
プロジェクト」の特設ページを8月31日に開設した。

特設ページでは、プロジェクトの概要のほか、プ
ロジェクトの趣旨に賛同して著作物使用料の一部を

「こころ音基金」に拠出いただく会員・信託者の方々
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設立呼びかけ人とその賛同者が3月13日、東京国立
博物館で記者会見を開いた。

会見の席で都倉会長は、「被災地を訪問したとき、
『楽しみたい。こころをなごませたい』という切実な
要望を聞いた。被災者のこころの復興に少しでも役
立ちたい」と語った。

記者会見終了後、「文化芸術を復興の力に」と題す
るシンポジウムも開催された。
■呼びかけ人［五十音順敬称略］

近藤誠一（文化庁長官）

都倉俊一（JASRAC会長）
野村萬（日本芸能実演家団体協議会会長）
日枝久（全国公立文化施設協会会長）
福原義春（企業メセナ協議会会長）
宮田亮平（東京藝術大学学長）
茂木賢三郎（日本芸術文化振興会理事長）

■会見に出席した賛同者［敬称略］
コシノジュンコ（デザイナー）
紺野美沙子（俳優／朗読座主宰／国連開発計画親
善大使）

分配委員会の答申に基づき放送等使用料に関する分配規程の一部を変更
4月4日の理事会で、分配委員会（弦哲也委員長）

の答申に基づき、放送等使用料に関する分配規程の
一部変更および細則の制定が決議され、4月16日、文
化庁に届け出た。実施は12月分配期から。

分配委員会は、前回の委員会答申（2009（平成21）
年12月2日）において、「全曲利用報告と利用時間報
告の精度の進捗状況、分配額の変動状況を定期的に
検証し、相当の変化が認められた場合には、分配点
数の取り扱いを検討するべきこと」が付記されたこ
とから、諮問を受けた前年2月以降これらを検証・検
討し、審議結果を答申した。

答申の趣旨は、テレビ放送における「通常の放送
番組」と「映画の放送番組」について、放送時間の
割合と分配額の割合との差異を是正することと、放
送用録音の現況に即して分配対象作品の範囲を変更
することの2点。変更の骨子は次のとおり。
1. テレビ放送の放送分配基金の分割

テレビ放送分配基金について、「通常の放送番
組」と「映画の放送番組」の放送時間の割合と分
配額の割合に差異が生じていることから、放送時
間の割合等により基金を通常放送分配基金と映画
放送分配基金に分割区分し、分配対象作品の分配
計算を行う。

2. ラジオ放送の放送用録音分配基金の分配対象著
作物の変更

ラジオ放送における放送用録音使用料の分配対
象作品について、放送用録音の実態に基づいて、商
業用レコードにより利用された作品を分配対象に
加える。

なお、分配委員会は今回の答申にあたり、テレ
ビ放送の放送分配基金の分割区分は暫定的な取扱
いであり、引き続き検証・検討するべきことを付
記した。

動画投稿（共有）サイトの上告受理申立てを最高裁が不受理
動画投稿（共有）サイト「TVブレイク」において、

JASRAC管理楽曲を含む動画を無断で配信してい
たジャストオンライン㈱に対し、JASRACが動画
ファイルの送信差止め等を求めていた裁判で、最高
裁判所は3月29日、同社の上告不受理を決定した。

これにより、同社が本件サイトにおける著作物の

利用主体であり、プロバイダ責任制限法における情
報の発信者（サーバーに情報を記録・入力した者）
であることを認めるとともに、同社に動画ファイル
の送信差止めと、同社および同社代表者に損害賠償
金の支払いを命じた知的財産高等裁判所の判決が確
定した。

放送・インタラクティブ配信の分配に係る利用明細データの提供を開始
2012（平成24）年6月分配期から、放送・インタ

ラクティブ配信の一部について、インターネットで
分配対象楽曲を確認できる利用明細データの提供を
開始した。

JASRACでは、放送局やインタラクティブ配信

で の 利 用 楽 曲 に つ い て、 そ れ ぞ れ「J-BASS」
「J-NOTES」システムにより曲目報告を受け付けて
おり、これらのシステムでの曲目報告データを利用
したデータ提供が可能となった。

提供する項目は、作品コード、作品名ごとに、放

議案は、法人法および定款が定める定款変更の可
決要件である総正会員数の3分の2以上の賛成を得て
可決された。

なお、この決議によって変更された定款は、12月
1日を施行日とすることを理事会が決定した。

ニコニコ動画にJASRAC公式チャンネルを開設
11月28日、㈱ニワンゴ（2015（平成27）年に㈱ド

ワンゴへ吸収合併）が運営する動画投稿（共有）サ
イトのニコニコ動画内に「JASRACちゃんねる｣を
開設した。これは、視聴者に向けてJASRACが情報

を直接発信する場を設け、双方向のやりとりを通じ
て、著作権とJASRACの事業について理解を深めて
もらうことが目的。

CCIFがShareユーザーに対する啓発メールの送付を開始
ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策

協議会（CCIF）は、新たにShareを悪用して著作
権侵害ファイルを共有（公開）している利用者に対
して、啓発メールを送付する活動を12月から開始
した。

CCIFは、前年3月から、Winnyを悪用している利
用者に対し、著作権侵害ファイルの削除を要請する

啓発メールの送付を開始し、その数はこの年9月ま
でで、延べ1万通を超えた。

Shareは、その大半が日本国内で利用されており、
このソフトによる無許諾著作物の流通により、著作
権者等が甚大な被害を受けていることから、Share
の利用者も啓発メール送付の対象に加えることと
した。

文化芸術振興基本法施行10周年記念シンポジウムを開催
JASRACなど12団体で構成される文化芸術推進

フォーラムと超党派の国会議員で組織される音楽議
員連盟（音議連）は、12月7日、文化芸術振興基本
法の公布・施行10周年を記念して、「文化芸術振興
基本法10年を検証し、これからの文化芸術政策を展
望する」をテーマに、港区のホテルオークラ東京で

シンポジウムを開催した。
同基本法は、文化芸術に関する活動を行う者の自

主的な活動を促進するため、国や地方公共団体が実
施すべき基本方針を定めた法律で、2001（平成13）
年12月7日に公布・施行された。

明治大学から感謝状
明治大学創立130周年を記念し、11月1日付で明治

大学からJASRACに感謝状が贈られた。
JASRACは2004（平成16）年から5年間、著作権

思想の普及を目的とし、同大学法科大学院に著作権
に関する寄附講座を開設していた。

サッカーなでしこジャパンW杯優勝
6月から7月にかけて行われたFIFA女子ワールド

カップのドイツ大会で、日本代表（愛称・なでしこ
ジャパン）が米国代表を破り初優勝。歴史的快挙と
たたえられた。

2012（平成24）年

文化芸術による復興推進コンソーシアム設立の記者会見
JASRACなどの団体、国、芸術家、文化施設、企

業などが連携し、文化芸術の面から東日本大震災の
被災地を支援することを目的として、文化芸術によ
る復興推進コンソーシアムが設立されることとなり、
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正利用を推進していくことを取り決めたもので、2年
ごとに更新している。この協定に基づき、JASRAC
への利用許諾契約申込書と一体となったカラオケ

リース契約書が導入されるなどして、カラオケ利用
店の適法利用率が大きく向上した。

ニコニコ生放送で「THE JASRAC SHOW!」の配信を開始
11月27日、ライブ動画配信サービス「ニコニコ生

放送」で JASRACの情報を提供する番組「THE 
JASRAC SHOW !」の配信を始めた。JASRACが番
組を制作し、生放送で配信するのは今回が初めて。

この番組では、ゲストにJASRACの会員を招い
て、著作権の大切さや創作活動に関するエピソード
などを語ってもらうほか、JASRACの役職員が著作
権制度やJASRACの業務について解説していく。

案内役は、広報事業検討委員会インターネット広
報小委員会の委員を務める作曲家の大森俊之さんと

作詞家の木本慶子さん。ゲストに作詞家の及川眠子
さんを迎えた初回は、及川さんが作詞し、大森さん
が編曲した『残酷な天使のテーゼ』（作曲：佐藤英敏、
2011年JASRAC賞金賞受賞曲）に関するエピソード
をはじめ、及川さんの作詞の方法や仕事場の様子、
JASRACに入会したきっかけなどに話が及んだ。

この番組の「80回スペシャル」を2019（令和元）
年8月21日、さだまさしさん、渡辺俊幸JASRAC理
事をゲストに迎え、配信した。

JASRAC賞30回記念事業「JASRAC賞30年の歩み」
この年、「JASRAC賞」が30回目を迎えたことを

記念して、11月5日、けやきホールで「JASRAC賞
30年の歩み」を開催した。

前 年 度 の 分 配 額 に よ り 毎 年 顕 彰 し て い る
JASRAC賞に対し、特別表彰ではJASRAC賞が創設
された1982（昭和57）年から各年度の上位100作品
の分配額を集計し、30年間を通した1位から3位まで
の作品の作詞者・作曲者・音楽出版者を表彰した。こ
の特別表彰は、テレビ・新聞・Webニュースなどで
多数取り上げられた。

金賞 世界に一つだけの花 作詞・作曲者　槇原敬之
音楽出版者　㈱ジャニーズ出版

銀賞 居酒屋
作詞者　阿久悠
作曲者　大野克夫
音楽出版者　㈱テレビ朝日ミュージック

銅賞 ふたりの大阪
作詞者　吉岡治
作曲者　市川昭介
音楽出版者　㈱プロデュースハウス都

記念事業での座談会

金賞の槇原敬之さん

賞状を受け取る稲垣吾郎さん

送では、放送局名、放送年月日、番組名、音源区分
（生、レコード）、利用回数。インタラクティブ配信
では、ダウンロード形式の曲別請求種目（アクセス
回数がサービスごとに1か月あたり10回以上の場合

に限る）の、利用者名（配信事業者名）、利用年月、
サービス名、配信種別（音楽ダウンロード、着メロ
等）、リクエスト回数。

排除措置命令を取り消す審決と㈱イーライセンスによる審決取消訴訟の提起
2009（平成21）年2月に公正取引委員会から受け

た排除措置命令の取消しを求めた審判について、6月
12日、公正取引委員会はJASRACの請求を全面的に
認める審決を下し、命令は取り消された。

この審決に対して、これを不服とする㈱イーライ
センスが公正取引委員会を相手方として、7月10日、

審決取消訴訟を提起した。これに対しJASRACは、9
月6日、訴訟参加の申立てを行い、第1回口頭弁論（9
月24日）において申立てが認められた。これにより、
JASRACは参加人としてこの訴訟における主張・立
証ができることとなった。

違法ダウンロードの刑事罰化など著作権法の一部が改正
6月20日、次の項目に関して、著作権法の一部改

正法案が国会で可決された。
（1）いわゆる「写り込み」（付随対象著作物の利用）

等に係る規定の整備
（2）国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送

信等に係る規定の整備
（3）公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に

係る規定の整備
（4）著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
（5）違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備

文化芸術推進フォーラムと音議連がイベントを開催
10月17日、千代田区の憲政記念館で「文化芸術政

策を国の基本政策に」と題するイベントが開催され、
都倉会長が戦時加算義務の解消について広く理解を
求めた。

主催したのは、JASRACなど15団体で構成される
文化芸術推進フォーラムと、超党派の国会議員で組
織される音楽議員連盟（音議連）。この年の通常国
会では、国会史上で初めて文化芸術政策の充実を求
める請願※1が採択されたほか、「劇場、音楽堂等の
活性化に関する法律」（劇場法）※2が成立するなど、
文化芸術政策に大きな進展が見られた。このイベン
トは、これらの意義と今後の課題を幅広く社会に訴
えるためのもので、前半は、鈴木寛音議連幹事長

（参議院議員）の報告に続いて、音議連副会長を務
める各国会議員が文化芸術政策の具体化に向けて
意見を述べた。

文化芸術推進フォーラムはこの日、政策提言とし
て「私たちの文化芸術ビジョン2012」を発表してお

り、イベントの後半では、都倉会長の戦時加算義務
解消の訴えのほか、いではく日本音楽作家団体協議
会（FCA）理事長が著作権保護期間の延長を訴える
など、同フォーラムの構成団体から7団体の代表が
同ビジョンで提言している政策の実現を求めた。
※1文化芸術政策の充実を求める国会請願：

国民の実演芸術創造と享受の機会を拡充することや、多彩・多様な文化芸術の振興を国
の成長戦略として位置づけることなど、6項目を求めている。

※2劇場、音楽堂等の活性化に関する法律：
劇場、音楽堂等を、実演芸術の公演や人材養成の機能などの面から定義し、その役割、
国や地方公共団体が取り組むべき事項などを明確化した法律。

都倉会長が戦時加算義務解消を要望

全国カラオケ事業者協会の保志名誉会長に感謝状を贈呈
全国カラオケ事業者協会（JKA）との間で結んで

いる「カラオケ利用の適正化事業に関する協定」が
15周年の節目を迎えたことを機に、JKAの創設に尽

力した保志忠彦名誉会長に感謝状を贈った。
1997（平成9）年に初めて締結された同協定は、

JASRACとJKAが協力して飲食店等での音楽の適
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2013（平成25）年

「貸与」の使用料規定を変更
「貸与」（レンタルCD・貸レコード）の使用料規定

を変更し、2月18日、文化庁長官に届け出た。実施
は4月1日から。

1施設あたりの月額使用料は、これまでの貸与回数
による定額方式から基本使用料に営業収入の額の一
定率を加算する方式に変更し、「基本使用料9万円＋
基準月（3か月前）の月間営業収入の2.5%」※となる。

今回の変更は、POSシステムなど、店舗のシステ

ム環境が整備され、より利用実態に即した使用料算
定が可能となったことから、利用者代表である日本
コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合

（CDVJ）と協議し合意したもの。CDVJとは、電子
データによる全貸出実績の報告についても合意して
おり、今後は分配の精度がより高まることになる。
※ インターネットで注文を受け自宅等に配送するサービス（オンラインレンタル）の月額使用
料は、基準月の月間貸与回数に36円を乗じて得た額または9万円のいずれか多い額。

著作者の筆名数の制限廃止
4月から、著作者（作詞者、作曲者）の筆名につい

て、それまでの原則二つまでから、筆名数の制限を
廃止することとした。

新たな筆名は「その筆名で公表した作品があるこ
と」が条件で、「筆名追加届」の提出が必要となる。

インターネットCMに関する使用料規定を変更
6月5日、理事会で、インターネットCMに関する

使用料規定の変更が決議され、6月11日、文化庁に
届け出た。実施は8月1日から。

ネットワーク音楽著作権連絡協議会（NMRC）お
よびインターネット広告推進協議会ほか広告関係団
体と協議し合意したもので、広告関係事業者が使用
料を支払う場合の特例として、引き続き使用料規定
の「インタラクティブ配信の備考」での取り扱いと
した。変更内容の概要は以下のとおり。
（1）使用料算出方式を、媒体費をベースにした定

率方式からリクエスト回数をベースにした単
価方式に変更し、1曲１CMコンテンツ1,000リ
クエスト回数ごとに50円を加算して得た額ま
たは5,000円のいずれか多い額。

（2）同一のCMコンテンツを継続反復して配信す
る場合は、その使用料を減額できる。

なお、NMRCおよび上記広告関係団体とは、この
取扱いを4月1日に遡って適用することについても合
意した。

著作権信託契約約款の変更
6月26日、定時社員総会において、著作権信託契約

約款の変更が可決された。主な変更点は次のとおり。
①演劇等用委嘱作品およびゲーム用委嘱作品に係

る管理の留保または制限に関する規定の新設
②委託者が使用料額を指定できる利用形態として

広告利用目的の出版を追加

著作物使用料分配規程等の一部を変更
7月3日、理事会で、著作物使用料分配規程等の一

部変更が決議され、7月11日、文化庁に届け出た。実
施は8月1日から（ただし、インタラクティブ配信に
関する規定は、12月分配期から適用）。

分配委員会は、諮問を受けた今年1月以降、諮問
事項の一つである「分配方法の基本的な在り方」に
関する検討課題のうち、①インタラクティブ配信に

おける品揃え楽曲に対する評価、②分配規程本則と
細則の整理、について先行して検討し、6月5日、理
事会で審議結果を答申した。今回の変更は、この第
一次答申を受け行われたもの。骨子は次のとおり。
（1）インタラクティブ配信の品揃え楽曲に対する

分配の廃止
インタラクティブ配信は、実際に配信され

個人のブログ等での歌詞掲載についてサービス運営事業者と包括契約を締結
12月12日、個人ブログ等での歌詞掲載について、

ブログ等のサービス運営事業者が包括的に利用許諾
契約を結ぶ場合の許諾条件を公表し、同月、この条
件に基づき「ライブドアブログ」などを運営する
NHN Japan㈱と契約を締結した。

ユーザーが作成するブログなどで歌詞を掲載する
場合は、ユーザーが個別にJASRACに手続きする必
要があるが、サービス運営事業者がJASRACと契約
することで、そのサービスを利用するユーザーは、個

別に手続きすることなく、その許諾範囲において歌
詞を掲載できるようになる。主な許諾条件は次のと
おり。
（1）許諾範囲は、非商用のストリーミング配信に

限定
（2）大量の歌詞を掲載する歌詞閲覧サービスを除

く
（3）楽曲情報の管理体制を構築し利用曲目を報告

アフィリエイト広告収入を目的とする違法音楽配信に新たな対策を実施
アフィリエイト広告※収入を目的とする違法音楽

配信の解消と発生防止を図るため、広告料の支払停
止をはじめとする著作権侵害対策を広告のサービス
提供事業者と連携して実施することについて、12月、
日本アフィリエイト協議会と合意した。具体的な内
容は次のとおり。
（1）広告を掲載している違法音楽配信サイトに関

する情報共有
（2）同サイトの運営者に対する警告
（3）同サイトヘの広告の掲載停止

（4）同サイトの運営者に対する広告料の支払停止
これまでの著作権侵害対策は、プロバイダ責任制

限法に基づき、インターネットサービスプロバイダ
（ISP）に対して違法ファイルの削除を要請するな
ど、事後的な対応が中心だった。

今回の合意は、サイト運営者への直接的な対策と
なるため、著作権侵害の解消と発生防止に向け大き
な前進となることが期待される。
※アフィリエイト広告：

ウェブサイト・ブログ等に広告のリンクを貼り付け、ユーザーがそのリンクを経由して商品を
購入した場合や、会員登録をした場合等に、そのリンク元のサイト運営者に報酬が支払われ
る広告の手法。

東京スカイツリー竣工
東京タワーに替わる新電波塔として、東京都墨田

区に「東京スカイツリー」が2月29日に竣工した。高
さは634mで、世界一高いタワーとしてギネス世界記
録の認定を受けている。

ジャスラの着ぐるみを制作

それまでホームページやパンフレットに登場していたJASRACの公式キャラクター「ジャスラ」の着ぐる
みを制作した。これは、協賛イベントや音楽文化振興事業での活用やメディアへの露出により公式キャラク
ターをアピールすることを通じて、特に若年層に対して、とかく難しいと思われがちな著作権制度や
JASRACの役割に対して興味・関心を抱いてもらうことを目的として製作したもの。

ジャスラは、通常は本部ビル6階に常駐し、修学旅行生や外国政府関係者など多くの来会者との記念撮影
に応じており、コミュニケーションのきっかけにも一役買っている。また、全国各地で開催される音楽文化
振興事業に出張し、子どもから大人まで来場するお客様を笑顔で出迎えているなど、多忙な日々を過ごして
いる。

翌年に商標登録が完了したジャスラは、着ぐるみのほかにもぬいぐるみや多くのノベルティグッズが制作
され、公式動画コンテンツにも出演するなど、JASRACのシンボルとして内外から愛されている。
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審決取消訴訟　最高裁に上告  
11月1日、東京高裁は、公正取引委員会が前年6月

12日に下した排除措置命令を取り消す旨の審決を取
り消す判決を下した。

公正取引委員会と訴訟参加人であるJASRACは
この判決を不服として、11月13日、上告した。

2014（平成26）年

演劇用、ゲーム用等の委嘱取扱いに関する約款を変更
委嘱作品に係る管理の留保または制限に関する著

作権信託契約約款の規定を新設し、1月1日に施行した。
演劇等用委嘱作品とゲーム用委嘱作品を対象とし

て、それぞれ一定の範囲の利用について、委託者が
管理を留保・制限することが可能になった。

◎演劇等用委嘱作品
（公演の製作者または主催者の依頼による作品）
演劇、ミュージカル、バレエ、オペラ等が対象
留保または制限の内容

・上演、演劇での演奏
・上演、演劇の告知用CM

◎ゲーム用委嘱作品
（ゲーム製作者の依頼による作品）
留保または制限の内容
・ゲームソフトヘの録音
・ゲームソフトの配信
・ゲームソフトの告知用CM
・ゲーム製作者が行うその他の利用

信託期間に関する取扱規準を変更
信託期間に関する取扱規準の変更を1月8日、理事

会で決議し、翌9日、文化庁長官に届け出た。
それまで信託期間の更新月までの6分配期内に分

配実績がないと信託が終了していたところ、音楽の
利用者に対してより多くの楽曲を許諾できる環境を

整えるという集中管理団体としてのJASRACの役
割等に鑑み、委託者および管理楽曲の減少は望まし
くないとの観点から、信託期間の更新条件を変更し、
分配実績がなくても信託期間の更新を可能とした。

BGM管理の推進に向け全国約30万施設に音楽利用状況確認のDMを送付
2月3日、店舗などでのBGM利用に関する管理を

さらに推進していくため、全国の商用施設に音楽の
利用状況を確認するためのアンケートを送付した。

送付対象はBGMの利用が想定される美容室、理容

店、衣料・雑貨等の小売店など約30万施設で、各施
設における音楽の利用状況を確認するとともに、契
約対象施設に対して手続きの必要性を案内すること
が目的。

都倉会長が再選
2014（平成26）年3月執行の会長選挙、正会員理

事候補者選挙の立候補の届出が、定款および定款細
則「役員及び会長の選任に関する規程」に基づき2
月17日で締め切られた。

会長選挙の立候補者は、現会長のみだったため、定
款細則「役員及び会長の選任に関する規程」第9条
第3項に基づき投票は行われず、4月1日付で同氏が
会長に再就任した。

分配規程等の一部を変更し、分配請求期間を延長
4月9日、理事会で著作物使用料分配規程および同

細則の一部変更を決議し、4月11日、文化庁に届け
出た。実施は5月1日から。

この変更は、新たに制定されたCISAC（著作権協

た楽曲のほか、配信できるようサーバーに蓄
積した品揃え楽曲にも分配している。しかし、
品揃え楽曲数は増加の一途をたどっており、
かつ、9割以上が利用実績のない楽曲で占めら
れているなど、規定制定時とは状況が変化し
ていることから、これに対応するため、品揃
え楽曲に対する分配を廃止し、使用料は全て

利用実績に応じて分配する。
（2）分配規程本則と細則の整理

40以上ある細則や実施基準の内容を精査し、
可能な限り本則に明記した。併せて、使用料
規程との整合性を図りつつ、規程全体の表現
の統一・修正を行うことにより、より透明性
のあるわかりやすい規程にした。

大船渡市立第一中学校の生徒が来会
9月5日、岩手県大船渡市立第一中学校の生徒6人

が修学旅行の自主研修として来会した。同校の今回
の自主研修は「震災復興支援への感謝と私たちの未
来を伝えよう」をテーマとしており、6月に開催した

「音楽職人が創るステージ気仙沼・大船渡公演」に際
し、スタジオ・ミュージシャンによる演奏指導で同
校を訪問したこと、および同公演に生徒たちを招待

したことに対するお礼のため来会したもの。
生徒からは、大船渡市内や隣接する陸前高田市の

現在の状況のほか、「希望隊」と名付けて仮設住宅の
清掃や住民への合唱披露などのボランティア活動を
行っていることが紹介され、「今後は支援していただ
いた方々に恩返しをしていきたい。復興までの歩み
を見守ってほしい」と手作りの大漁旗が贈られた。

映画上映に関する使用料規定を変更
11月6日、理事会で、使用料規程「第3節映画」の

うち、「2上映（1）」の規定の変更が決議され、同月
11日、文化庁に届け出た。実施は翌年1月1日から。

この変更は、主に単発の映画上映会に適用する映
画上映1回あたりの使用料に関するもの。それまで
の使用料は、映画上映会の入場料が「300円以上」に
なると金額が一律となり、実態と乖離していた。こ

のため、備考に加算規定を置くことにより、入場料
に応じて増額されるように改めた。また、前年2月
に変更した「第3節映画」の「1録音」の規定にあわ
せ、「劇映画」「ニュース映画」「文化映画」としてい
た類別を「一般娯楽」と「その他」とし、旧類別と
の関係を明確にするためのなお書きを加えた。

音楽議員連盟から文化芸術振興議員連盟へ

5月9日、音楽議員連盟は総会で規約を変更し、文化省創設と文化予算増額を目標に掲げ、文化芸術振興議
員連盟に名称を変更した。

音楽議員連盟は、1977（昭和52）年、文化政策について立法府、行政府の抜本的な意識改革を目指し、
超党派の衆参国会議員36人を会員として結成された。連盟の総会にはJASRACのほか、日本レコード協会
や日本芸能実演家団体協議会などの権利団体も参加しており、音楽だけでなく演劇、映画、美術等の文化芸
術が直面する課題に取り組んできた。

過去には、議員立法で貸しレコード暫定措置法、音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律
文化芸術振興基本法、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律を成立させたほか、著作権の保護期間の延長や
私的録音録画補償金制度など、権利者側に立った政策を立案してきた。

なお、以降は文化省創設を訴え、数々のシンポジウムや勉強会を開催。2018（平成30）年12月には文化
芸術関係20団体からなる文化芸術推進フォーラムとともに首相官邸を訪ね、菅義偉内閣官房長官に文化芸術
省創設の提言書を手渡すなど、文化芸術立国の実現に向けて意欲的に取り組んでいる。
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【広告目的の出版利用とは】
広告主の名称・商品名・商標・標語、企業形態、企

業内容、企業イメージ等を、広告主が必要とする間、
広く一般に知らしめるため、広告主の発意により制

作する広告、広報、意見広告等に利用することを目
的として、書籍、雑誌、新聞、ポスター等の媒体に
著作物を複製すること。

ブライダルコンテンツ製作事業者に向け説明会を開催
結婚披露宴等の演出・記録を目的として製作する

ブライダルコンテンツ（新郎新婦のプロフィール
ムービーや披露宴のダイジェストムービーなど） で
の音楽の適正利用を促進するため、「ブライダルコン
テ ン ツ 利 用 許 諾 ス キ ー ム 説 明 会 」 を 8月 4日、
JASRAC本部で開催し、映像・録音事業者約70人が
出席した。

録音・録画物の製作にあたり、市販CDなどを音

源にする場合は、著作権とは別に、音源の権利（著
作隣接権） について、レコード会社等に許諾を得る
必要がある。この説明会は、一般社団法人音楽特定
利用促進機構（ISUM）が、JASRAC、日本レコー
ド協会（RIAJ）の協力により、ブライダルコンテン
ツの製作に係る一部の音源について、著作権と著作
隣接権の許諾申請事務をまとめて代行する業務を開
始したことを機に行われたもの。

BGMの適正利用促進に関する説明会を開催
10月10日、けやきホールで、有線放送などのBGM

音源を提供する事業者を対象に、「BGMの適正利用
促進に関する説明会」を開催した。

商業施設でのBGM利用についてJASRACでは、
BGM音源提供事業者が利用施設に代わり手続きを
する「元栓契約」と、市販のCDを流す場合など利
用施設が直接手続きする「個別契約」により管理し
ており、個別契約対象店の管理を推進するため元栓
契約事業者の加盟する団体と連携を進めている。

この説明会は、連携内容の周知を目的とするもの
で、個別契約対象店への手続きの案内方法などを説
明した。

消費税率8％に
消費税率が4月から、それまでの5％から8％へ引き上げられた。

会国際連合）の国際基準に適合させるため、分配資
料の報告漏れ等で分配対象とならなかった場合の請
求期間を、請求日から3年前までの分配に延長する

もの。対象は、放送、業務用通信カラオケ、インタ
ラクティブ配信、社交場の各種目で、これまで1～2
年の請求期間だったものがいずれも3年になる。

業務用通信カラオケの使用料規定を一部変更　
5月14日、理事会で、業務用通信カラオケの使用料

規定の一部変更を決議し、5月28日、文化庁長官に届
け出た。実施は7月1日から。この変更は、業務用通
信カラオケ事業における管理楽曲の利用実態を踏ま
え、音楽電子事業協会（AMEI）と合意したもの。

変更内容の概要は次のとおり。
（1）曲別利用単位使用料の規定額を40円から3円

に変更。
（2）曲別使用料を適用する際の基本使用料および

利用単位使用料について、5分単位の時間加算
を廃止。

（3）月額基本使用料の逓減措置の適用範囲を最低
区分（5万コードまで）の品揃えに限定。

文化芸術推進フォーラムが新たな提言
JASRACなど 15団体で構成する文化芸術推進

フォーラムは、「2020年東京オリンピック・パラリン
ピックに向け、文化基盤の整備、飛躍的な文化予算
充実を通し、文化芸術を誇りとする国に」と題した
2014年度の提言を新たにまとめ、6月19日、文化芸
術振興議員連盟の総会に政策要望として提出した。

この提言には、JASRACが従前から要望している
三つの課題（著作権保護期間の延長、戦時加算義務
の解消、私的録音録画補償金制度の見直し）に加え、

クラウドサービスにおける創作者への正当な対価還
元を実現する著作権法上のルールの確立も盛り込ま
れた。骨子は次のとおり。
（1）文化芸術の活動基盤整備による文化政策の充

実および著作権をめぐる諸課題の解決
（2）文化予算の飛躍的な拡充
（3）わが国の文化芸術の外交、観光、国際交流へ

の展開
（4）文化省の創設

出版等の使用料規定を変更
出版等の使用料規定の変更を8月6日の理事会で決

議し、翌7日、文化庁に届け出た。実施は10月1日か
ら。

この変更は、物価の変動や利用形態等の変化に対
応するため、日本楽譜出版協会、日本書籍出版協会、
日本雑誌協会、日本新聞協会と2011（平成23）年度
に開始した協議が合意に至ったもの。変更内容の概
要は次のとおり。
（1）「1書籍」「2雑誌、新聞」「3その他の出版物等」

としていた規定の構成を、「1販売用出版物等」
と「2その他の出版物等」に改めた。

（2）主たる内容が歌詞または楽曲である出版物等
に適用する定率規定に最低使用料（12円）を

導入。
（3）定額規定の使用料を平均8.7％値上げしたほ

か、発行部数区分に下位2区分、上位2区分を
追加。

（4）規定の構成を改めたことに伴い、現行規定「3
（2）その他の出版物等」で扱っていた販売用
商品等を区分けして扱えるよう、新たな定額
規定として「その他の商品等」を新設。

（5）従来の外国作品の利用に加え、広告目的での
利用の場合も、委託者が使用料の額を定める
ことができる旨を備考に定めた（この年1月
1日実施の著作権信託契約約款15条2項5号に
対応）。

広告目的の出版利用において会員・信託者による使用料額の指定が可能に
1月1日施行の信託契約約款附則第1条において、理

事会が施行期日を定めることとしていた同約款15条
2項5号の規定が、使用料規程第2章第4節出版等の変
更実施に伴い、10月1日から施行することを、8月6

日、理事会で決議した。
これにより、申請受付が10月1日以降の広告目的

の出版利用から、会員・信託者が使用料の額を指定
することが可能になった。
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ダンス教室のうち、社交ダンス教室やカルチャー
センターでの音楽利用については、従前から管理を
行ってきた。今回の対象は、ストリートダンス、ジャ
ズダンスなど社交ダンス以外のダンス専門教室。

これらの施設において年間の包括的利用許諾契約

を締結する場合の使用料額は、先行して管理してい
る社交ダンス教授所やカルチャーセンターなどに適
用する使用料額とのバランスを考慮し、当分の間、

「社交ダンス教授所以外のダンス教室などの教授所」
の規定の範囲内で定めた運用基準を適用する。

創立75周年記念特別番組
「メイド・イン・ジャパン解体新書～音楽と文化をめぐる旅～」を放送

JASRAC創立75周年を記念して制作されたテレ
ビ番組「メイド・イン・ジャパン解体新書～音楽と
文化をめぐる旅～」がBS日テレで3月22日に放送さ
れた。

出演者は、麻生太郎副総理、都倉会長、俳優の佐
野史郎さん、藤本泉さん、黒澤はるかさん、福田勝
洋さん。

前年12月24日付の読売新聞に掲載した都倉会長と

麻生太郎副総理の対談を入り口として、ゼミで論文
を書くことになった音大生・高梨みさを（藤本泉）
が、音楽好きな喫茶店のマスター（佐野史郎）との
会話や自身のリサーチを通じて、日本のポップ＆サ
ブカルチャーの歴史や日本文化の素晴らしさ、ポッ
プ＆サブカルチャーの創り手・担い手たちの情熱と
才能のきらめき、その貴さに気づくまでを描いた。

審決取消等請求事件 公取委とJASRACの上告を最高裁が棄却
公正取引委員会とJASRACによる上告の提起お

よび上告受理の申立てについて、最高裁判所（岡部
喜代子裁判長）は4月28日、上告を棄却する判決を
下した。

これにより東京高裁の判決が確定し、JASRACの

審判請求（2009（平成21）年4月28日）に対して行
われた審決（2012（平成24）年6月12日送達）が取
り消されたため、公取委において改めて審決を行う
ために審判手続が再開されることとなった。

分配規程と同細則の一部を変更
訳詞者への分配の取扱いに関する著作物使用料分

配規程と同細則の一部変更を4月8日、理事会で決議
し、同27日、文化庁に届け出た。適用は12月分配期
から。

今回の変更は、前年6月のCISAC総会で変更され
た訳詞者の演奏使用料の分配に関する国際基準に適
合させるためのもの。それまでは、1991（平成3）年
4月にCISACで定められた国際基準（アマルフィ決
議）に従って取り扱ってきたが、訳詞（原権利者か
ら許諾を得て付された訳詞）が利用されたときにの
み分配対象とする原則を徹底すべきとの意見が国際
的に大勢を占めるようになった。こうした中、国際
基準が変更され、遅くとも翌年1月の分配までに実

施することとされた。規程変更の骨子は次のとおり。
（1）分配の対象者に関する規定の変更（分配規程

第3条第3項）
訳詞者は、その訳詞が利用されたときにのみ
演奏権使用料の分配の対象とする。

（2） 訳詞者の分配率に関する規定の変更（細則
「下請出版著作物等の関係権利者に対する分
配方法」第3条）
訳詞付きの外国作品が器楽演奏されたとき、
または原詞・訳詞のいずれが利用されたか不
明のときは、原詞利用の分配率を適用（訳詞
者は分配対象とならない） 。

定款および著作権信託契約約款の変更
6月25日、定時社員総会において、定款および著

作権信託契約約款の変更が決議された。主な変更点
は次のとおり。
1 定款　

改正された法人法に対応するために次の変更を
行った。
①法人法73条1項の規定に合わせ、会計監査人の

選解任等に関する社員総会議案の内容は、監事

2015（平成27）年

ライブハウスの利用曲目報告システムを開始
利用許諾契約を結んでいるライブハウスがイン

ターネット上で利用曲目を報告できるシステムの運
用を4月から開始した。ライブハウスを含めた社交
場分野においては、サンプリング調査に加え、ライ
ブハウス契約店や演奏者である会員・信託者から郵
送で提出された曲目報告を分配のための資料として
いたが、さらに利便性の向上を図るため、システム
の開発を進めていた。

新たに開発した報告システムは、ライブハウス契
約店がJASRACホームページ内の専用メニューに
ログインし、利用曲目や演奏日などを入力するだけ
で電子データによる報告が行える。曲目リストを一
度作成すると、以降は同じものを繰り返し使用する
ことができるコピー機能や、作品検索システム

（J-WID）と連携し、検索した曲目を取り込む機能な
どを備えている。

BGM管理の推進に向け全国約20万施設に文書を送付
2月3日付で全国の商用施設に音楽の利用状況を確

認するためのアンケートを、また、2月5日付でBGM
の利用が確認できている施設に手続きを案内する文
書を送付した。

送付対象は、美容室、理容店、衣料・雑貨等の小

売店および飲食店などを中心に約20万施設で、BGM
の利用が想定される施設の利用状況確認と、実際に
利用がある契約対象施設の許諾手続きを進めること
が目的。

社交ダンス以外のダンス教室での音楽利用の管理を開始
社交ダンス教授所以外のダンス教室での音楽利用 について、4月から管理を開始した。
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創立75周年記念祝賀会を開催、二つの顕賞制度を新設

11月18日、JASRACは創立75周年を迎えた。1939（昭和14）年の創立総会時の発起人は68人だった
が、2014（平成26）年までに会員・信託者の数は1万7千人まで増え、122もの海外の著作権管理団体と
協力関係を築いてきた。創立75周年記念祝賀会には、高円宮妃殿下をはじめ国会議員、文部科学省、文化庁
など関係省庁、駐日大使館、CISACやBIEMの国際会議のため来日していた著作権管理団体、国内の著作権
管理団体、利用者団体、音楽産業界、報道機関、協会の正会員・役員など約1,000人が出席した。

祝賀会に先立って開催された記念式典では、創立75周年を記念して創設された「永年正会員表彰」と
「JASRAC音楽文化賞」の表彰を行った。

永年正会員表彰では、この年4月1日時点で50年以上、
JASRACの正会員として在籍している48人を表彰し、長
年にわたるJASRACへの貢献に感謝の意を表した。

JASRAC音楽文化賞では、売上や利用実績など数字に
表れない地道な活動により音楽文化の普及発展に寄与し
ている個人・団体・作品を顕彰。第1回の受賞者として、
岩﨑花奈絵さん、木戸敏郎さん、映画「アオギリにたく
して」制作委員会の3者に賞を贈呈した。

永年正会員表彰
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SARVH解散～機能不全に陥った私的録音録画補償金制度

それまで補償金の対象とされていたMDなどの録音機器・記録媒体に替わって、iPodなどのポータブルオー
ディオプレーヤー（ハードディスク内蔵型録音機器等）など、補償金の対象とされていない機器・媒体が台
頭した結果、私的録音録画補償金の総額は2000（平成12）年をピークに下降した。このうち録画補償金は
2012（平成24）年に徴収が途絶え、2015（平成27）年3月には、私的録画補償金管理協会（SARVH）
が解散した。

文化審議会著作権分科会に設けられた「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」で、2014
（平成26）年以降、本格的な議論が再開されたが、解決策は定まっていない。制度が機能不全に陥った経緯
を振り返る。

ハードディスク内蔵型録音機器等、政令指定の見送り
2004（平成16）年6月から、著作権分科会の法制問題小委員会で、私的録音録画に係る制度の定義、枠組

みなどの見直しの議論が始まった。翌年12月1日、小委員会は、「現時点でハードディスク内蔵型録音機器等を
補償金の対象として追加指定することは必ずしも適切でない」「（制度の在り方も）廃止や骨組みの見直し、更に
は他の措置の導入も視野に入れ、抜本的な検討を行うべき」とし、パソコン等の汎用機器の取扱いを含め、2007

（平成19）年度中には一定の具体的結論を得るよう検討する必要性がある、と報告書（案）にまとめた。
音楽関係7団体（JASRAC、芸団協、日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽出版社協会、日本

音楽制作者連盟、日本音楽作家団体協議会）は、報告に先立つ7月28日、千代田区の如水会館で共同記者会
見を開き、吉田理事長が7団体の声明文「私たちの考え」を発表したほか、8月3日の衆議院文部科学委員会で
は「ハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音補償金の対象として早急に政令指定することが、消費者、メー
カー、権利者の利益のバランスをとり、文化の振興、著作権の普及につながる良い方策である」と訴えていた。
9月8日には、法制問題小委員会が「審議の経過」を著作権分科会に報告したため、同月からホームページに補
償金の見直しに対する「JASRACの考え」とFAQを掲載し、早期の指定について理解を呼びかけていた。

分科会の報告書にJASRACが意見書。私的録音録画小委員会が発足
2006（平成18）年2月3日、著作権分科会が、第40回文化審議会総会で、ハードディスク内蔵型録音機

器等について現時点で私的録音補償金の対象としない方針などを報告書にまとめた。JASRACは要旨次の意
見書を公表した。
「日本が世界有数のデジタル録音機器の市場であるにもかかわらず、問題解決を先延ばししたことは、国内

外の著作者等に経済的不利益をさらに強いることとなる。具体的な提案がないまま、現行法制上当然に認め
られるべき補償を認めない決定がなされたことは、国際条約との関係を十分審議されていないとも考えられ、
大きな問題を残したと言わざるを得ない。ハードディスク内蔵型録音機器等を早急に私的録音補償金の対象
とすべき。今後もその対応を求めていく」

翌月、著作権分科会は、私的録音録画小委員会を設置し、4月から制度の抜本的な見直しについて審議を
始めた。

デジタル私的録画問題に関する権利者会議が緊急声明
2007（平成19）年7月、総務省の「情報通信審議会デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討

委員会」が「ダビング10」方式を提言した。検討委員会では、BS放送や地上デジタル放送のDRM（コピー
制御技術）として2004（平成16）年に導入された「コピーワンス」方式の改善策を議論していた、これを
受けて、7月17日、映像制作事業者やJASRACなど私的録画補償金関係の権利者団体で構成する「デジタ

が決定。
②法人法115条1項の規定と定款の規定を合わせる

ため責任限定契約の締結可能範囲を拡大。
2 約款

①信託契約更新規準（分配額規準）の廃止に伴い

規定を整備。
②指し値の対象に広告利用目的の複製全般、業務

用ゲーム機器等への録音を追加。
③マイナンバー制度の開始に伴い規定を整備。

定款細則などの規程の一部を変更
7月1日、理事会で、定款細則などの規程の一部変

更を決議した。
概要は次のとおり。

1. 定款細則「役員及び会長の選任に関する規程」
（1）定款の変更に伴う変更

責任限定契約の締結可能範囲を一部改正後の
法人法に準拠して改める定款の変更が定時社
員総会で決議されたことにより、定款上、「外
部理事」「外部監事」という用語を用いる規定
がなくなった。これに伴い、役員選任議案を
社員総会に提出するにあたり、社員総会参考
書類に「外部理事」「外部監事」の候補者を特
定して明示することとしている規定を削除。

（2）正会員理事候補者選挙・会長選挙における無
効投票判断基準の変更
小封筒に投票用紙以外の封入物があった場合、
直ちに無効とせず、その封入物が投票の無記

名性を損なう場合に限り無効とする。
2. 定款細則「会員資格に関する規程」

入管法等改正法の経過措置の終了により、外国
人登録証明書がこの年7月8日で完全に廃止され
ることに対応し、入会申込時に「日本国籍を有し
ない者については、外国人登録証明書の写し」の
提出を求めることとしている規定を改めた。

3. 信託期間に関する取扱規準
著作権信託契約約款の変更が定時社員総会で決

議され、信託期間の更新条件のうち、「分配実績が
別に定める信託期間に関する取扱規準に規定する
額」以上であることを求める規定が削除されたこ
とに対応し、分配実績による更新規準を定めた規
定を削除。

また、外国籍を有する委託者に対して信託期間
更新時に外国人登録証明書の提出を求めることが
できる旨の規定を改めた。

インタラクティブ配信の使用料規定を変更
サブスクリプション（会員制聴き放題）サービス

に関するインタラクティブ配信の使用料規定変更
について、利用者代表であるネットワーク音楽著作
権連絡協議会（NMRC）との協議が合意に至り、こ
の合意を踏まえた内容を、12月2日、理事会が承認
した。同4日、文化庁長官に改めて届出を行い、翌
年2月1日から実施。月額使用料は、次のとおり。
（1） 月間情報料および広告料等収入の7.7%、また

は77円×月間総加入者数、のいずれか多い額。
（2） プログラム単位で選択させるなど楽曲の選択

方法に一定の制約を設ける場合は、月間情報
料および広告料等収入の4.5%、または13.5円

×月間総加入者数、のいずれか多い額。
（3） 月を超えて情報料を免除する場合や、受信者

以外に利用させる（共有）など（1）を超える
機能を提供する場合は、月間情報料および広
告料等収入の12%、または120円×月間総加
入者数、のいずれか多い額。

（4） 月間利用時間、月間利用曲数など制限がある
場合、また、ストリーム形式のサービスで、品
揃えが10万曲以内の場合や試聴用音源の配信
など、一定の条件に該当する場合は、取扱い
の特例を適用。  
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SARVHの敗訴が確定
2010（平成22）年12月27日、SARVHと東芝の係争事件について、東京地裁が判決を言い渡した。判決で

は、デジタル放送専用のDVDレコーダーが著作権法施行令に定められた補償金制度の特定機器に当たることを
認めたものの、メーカーに求める協力義務は法的拘束力を伴わないとして、SARVHの請求が退けられた。翌日、
SARVHは知的財産高等裁判所に控訴した。

翌年11月22日、知財高裁は、協力義務にメーカーが違反した場合、その経緯や態様によっては補償金相当額
を請求できるとしたが、デジタル放送専用のDVDレコーダーは特定機器の要件を充足しないとして、東京地裁
とは異なる判断によりSARVHの請求を退けた。

2012（平成24）年11月8日、最高裁判所は、SARVHによる上告受理申し立てを棄却し、SARVHの敗訴が
確定した。

文化芸術推進フォーラムが音議連に要望
2011（平成23）年7月6日、JASRACなど12団体で構成される文化芸術推進フォーラムが、私的録音録画

補償金制度の見直しなどを盛り込んだ政策要望書「私たちの文化芸術ビジョン2011」を音楽議員連盟に提出し
た。2014（平成26）年6月19日に提出された要望書にも盛り込まれた。

CULTURE FIRSTが新たな補償金制度創設を提言
2013（平成25）年11月14日、「CULTURE FIRST」が、千代田区の東海大学校友会館で記者会見を開いた。

SARVHの敗訴により私的録画に係る補償金制度の機能がほぼ停止したため、現行の私的録画補償金制度に代わ
る新たな補償制度の創設として、次の二つを提言した。

①補償の対象は私的複製に供される複製機能とする。
②新たな補償の支払い義務者は複製機能を提供する事業者とする。

本格的な議論が再開
2014（平成26）年7月、著作権分科会に設置された著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会で、

私的録音録画補償金問題に関する本格的な議論が再開された。

SARVHが解散
2015（平成27）年3月31日、SARVHが解散した。解散公告が4月1日付官報に掲載された。
　
早期見直しに関する要望書を提出
2018（平成30）年12月21日、いで会長、野村萬芸団協会長、重村博文日本レコード協会会長が文部科学省

を訪問し、3団体連名による「私的録音録画補償金制度の早期見直しに関する要望書」を提出した。要望書では、
制度が機能していない現状を訴えるとともに、1992（平成4）年の法律制定時に無かったポータブルオーディ
オプレイヤーなどについて、一刻も早く政令指定するよう求めた。

CISAC東京総会で補償金制度に関する決議
2019（平成31）年5月30日、千代田区のホテルニューオータニで35年ぶりにCISAC総会が開かれ、日本にお

ける私的複製補償金制度に関する決議が採択された。内容は、日本における形骸化した制度の機能回復に向けて、
JASRACの主張・活動等をCISACが全面的に支持し、日本政府に対して、機能的で公平な私的複製補償金制度
を構築することを求めるもの。翌日に開かれたCISAC・JASRAC合同記者会見では、この決議の内容が報告され、
ジャン・ミシェル・ジャールCISAC会長、ガディ・オロンCISAC事務局長らが迅速な解決の必要性を訴えた。

ル私的録画問題に関する権利者会議」が、千代田区の丸ビルで緊急声明を発表した。権利者側がダビング10を
許容した背景には、私的な録画の自由を支える補償金制度の維持が前提にあること、また制度の維持を否定する
見解が検討委員会の一部に見られ遺憾であることなどを訴えた。

補償金不要の見解に対して、権利者会議が公開質問状
2007（平成19）年10月、電子技術産業協会（JEITA）が「地デジ放送が始まる2011年には、私的録画補

償金制度を廃止すべき」と発表した。私的録音録画小委員会が前月に示した中間まとめを受けての行動だった。
11月9日、デジタル私的録画問題に関する権利者会議は新宿区のオペラシティ会議室で記者会見を行い、JEITA
に対し同日、公開質問状を送付すると発表した。制度廃止を想定した場合にもたらされる、さまざまな矛盾等を
7項目にわたって質す内容。12月17日、権利者会議は千代田区の都市センターホテルで記者会見を行い、公開
質問状に回答がない事実を報告、加えて権利者側の意見を表明した。

CULTURE FIRST運動
2008（平成20）年1月15日、「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」および賛同する59団体が都内

でイベントを催し、「CULTURE FIRST~はじめに文化ありき」の行動理念等を発表した。「CULTURE FIRST」
は、ヨーロッパにおける私的録音録画補償金制度の段階的な廃止計画を放棄させるために成果を上げた

「CULTURE FIRST！連合」の活動を参考に、権利者の結束の旗印として掲げられた行動理念を指す。6月24日
には、第2弾のイベントが開かれ、両日ともCISACのエリック・バティスト事務局長が応援に駆けつけた。

日本におけるCULTURE FIRSTの行動理念は次の三つ。
①文化の振興こそが、真の知財立国の実現につながることについて、国民の理解を求めるとともに、その役割

を担っていくことを表明する。
②経済の発展や情報社会の拡大を目的としたどんな提案や計画も、文化の担い手を犠牲にして進められること

のないよう、関係者および政府の理解を求める。
③知財先進国の経済発展を支えるのは、市場を賑わす種々の製品だけでなく、文化の

担い手によって生み出される作品やコン
テンツの豊かさと多様性でもあることを
強調する。

デジタル私的録画問題に関する権利者会議
および賛同団体は、以降「CULTURE FIRST」
を活動主体の名称に用いた。

私的録音録画小委員会での検討結果を公表
2009（平成21）年1月、著作権分科会が、私的録音録画小委員会において3年にわたる議論を報告書にまと

め、公表した。著作権保護技術と補償金制度の関係が整理され、補償金制度の見直しに係る事務局の提案等が示
されたが、メーカーと権利者間の合意を示す内容は見られなかった。メディアの一部は、議論が暗礁に乗り上げ
ていることを報道した。

SARVHが東芝を提訴
2009（平成21）年11月、SARVHが、私的録画補償金の納付を拒絶している㈱東芝を被告として、補償金

相当額1億4,600万円余の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起した。東芝は、デジタル放送はダビング
10などの著作権保護技術によりコピーが制御されていることから、デジタル放送専用のDVDレコーダーを補償
金制度の対象とすべきでないと主張した。
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BGMの使用料規定を一部変更
3月2日、理事会でBGMの使用料規定の一部変更

を決議した。実施は5月1日から。
この変更は、使用料規程第12節BGMの「1施設に

おける使用料」の規定を、著作物を常時継続的に利
用する分野の他の規定と同様の構成とし、年間の包
括的利用許諾契約を結ぶ場合と結ばない場合の料金

を規定するもの。変更点の概要は次のとおり。
（1）年額使用料を、年間の包括的利用許諾契約を

結ぶ場合の使用料として規定し直した。
（2） 年間の包括的利用許諾契約を結ばない場合の

使用料として、「1か月の使用料」と「1曲1回
の使用料」を定めた。

歌謡教室での演奏等の管理を開始
4月1日から歌謡教室（カラオケ教室、ボーカルス

クールなど、専ら客に歌唱を教授することを目的と
する事業）での演奏等について管理を開始した。

歌謡教室での演奏等のうち、カルチャーセンター
での音楽利用については2012（平成24）年4月に管
理を始めており、こうした既管理分野との公平性の
観点などを踏まえ使用料徴収の開始に至った。

管理対象は、愛好家などを対象とする歌謡教室で、
プ口志望者を対象とした職能訓練施設や特定少数に
よる同好会などは対象外となる。

使用料は、使用料規程第1節演奏等の「4カラオケ
施設における演奏等」の規定の範囲内で定めた運用
基準に基づいて算出する。

いではくが会長に選任、浅石道夫が理事長に就任
3月執行の会長選挙、正会員理事候補者選挙の立候

補の届出が2月18日に締め切られた。
会長選挙では立候補者が、いではくのみだったため、

投票は行われず、4月1日付で第16代会長に就任した。
この後の6月29日、港区の第一ホテル東京で開催

した定時社員総会において、理事・監事の選任が行
われ、臨時理事会で理事長に浅石道夫常務理事が選
任された。浅石理事長は、「激動のデジタル・ネット
ワーク時代においても、会員・信託者の権利を守る
JASRACの姿勢は変わらない」と抱負を述べた。

都倉前会長がJASRAC特別顧問に就任
4月6日の理事会で、都倉前会長に対しJASRAC特

別顧問の称号を付与することが出席理事から発議さ
れ、全員一致で可決した。

都倉特別顧問は、会長就任前から、CISAC総会で
のスピーチや、政府への働きかけなどを通して、戦
時加算問題の解消と著作権保護期間の延長を訴えて

きた。
都倉特別顧問は2015（平成27）年10月からアジ

ア・太平洋地域から初となる国際音楽創作者評議会
（CIAM）執行委員を務めている。また2016年11月
に設立された、アジア・太平洋音楽創作者連盟

（APMA）の会長に就任した。

ビデオグラムの使用料規定を変更
利用者団体である日本映像ソフト協会（JVA）お

よび日本レコード協会（RIAJ）との間で行ってきた
協議が合意に至り、この合意を踏まえた使用料規程
の変更を、6月1日、理事会で決議した。実施は10月
1日から。

DVDなどのビデオグラムについては、製品の低価
格化が進むとともに、大容量化に伴い利用曲数も増
加し、製品の小売価格に占める使用料の割合が高く
なっていた。また、それまでの規定ではコンテンツ
の多様化に対応するのが困難な部分があった。この

ため、JASRACは両団体との間で、2008（平成20）
年以降、使用料規定の変更に向けた協議を続けてい
た。変更点の概要は次のとおり。

①ビデオグラムの内容の種類ごとに使用料率・額
を設定

②「音楽のビデオグラム」の使用料率の引き上げ
③「音楽のビデオグラム」および「その他のビデ

オグラム」の最低使用料の引き下げ
④「ドラマ・アニメのビデオグラム」の使用料算

定方法の変更など

2016（平成28）年

広告目的で行う複製、ゲームに供する目的で行う複製の規定を新設
1月13日、理事会で、使用料が指し値となる利用

形態（広告目的で行う複製、ゲームに供する目的で
行う複製）の規定の新設を含む使用料規程の一部変
更を決議した。実施は4月1日から。

これは、前年6月の定時社員総会で著作権信託契
約約款の変更が決議され、使用料が指し値となる利

用形態に「広告目的で行う複製」（約款15条2項3号）
と「業務用ゲームに供する機器等への録音」（同5号）
が追加されたことに伴うもの。

使用料規程の変更実施に合わせ、約款の上記規定
も4月1日から適用を開始した。

管理手数料規程に
「広告目的で行う複製」、「ゲームに供する目的で行う複製」の2区分を新設

2月3日、理事会で、管理手数料規程の変更を決議
した。実施は9月1日から。

この変更は、管理手数料規程の別表に「広告目的
で行う複製」と「ゲームに供する目的で行う複製」
の2区分を新設し、それぞれ料率（届出料率）を定
めるもの。

これは、4月から実施する使用料規程の変更（第
15節「広告目的で行う複製」、第16節「ゲームに供
する目的で行う複製」の新設）に伴う措置。

届出料率は、新設する2区分に係る利用形態のう
ち最も処理件数が多く、かつ届出料率が低廉な「ビ
デオグラム」にあわせて13%とした。

収支差額金分配規程の一部変更を理事会が決議
分配委員会は、2月3日、理事会に第2次答申を提

出した。このうち、収支差額金の分配方法の変更に
関しては、答申を踏まえた収支差額金分配規程の一
部変更が3月理事会で決議された。答申の概要は次
のとおり。
1. 演奏会と社交場の包括使用料の分配補償資金の

設定
演奏会、社交場年契約の包括使用料に係る委託

者からの分配補償請求に備え、各分配期の分配対
象使用料の中から一定割合（0.3％相当）を分配補
償資金として設定する。

演奏会と社交場年契約の使用料分配にあたり、
利用楽曲の報告漏れなどにより分配対象とならな
かった著作物の分配補償については、委託者から
の請求に基づいて、各分配期の分配対象使用料か
ら支出している。

しかし、仮に分配補償が多額になる場合には、分
配対象著作物全体に影響が及ぶ可能性もあるため、
放送等などの取り扱いと同様に、分配補償資金の
設定が適当とされた。

なお同資金は、残余の額が生じた場合は、次期
の分配対象使用料に繰り入れられることとなる。

2. 収支差額金の分配方法の変更
収支差額金について、放送分配基金（NHK、民

放ラジオ地上波、民放テレビ地上波）と貸レコー
ド分配基金に合算して分配する現行の方法を、放
送分配基金（同前）とカラオケ分配基金（カラオ
ケ社交場、カラオケ歌唱室）に合算して分配する
方法に変更する。

現行の収支差額金分配規程は、使用料徴収額が
多い包括使用料の利用形態で、委託者に広く分配
できることなどを踏まえて、規程制定当時に主要
な利用形態であった放送と貸レコードの分配基
金に収支差額金を合算して分配することを定め
ている。

このうち、貸レコードは市場が縮小し、使用料
徴収額も減少しており、主要な利用形態でなく
なっていることから、分配方法の変更が適当とさ
れた。
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芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター
（芸団協CPRA）、日本レコード協会（RIAJ））は、著
作権行政機能を中央から分離すれば情報へのアクセ

ス、省庁連携などの負荷が増大し、著作権行政の停
滞を招くおそれがあるとして、著作権行政に関する
機能は中央に置くべきとする声明を発表した。

演奏会、社交場年契約の包括使用料の分配補償資金を設定
9月7日、理事会で、著作物使用料分配規程の一部

変更を決議し、同14日、文化庁長官に届け出た。実
施は翌年3月分配期から。概要は次のとおり。

①演奏会、社交場年契約の包括使用料について、利
用楽曲の報告漏れ等により分配とならなかった

ときの委託者からの請求に備え、放送種目と同
様に分配補償資金を設定。

②各分配期の分配対象使用料の中から0.3％をそ
の資金に充て、残余の額が生じた場合は、次期
の分配対象使用料に繰り入れて分配。

パチンコ・パチスロ店における遊技機での上映等の管理を開始
パチンコ店等において、客がパチンコ機やパチス

ロ機などの遊技機を利用する際に行われる音楽の上
映・演奏の取扱いについて、遊技機メーカーが加盟
する利用者団体（日本遊技機工業組合、日本電動式
遊技機工業協同組合、コンピュータソフトウェア著
作権協会（ACCS））との間で行ってきた協議が合意
に至った。翌年1月1日から管理開始。合意の概要は
次のとおり。

①パチンコ店等の経営者に代わって、遊技機メー
カーに対して包括的に許諾して使用料徴収する
方法（元栓処理）を採用。

②遊技機設置期間の上映等の使用料を、複製され
る遊技機および管理著作物の数に応じて設定。

③管理開始後3年間は使用料を減じる経過措置を
設定。

読売新聞に全面広告を掲載
音楽著作権の保護により創作者を支え、音楽文化

振興に貢献していることをアピールする全面広告を、
11月27日付読売新聞朝刊に掲載した。

戦時加算義務の解消など、著作権の保護や制度の
整備に関する取り組みについての広告をそれまで掲

載してきたが、この広告では、船村名誉会長の平成
28年度文化勲章受章をきっかけとして、長年にわた
り著作権保護の側面から創作者の活動を支えてきた
JASRACの存在を伝える内容とした。

アジア・太平洋音楽創作者連盟（APMA）が11月に設立
国際音楽創作者評議会（CIAM）の地域アライア

ンス（連合組織）として、アジア・太平洋音楽創作
者連盟（APMA）が、11月28日に中国・北京で設立
された。会長には、JASRACの都倉特別顧問が就任
した。

CIAMはCISACの諮問委員会として1966（昭和
41）年に設置され、著作権の保護と文化の発展、産

業への貢献を世界規模でアピールする活動を行って
いる。

CIAMの地域アライアンスは、欧州、アフリカ、北
米、南米では既に設置され活発な活動を行っていた
が、アジア・太平洋地域には、それまで設置されて
いなかった。

放送等使用料の分配点数の取扱いを変更
6月1日、理事会で、放送等使用料の分配点数の取

扱いに関して、分配規程の一部変更を決議した。こ
れは、分配委員会が5月11日、理事会に提出した答
申を踏まえたもので、実施は12月分配期から。
■変更概要

放送等使用料の分配方法に関し、NHK（テレビ・
ラジオ）および民放テレビ地上波については、2016

（平成28）年4月放送分（同年12月分配）から「利用
時間に基づく評価点数」の計算単位を1分単位から1
秒単位に変更する。

また、時間評価を分単位とすることで講じていた
措置（①メイン（著作物の視聴を主とする形態使用）
の10分を超えるときに付与する累進加算点数②背景
音楽の20秒ごとの時間区分）を、NHKおよび民放テ

レビ地上波に対しては廃止する。
分配点数の取扱いについては、過去の分配委員会

において、秒単位の全量報告が実現された場合には
秒単位への変更が適当との答申が示されていた。

こうした中、前年9月、放送事業者（NHK、民放
連）と著作権管理事業者3者（JASRAC、㈱ジャパ
ン・ライツ・クリアランス、㈱イーライセンス）と
の協議（5者協議）において、秒単位の放送利用時間
により算出した管理楽曲の利用割合を使用料に反映
することに合意し、また、NHK（テレビ・ラジオ）
および全ての民放テレビ地上波については、秒単位
での全量データが整備されることとなった。

そのため、より使用実態を反映した分配を行うた
めに変更したもの。

著作権信託契約約款の変更
6月29日、2016年度定時社員総会において、著作

権信託契約約款の変更を決議した。主な変更点は次
のとおり。

①指し値ができる区分と管理委託範囲の選択区分
との関係を整理し、両区分の該当範囲を一致さ
せる。

②支分権の2区分（「演奏権等」および「録音権
等」）を管理委託範囲から除外した場合に、複合

的な利用形態の3区分（「放送・有線放送」「イ
ンタラクティブ配信」および「業務用通信カラ
オケ」）が連動して除外されることとしている規
定を廃止。

③施設でのBGM利用の管理の実態との整合性を
確保するため、複数の区分に分散している伝達
権を「演奏権等」の区分に集約。

公正取引委員会に対する審判請求を取り下げ
9月7日の理事会で、公正取引委員会からの排除措

置命令の取消しを求めた審判請求を取り下げること
を決議した。

「子ども霞が関見学デー」にブース出展
文部科学省をはじめとした26府省庁などが連携し

て開催する「子ども霞が関見学デー」が7月27、28
日の両日、各府省庁で行われた。この催しは、各府
省庁の業務説明や、省内見学などを通じて子どもた
ちが社会を知る機会とするとともに、府省庁の施策
に対する理解を深めてもらうことを目的として実施
しているもので、およそ36,500人（主催者発表）が
来場した。

JASRACは文化庁著作権課からの依頼で、千代田
区の文化庁講堂内に音楽著作権の大切さをアピール
するブースを初出展した。ブースでは、来場した子
どもたちに著作権に関するクイズを実施し、正解者
にグッズやパンフレットを配布したほか、JASRAC
キャラクター「ジャスラ」の着ぐるみと写真撮影が
できるコーナーを設け、多くの来場者で賑わった。

文化庁移転についての声明を発表
8月に文化庁移転協議会が文化庁の京都移転に向

けた概要を発表したことを受け、9月5日、JASRAC
な ど 権 利 者 6団 体（ 日 本 音 楽 作 家 団 体 協 議 会

（FCA）、MPA、日本楽譜出版協会（JAMP）、日本
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音楽教室問題が過熱

この年の2月2日、JASRACは、翌年1月から音楽教室における演奏等の管理を開始することを発表した。
音楽教室を経営する楽器メーカーや楽器店との協議は、2003（平成15）年から協議を重ねていた。この

間、並行して協議を続けていた次の種目については、利用者団体と合意することができ、順次、管理を開始
してきた。

•2011年4月からフィットネスクラブ
•2012年4月からカルチャーセンター
•2015年4月から社交ダンス以外のダンス教授所 （社交ダンス教授所は1971（昭和46）年から）
•2016年4月からカラオケ教室、ボーカルレッスンを含む歌謡教室
JASRACの申入れを拒絶してきた、ヤマハ音楽振興会ら7企業・団体は、JASRACの記者発表が行われ

た2月2日、「音楽教育を守る会」（以下、守る会）を結成し、「音楽教室での練習や指導のための演奏は、公
の演奏に当たらない」などと持論を展開。6月20日には、守る会に加盟する音楽教室247事業者と演奏指導
者団体2団体の計249事業者・団体（後に演奏指導者2団体は訴えを取り下げ、7月に音楽教室4事業者が追
加で訴訟を提起し、計251事業者となった）が、JASRACを被告として、音楽教室における著作物使用に
かかわる請求権不存在確認訴訟を東京地方裁判所に提起、JASRACは応訴した。

また、当初、守る会は、自らは使用料規程について協議することを前提とした団体ではないと主張し、
JASRACとの協議に応じなかったが、6月7日、JASRACが文化庁長官に使用料規程の届出を行うと、自ら
は著作権等管理事業法（管理事業法）に基づく利用者代表であると主張を変え、使用料規程の撤回と不実施を
JASRACに申し入れてきた。その後の協議が不成立に終わると、12月21日、守る会は文化庁長官に対し管
理事業法に基づく「裁定の申請」を行った。その内容は、JASRACを被告として東京地裁に係属している請
求権不存在確認訴訟の判決が確定するまで、使用料規程の実施の保留を求めるものだった。この裁定申請によ
り、JASRACは管理事業法の定めに従って、1月に予定していた管理開始を一時保留することとした。

2018（平成30）年3月7日、文化庁長官は、守る会が求める使用料規程の実施の保留は行わず、同日を
実施日とする裁定をした。この裁定に基づき、JASRACは4月1日から管理を開始することとしたが、裁定
書と併せて受け取った通知を踏まえて、音楽教室事業に演奏権が及ぶことを争う音楽教室事業者に対しては、
請求権不存在確認訴訟の手続きが終了するまでの間、JASRACから個別の督促を行わないなど、同通知に
よって求められた、使用料規程の実施に当たっての適切な措置に留意することとなった。

ホームぺージコンテンツを新設・改訂
知的財産権への関心の高まりを受け、JASRACを

紹介する動画をホームページ内で新たに公開した。
この動画は、イメージ・図表・数字などを組み合

わせ、情報や関係性を視覚的に表現する「インフォ
グ ラ フ ィ ッ ク ム ー ビ ー」 と い う 手 法 を 用 い、
JASRACの存在意義や事業が簡単に理解できる内

容とした。
また、ホームページ上で利用形態ごとの使用料請

求 か ら 分 配 計 算 ま で の 流 れ を 掲 載 し て い る
「JASRACの分配のしくみ」の内容を改訂。正確で透
明性の高い分配を伝えるため、分配計算の概略、利
用曲目報告の方法などを詳細に解説した。

定款および著作権信託契約約款を変更
6月28日、2017年度定時社員総会において定款お

よび著作権信託契約約款の変更を決議した。主な変
更点は次のとおり。

1 定款
入会後経過期間基準（入会してから（＝準会員に

なってから）一定の期間が経過しなければ正会員に

2017（平成29）年

JASRAC Creator's Path vol.1を開催
若手創作者のJASRACや著作権制度に対する理

解と新規入会促進を目的としたトークイベント
「JASRAC Creator's Path」（クリエイターズパス）を
2月23日、千代田区の「cafe 104.5」で開催した。

作曲家の和田薫さんが著作権制度を解説した後、
創作活動で関わりの深い作曲家の下村陽子さんと
中橋愛生さんを交え、ゲーム音楽や吹奏楽作品の制
作現場での著作権の問題などをテーマに、トーク
セッションを行った。また、会務部職員が著作権信

託契約と入会手続きについて説明した。

２
０
１
６（
平
成
28
）
年
〜
２
０
１
７（
平
成
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）
年

審判請求の取下げ

2015（平成27）年4月28日の最高裁判決により審決が取り消されたため、6月12日、公取委は審判手
続の再開を決定し、排除措置命令の適法性について引き続き審理を行った。

審判は、JASRACが2016（平成28）年9月9日に審判請求を取り下げたことにより終了した。
審判請求の取下げは、次の三つの大きな環境変化を受け、排除措置命令の取消しを求めて争いをこれ以上

続けるのではなく、審判請求を取り下げて本来の業務に全力を尽くすことが権利者・利用者その他の関係者
を含む音楽著作権管理事業分野全体にとって有益であるという判断によるものである。
１　2008（平成20）年当時と比べ、多くの放送局が全曲報告を行うようになり、利用割合の算出が可能と

なった。
２　NHK、民放連、㈱イーライセンス、㈱ジャパン・ライツ・クリアランス（JRC）およびJASRACの5

者による協議に基づき、2015（平成27）年度分以降の放送使用料に利用割合を反映しており、排除措
置命令の内容を既に事実上ほぼ実現していた。

３　㈱NexToneがJASRACに対して提起していた損害賠償等請求訴訟を取り下げ、審判への参加について
も取り下げたことにより、同社との係争事案は全て解決した。

審判請求を取り下げた後、JASRACは、排除措置命令に基づく次の一連の手続きに取り組み、翌年8月、
すべてを完了した。
1　2017年5月23日　放送等利用割合を反映した徴収方法について公取委から承認を受ける。
2　同年6月 7日 理事会で次の2点を決議

① 利用割合を反映させずに放送等使用料を算定する行為の取りやめ
② 今後、①と同様の行為をしない

3　 同年7月10日　関係者先への通知方法について公取
委から承認を受ける。

4　 同年7月24日　放送事業者、他の管理事業者および
当協会の委託者に通知文書を発送

5　 同年8月10日　実施した措置の内容を報告する「措
置報告書」を公取委へ提出 9月16日、記者会見に臨んだ浅石理事長ら
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BGMの適法利用推進を目的としたテレビCMを制作
店舗などでBGMを流す際の著作権手続きを周知

するテレビCMを制作した。
CMでは、市販のCDなどを美容院・飲食店・服飾

店・エステサロン等の施設でBGMとして利用する場
合には、著作権の手続きが必要となることを案内し
ているほか、JASRACが窓口になることで、利用者
が適正な使用料で音楽を利用できることについてア
ピールした。

CMの一コマ

インタラクティブ配信、分配明細データ詳細版の提供を開始
9月分配期から、インタラクティブ配信の分配明細

について、分配期ごとに、分配対象となった楽曲が
利用されたサービスの名称、リクエスト回数および
分配額等の詳細な情報を、「明細データ提供システ
ム」を利用して提供を開始した。

この分配明細データ詳細版については、2018（平
成30）年9月分配期からは「演奏会等」、2019（令和
元）年9月分配期からは「放送等」と、提供する対
象を順次拡大している。

映画上映使用料の内外格差解消に関する記者会見を実施
映画上映使用料の内外格差解消に関する記者会見

を11月8日、新宿区のヒルトン東京で行った。
日本は、米国・中国に次いで世界3位の映画興行

収入を誇るが、音楽の使用料はあまりにも低いうえ、
外国映画と日本映画とで格差がある。

利用者団体である、全国興行生活衛生同業組合連
合会（全興連）との間では、1964（昭和39）年、使
用料規定について合意して以降、その規定に定めら
れた、外国映画の上映使用料に係る映画1本当たり
の一律の定額使用料のみ更新が重ねられ、1985（昭
和60）年以降は、その部分の協議も膠着していた。

会見では、欧州諸国の管理団体の徴収額と比較し
て著しく低廉である映画上映使用料の現状と問題点
を解説。この状況を改善するため、興行規模に応じ
た使用料とするよう、規定の変更に向けて利用者団
体と協議を行っていることを説明した。

会見には、浅石理事長、都倉特別顧問のほか、
APMA・CIAMの執行委員会・総会で来日していた、
ガディ・オロンCISAC事務局長、エドワード・シュ
ワルツCIAM会長らが出席した。

全興連との協議は、その後、膠着状態を脱し、翌
年8月、映画1本当たり一律18万円というそれまでの
外国映画の上映使用料から、2021（令和3）年3月ま
でに封切りとなる同使用料について、スクリーン数
に応じた6区分の使用料額表に基づく使用料に変更
するなど、一定の合意に達した。

同年４月以降に封切りされる外国映画の使用料の
算出方法については、曲別算定方式に準じた、楽曲
別の利用規模を反映した使用料算定方式の採用に向
けて、協議を継続することになった。

問題点を指摘する浅石理事長ら

なることができないという基準）における基準年数
を3年から1年に短縮。
2 約款

①外国地域のみの管理委託を可能にする規定の
整備
日本国内における利用についての管理は委託せ
ずに、外国地域における利用についてのみ委託
することを可能にする。

②著作者の自己使用の範囲の拡大

委託者である著作者が自らの作品を自ら使用す
る場合に、通常の利用許諾手続きをとらなくて
よい範囲を拡大。

③管理委託範囲選択サイクルの短縮
管理委託範囲の選択をしてから次に選択をする
ことができるまでの期間（間隔）を3年から1年
に短縮。

このほか、反社会的勢力の排除に関する規定を新
設した。

定款変更に伴い定款細則「会員資格に関する規程」を変更
定時社員総会で定款変更を決議したことを受け、7

月5日開催の理事会で、定款細則「会員資格に関する
規程」の変更を決議した。変更点は次の3点。

① 入会後経過期間基準の緩和への対応（基準年数

3年→1年）
② 著作者の分配実績額基準の緩和（3年連続30万

円→2年以内合計40万円）
③ 入会申込時の提出書類の見直し

使用料規程の一部を変更し「音楽教室における演奏等」を新設
6月7日、理事会で、使用料規程の一部を変更し、

「音楽教室における演奏等」を新設することを決議
し、同日、文化庁長官に届け出た。変更点の概要は
次のとおり。

①音楽教室を、「楽器教室、歌謡教室その他受講者
に楽器演奏・歌唱を教授する事業を行う施設」

と定義し、年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場
合の1施設あたりの年額使用料のほか、1施設あ
たりの月額使用料と、1曲l回の使用料を設定

②歌謡教室に適用している現行の運用基準を、新
設する規定の備考に取り込み規定化

文化芸術推進フォーラムが記者会見を開催
JASRACなど17団体で構成される文化芸術推進

フォーラムは文化芸術基本法制定の動きを受け、6月
13日、東京プリンスホテルで緊急記者会見を開催し
た。

同法は、2001（平成13）年に制定された文化芸術
振興基本法を文化芸術基本法に改め、文化施策推進
や文化庁の機能拡充のために、政府が必要な措置を
講ずることを盛り込む内容となっており、5月30日、
衆議院を通過、6月16日、法案が成立した。

会見で、いで会長は「我々、文化芸術の創作者の
生活基盤は著作権制度にある。昨今のデジタル化・
ネットワーク化により世界がボーダーレスとなった
今、国際的な調和が必要不可欠だ」と述べ、著作権
保護期間の70年への延長と、戦時加算問題の早期解
決を訴えた。

文化芸術推進フォーラムの野村萬議長は「法改正

の審議で、文化芸術の果たす役割と、その重要性が
確認されたことは大きな成果だ。文化芸術は、多く
の人が力強く生きていくための心のよりどころ。日
本が文化芸術立国となるためにも文化省の創設を粘
り強く求めていきたい」と述べ報道関係者に理解を
求めた。

２
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③外国地域における管理をJASRACが自ら行う場
合は、現在の業務体制で対応可能な範囲で行う。

④相互管理契約団体が存在しない国についても、
管理委託範囲の選択の対象とする。

⑤著作権契約のない作品の外国地域における利用
について、出版権と映画録音権に該当する場合
は、委託者による指し値ができるようにする。

（2）広告のタイアップを行いやすくするための変更
①タイアップに伴う使用料免除の対象範囲につい

ての制限を廃止。
②タイアップの対象作品に劇場用映画のための書

き下ろし作品を含める。
③タイアップの件数の制限を廃止。

音楽出版者向けCWR提供サービスの申込み受付を開始
8月1日から、海外にサブパブリッシャーを持って

いる音楽出版者を対象に、CISAC標準作品届フォー
マットであるCWR形式で作品データを提供する申
し込みの受付を開始した。

外国映画上映使用料の変更について合意
9月6日、記者会見を行い、外国映画上映使用料に

ついて、利用者団体である全国興行生活衛生同業組
合連合会（全興連）との間で合意した内容と、合意
に基づく変更後の使用料等について発表した。

映画上映の使用料については、映画音楽の創作者
への対価還元が十分ではないとして、2011（平成23）
年10月から全興連と協議を行っていた。合意内容は
次の通り。

①2018年11月から2021年3月までに封切りとなる

外国映画の使用料の算出方法について、封切時
のスクリーン数に応じた6区分の使用料額表を
適用。

②2021年4月以降に封切りとなる外国映画の使用
料の算出方法について、曲別算定方式に準じた、
楽曲別の利用規模を反映した使用料算定方式の
採用に向けて、協議を行う。

③映画上映規定の在り方について、引き続き協議
を行い、可及的速やかな合意の形成に努める。

「永年正会員表彰」「長期ご契約者、感謝状贈呈」など各式典を同時開催
11月16日、千代田区のホテルニューオータニで、

JASRACの正会員としてこの年 4月1日現在、50年在
籍されている方々に、長年にわたり協会の事業に貢献
いただいたことに感謝の意を表し、表彰式を行った。

また、この表彰にあわせて、2018年度上半期事業
報告の記者会見を実施したほか、「こころ音プロジェ
クト」の新たな支援先の発表、さらに30年以上にわ
たりJASRACと利用許諾契約を締結していただい
ている「長期ご契約者」の方々の発表および代表者
の方への感謝状の贈呈式、「第5回JASRAC音楽文化
賞」の発表・贈呈式を、同時に開催した。

長期ご契約者の代表の方々

2018（平成30）年

「音楽権利情報検索ナビ」開設
JASRACなどの音楽関係団体等で構成する権利

情報集約化等協議会は、2月1日、文化庁が推進する
権利情報を集約したプラットフォーム構築に向けた
実証事業として、音楽権利情報検索ナビを開設した。
2月28日まで公開され、ニーズの把握や使い勝手な
どを検証した。

音楽権利情報検索ナビでは、CDで発売されている

楽曲に的を絞り、各団体・事業者が保有するデータ
を統合して基本データベースを構築した。

JASRACなどの著作権管理事業者が提供する作
品データ、RIAJが提供する製品および収録曲デー
タ、芸団協CPRAが提供する実演家データに加え、こ
れまでデータベース化されていなかったインディー
ズ系レーベルなどの楽曲データも検索できる。

分配規程の一部変更、同細則を制定
3月7日、理事会で、インタラクティブ配信（動画

配信）使用料に係る分配規程の一部変更と、遊技機
上映・演奏使用料に係る分配規程細則の制定を決議
した。文化庁へ届出を行った上で、分配規程につい
ては12月分配期から、分配規程細則については9月
分配期からそれぞれ実施した。
■インタラクティブ配信（動画配信）使用料に係る

分配規程の一部変更
映画、ビデオグラムなどの映像コンテンツを配

信する場合の包括使用料の分配について、ビデオ
グラムや放送など他の利用形態との取扱いの違い
を解消し、より利用の実態に即した分配とするた
め、時間評価を導入する。

インタラクティブ配信（動画配信）使用料は、分
配の評価としてサービスメニューごとの請求額に

当該著作物のリクエスト回数に応じた割合を乗じ
た値を評価点数として算出し、分配しているが、今
回、これに加えてキューシートや使用物情報、放
送番組情報などに記載された使用時間を評価点数
とする。なお、使用時間が不明な場合の取扱いに
ついては、これまでどおり均等に配分する。

■遊技機上映・演奏使用料に係る分配規程細則の制定
遊技機を用いた上映・演奏使用料に係る曲別使

用料については、それまでビデオグラムの上映の
分配規程に基づいて暫定分配してきたが、分配期
および権利確定基準日が遊技機への複製使用料と
異なることから、新たに分配規程細則を定め対応
する。

年4回の分配とし、権利確定基準日は、遊技機
への複製使用料の分配に合わせ、請求時とする。

貸与（CDレンタル）の使用料規定を一部変更
3月7日、理事会で、貸与（CDレンタル）の使用

料規定の一部変更を決議し、同27日、文化庁長官に
届け出た。実施は5月1日。

これは、利用者代表である日本コンパクトディスク・
ビデオレンタル商業組合（CDVJ）との協議が合意に
至ったことを受けてのもので、変更の概要は次の2点。

①月額使用料について、従来の方式（基本使用料
90,000円＋営業収入の2.5％）の基本使用料を廃
止し、営業収入の7.7％に変更。

②貸与による営業収入が報告できない場合は、従
来通り月間貸与回数に36円を乗じた額とし、最
低使用料90,000円は廃止。

著作権信託契約約款を変更
6月27日、定時社員総会で著作権信託契約約款の

変更を決議した。変更点は次のとおり。
（1）管理の空白部分の解消に関する規定の整備（外

国地域における権利のうち一律に管理対象外と
している部分を管理対象とする）。

①著作者と音楽出版者との間で著作権契約のない
作品については、全面的に空白を解消。

②同契約のある作品については、出版権と映画録
音権（シンクロ権）に該当する部分を除いて、限
定的に空白を解消。
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管理手数料規程の変更および管理手数料実施料率を決議
2月6日の理事会で、管理手数料の規定の変更およ

び9月分配期からの管理手数料実施料率を決議した。
今回の変更は、著作物使用料の徴収・分配の構造変
化等を踏まえ、より実態に即した実施料率とするこ

とを目的とし、複数の使用料区分について見直しを
行った。実施料率には、新たに「大規模演奏会等」
の区分を設け、一定の条件を満たすコンサート等に
ついては、従来の25％から15％に引き下げた。

著作権に関するEU新指令について CISAC、JASRACが共同記者会見を開催
4月2日、CISACとJASRACは、欧州連合（EU）

の欧州議会が前年9月に可決した、著作権に関する
新たな指令（EU新指令）案を3月に正式承認したこ
とを受け、共同記者会見を開催した。

EU新指令は、動画投稿サイト等におけるサイト運

営者が、コンテンツの利用主体であることを明確化
し、著作権侵害の事前予防と事後削除の措置を取る
ことや、権利者への公平な支払いを義務付けるなど、
サイト運営者の責任を強化している。

ガディ・オロンCISAC事務局長は、著作物利用で

長期ご契約者に対する感謝制度を創設
長年にわたり社交場生演奏やカラオケの分野で

JASRACと年間の包括的利用許諾契約を締結し、適
正に契約を履行されている契約者の方々に対して感
謝状を贈呈する感謝制度を、いで会長の発案により
創設した。

長期契約者の方々が、誰もが安心して適法に生演
奏やカラオケを楽しめる場所を提供することで、音
楽の創造のサイクルの一翼を担い、音楽文化の発展

に大きな貢献をされてきたことに対し、感謝の意を
表するもの。

対象は、社交場生演奏、社交場カラオケ、カラオ
ケ施設の分野において、年間の包括的利用許諾契約
を30年以上締結し、使用料を滞りなくお支払いいた
だいている契約者の方々。感謝状（楯）を、管轄の
JASRAC支部から直接訪問して贈呈した。

TPP11署名
TPP11署名式がチリのサンティアゴで現地時間

の３月８日に開催され、TPP11協定（環太平洋パー
トナーシップに関する包括的及び先進的な協定）が
署名された。TPP11協定とは、幅広い分野で21世紀

型のルールを構築する経済連携協定のこと。参加国
は日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、
マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、
シンガポール、ベトナム。
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「創団協」による保護期間延長運動
TPP協定に採り上げられる以前、JASRACは、2006（平成18）年7月に発足した「著作権問題を考える創

作者団体協議会」（創団協／著作権に関係する16団体で構成。翌年17団体に増加）の活動にも参画していた。
創団協は同年9月22日、同協議会の総会で決議した、保護期間延長を求める共同声明を、千代田区の東海大学

校友会館で記者発表し、同日、協議会の議長を務める三田誠広日本文藝家協会副理事長らが要望書を関係省庁に
提出した。

2007（平成19）年1月25日、創団協はJASRAC本部事務所で、JASRACとの合同記者会見を開き、コン
テンツ産業に係る統計などをもとに、延長の必要性に理解を求めた。5月16日には、渋谷区のけやきホールで開
いた会見で、『デジタル・コンテンツ流通論は文化論を主軸に･･･多彩な文化芸術の継承・創造こそがデジタル・
コンテンツの発展をもたらす…』と題する提言を発表した。同24日、文京区の東京医科歯科大学で開いたシン
ポジウムでは、延長に反対する経済界に異論を唱える趣旨の講演、パネル
ディスカッションを展開した。

創団協は、保護期間延長の問題に関連する「戦時加算義務の解消」への
取り組みにも参加し、同年6月25日には、同1日にCISAC総会で採択され
た日本における戦時加算に関する決議案を尊重するよう求める「要望書」
と、戦時加算についての「声明文」を関係省庁に提出した。

著作権保護期間延長を巡る議論は、約20年にわたって展開されてきた。
この中で、創団協による記者会見、シンポジウムなどでの果敢な発言、提
言は、有識者間での論点の整理を推し進め、この問題における権利保護と
利用促進の均衡を検証する有益な手がかりを残した。

保護期間が延長した場合に、権利の所在が不明な著作物が増加するとい
う問題については、当初から創団協が積極的に対応策を提言しており、そ
の一つとして、創団協の構成メンバー等の9団体により、オーファンワーク
ス実証事業実行委員会が2016（平成28）年以降、文化庁の委託事業とし
て、裁定制度の利用円滑化に向けた、実証的な検証を行っている。

共同声明を発表

文部科学省に要望書を提出

著作権保護期間　70年への延長が叶う

長年の努力が報われた法改正
2018（平成30）年12月30日、著作権の保護期間が著作者の死後50年から70年に延長された。
日本では、1970（昭和45）年の著作権法全面改正によって、保護期間が死後50年となっていたが、1990

年代に欧米で70年までに延長される法改正が相次いだことなどを受け、1999（平成11）年7月、著作権審議
会第1小委員会で、延長に関する本格的な審議が開始された。

JASRACなど文化芸術に関わる団体で構成された文化芸術推進フォーラム（「文化芸術振興基本法推進フォー
ラム」が改称）は、2002（平成14）年発足以降、超党派・文化芸術振興議員連盟の協力を得て、延長の実現を
求める活動を進めたほか、2006（平成18）年2月には、船村会長が同連盟に要望書を提出するなど、さまざま
な活動を展開。都倉会長はNHK教育テレビの解説番組、一般紙・スポーツ紙の記事広告に出演するなどして、延
長の必要性を訴え続けた。

一方で、延長に反対する有識者がさまざまな分野に存在し、合意形成は難航していた。
ところが、この保護期間延長の問題が、経済の自由化を図るための政策項目の一つとして環太平洋パートナー

シップ協定（TPP協定）に採り上げられたことから事態が進展した。日本はこの協定を締結するために、2016
年12月、70年延長を盛り込んだ著作権法改正を含む、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の
整備に関する法律（TPP整備法）を制定。施行日を協定発効日として公布されるに至った。

翌年1月、米国がTPP協定を離脱したことにより、協定発効の要件が整わず、施行の見通しが立たなくなった
が、米国を除く11か国間で、経済の自由化促進に向けた連携が加速。2018（平成30）年3月、環太平洋パー
トナーシップに関する包括的及び先進的な協定（TPP11協定）の署名に到達し、同年6月、日本は、環太平洋
パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律（「TPP11整備法」）を
成立させた。同法はTPP整備法の施行日をTPP11協定の発効日とするものであり、12月30日、TPP11協定
が発効したため、予定されていた著作権法の改正が、同日施行された。

遠藤会長時代の1996（平成8）年6月、文化庁に意見書を提出して以来、5代にわたる会長、日本の著作者、
関係諸団体の悲願が遂に叶った。
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うち、次の三つが、日本政府に求める決議として採
択された。

①新しい私的複製補償金制度（日本における私的
録音・録画補償金制度）の構築

②美術創作者の追及権の導入
③日本映画監督協会への支援

CISAC総会
モーニング
セッション

CISAC・JASRAC合同記者会見を開催
文化庁へCISAC総会における決議書を提出

5月 31日、ホテルニューオータニで CISACと
JASRACが合同記者会見を開催。一般紙や専門誌な
ど23社26人の報道関係者らが参加した。

前日30日のCISAC総会の理事選挙で、JASRACが
最高投票数でCISACの理事団体として引き続き承
認を受けたこと、CISAC理事会において浅石理事長
がCISAC理事会の副議長として再任されたことな
どが報告された。

また、CISAC総会における決議のうち、新しい私
的複製補償金制度の構築など、日本政府に求める三
つの決議について説明した。

この後、6月25日、CISAC理事会の副議長の立場
から、浅石理事長が、日本映画監督協会（DGJ：崔
洋一理事長）、日本脚本家連盟（WGJ：鎌田敏夫理事
長）、日本美術家連盟（JAA：山本貞理事長）、日本

美術著作権協会（JASPAR：吉澤昭博理事長）の代
表とともに文化庁を訪問。CISAC総会で採択され
た、日本に関係する三つの決議書を内藤敏也審議官
に手渡し、日本政府の対応を求めた。

記者の質問に答えるジャン・ミシェル・ジャールCISAC会長

著作権信託契約約款を変更
6月26日、定時社員総会で著作権信託契約約款お

よび定款の変更を決議した。著作権信託契約約款は
その名称を「管理委託契約約款」と変更することに
なり、2001（平成13）年以来の大幅な変更となった。
変更の概要は次のとおり。

【著作権信託契約約款】
１民法の改正（平成29年法律第44号による改正）に

対応するための変更
①新民法に約款変更に関する規定が設けられるこ

とから、JASRACの約款にも新民法に基づいて
変更できる規定を新設した。

②これまで10本の規程の集合体を著作権等管理事
業法の「管理委託契約約款」として文化庁長官
に届出をしていたが、これらを整理し、全50か
条から成る「管理委託契約約款」1本にまとめ

た。これにより、著作権信託契約約款は、位置
付けおよび名称が変更された。

２信託の在り方をより合理的なものにするための
変更
①著作物資料が提出されないために分配保留と

なっている使用料のうち、保留の開始から10年
以上が経過した部分を、毎年度、全委託者に共
通する目的にかなう事業のために支出するため
の規定を整備した。ただし、この規定の運用は、
著作物資料提出促進の取り組みの拡充、著作物
資料が10年を経過した後に提出された場合でも
分配できる運用体制の整備、支出の内容を検討
する委員会における検討状況などを見て、理事
会で別途決定することとした。

②業務効率の維持や適切な情報管理の観点から、

本来創作者に還元されるべき対価がサイト運営者に
移転しているトランスファー・オブ・バリュー問題
の解決が見込めることを強調した。

ベンジャミン・グーCISACアジア太平洋地域代表
は、APMA（アジア・太平洋音楽創作者連盟）と共
同で取り組んでいるバイアウト問題（著作者が著作権
を買い取られること）の解消への好影響を期待した。

渡辺聡CISACアジア太平洋委員会委員長は、一定
の条件を満たせばサイト運営者の責任が回避される

セーフハーバー法制がサイト運営者との交渉の支障
にならないよう留意し、今回のEU新指令を参考に
創作者への報酬還元が実現するよう、アジア各国政
府に働きかけていきたいと語った。

浅石理事長は、JASRACはユーザーがリスクなく
音楽を楽しむにはどうしたらいいかという観点から
YouTubeやニコニコ動画などのサイト運営者と個
別に契約を結んでおり、Win-Winの関係にあると説
明した。

「平成」期における著作物使用料分配額TOP100を発表
4月17日、平成元年から31年までの「平成期」に、

JASRACが作詞者、作曲者、音楽出版者などの権利
者へ分配した著作物使用料の合計額上位100曲をま

とめた「著作物使用料分配額TOP100」を発表した。
CD、配信、コンサート、カラオケ、放送などあらゆ
る利用が反映されている。上位10作品は次のとおり。

順位 作品名 作詞者 作曲者 音楽出版者
1 世界に一つだけの花 槇原敬之 槇原敬之 ㈱ジャニーズ出版
2 居酒屋 阿久悠 大野克夫 ㈱テレビ朝日ミュージック
3 エヴァンゲリオンBGM ― 鷺巣詩郎 ㈱セブンシーズミュージック
4 川の流れのように 秋元康 見岳章 スカイラーク音楽出版㈱
5 残酷な天使のテーゼ 及川眠子 佐藤英敏 ㈱テレビ東京ミュージック
6 ふたりの大阪 吉岡治 市川昭介 ㈱プロデュースハウス都
7 I LOVE YOU 尾崎豊 尾崎豊 ㈱グランドマザー・ミュージックビジョン
8 酒よ 吉幾三 吉幾三 ㈲幾三音楽出版
9 乾杯 長渕剛 長渕剛 ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
10 涙そうそう 森山良子 BEGIN ㈱アミューズ

分配規程を一部変更　演奏会型ライブハウスを追加しセンサス分配へ
5月8日の理事会で、演奏使用料に係る分配規程の

一部変更と、社交場使用料および演奏会型ライブハ
ウス使用料に係る分配規程細則の制定・変更を決議
した。

分配規程の演奏使用料の類別に、演奏会型ライブ
ハウス（演奏者が日替わりで出演し、多種多様な著
作物を演奏利用するライブハウス）を追加し、社交
場使用料から独立させた。サンプリング分配からセ

ンサス分配となる。
また、サンプリング分配の標本抽出の際に、業種

区分（キャバレー、バー・スナック、宴会場など）
で偏りが生じないよう、契約月額に基づく標本抽出
から、業種区分ごとの契約件数に基づく標本抽出に
変更したうえで、当該標本に係る施設の月額使用料
を格差点数とするように分配規程細則を変更した。

CISAC総会が東京で35年ぶりに開催　安倍総理が出席し挨拶
5月30日、CISAC総会が千代田区のホテルニュー

オータニで開催され、102の著作権管理団体から約
250人が出席した。この総会はJASRACが創立80周
年を記念して招致したもので、東京での開催は35年
ぶり。

総会の冒頭では、安倍晋三内閣総理大臣が出席し
た。安倍総理はCISACを「我が国にとっての懸案で

ある戦時加算に関し現実的な問題解消に向けてご協
力いただいている」と評価し、世界各国の著作権管
理団体のネットワークとして、国際的な著作権保護
の向上と諸課題の解消に大きな役割を果たしている
ことに敬意を表した。

総会では、CISACとして優先的な取り組みが必要
とされる諸問題について議論し、決議された。この
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情報の提供に関する規定を整備した。
３規定の完成度を高めるための変更

①「管理の留保又は制限」等に関する規定につい
て、新規の適用事例がなくなった規定を削除す
るなどして規定を整理した。

②用語の整理などを行った。
【定款】

著作権信託契約約款の名称変更に伴い、用語を変
更した。

改元
皇太子さまが新天皇として即位された5月1日0時から、元号が「平成」から「令和」に改められた。

著作権管理と技術の活用

蓄音機、レコード、エレキギター、マルチトラック、CD、MP3、iTunes Music Store、初音ミク、
YouTube、ストリーミングなど、技術の進展に伴い、音楽の制作方法、流通経路はその様相を変えてきた。
音楽と技術との関わりは深く、現在も音楽を取り巻く環境は進化し続けている。

一方、技術の進展は著作権侵害の歴史でもある。特に、デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い著作権
者は違法配信等による大規模な被害を受けており、著作権者は技術を活用してそれらに対処してきた。

近年、著作権管理の正確性の向上および効率化のために著作権管理団体等が積極的に技術を活用する事例
が多く見られ、著作権管理の分野においては、技術が果たす役割は違法対策のためだけではなくなっている。

JASRACは、デジタル・ネットワーク環境の黎明期に、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、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、EDI化を進めるなど、積極的に技術を用いた著作権管理を行っ
てきた。

創立80周年記念事業においては、「技術の進歩」にスポットを当てた国際シンポジウムを主催した。シン
ポジウムにおいては、ジャン・ミシェル・ジャールCISAC会長がVR（バーチャル・リアリティ、仮想現実）、
AI（人工知能）などの技術と創作者との関係の在り方について講演を行い、その後のパネルディスカッショ
ンにおいて、SOCAN、ASCAP、CISAC、JASRACのCEO等により、著作権管理団体の著作権管理におけ
るブロックチェーン※の活用などに関する議論が行われた。

さまざまな著作権管理団体がブロックチェーンを活用した実証実験を行っているが、2017（平成29）年
にASCAP、SACEM、PRSが行ったものが大きく報道された。この実証実験は、ISWC（国際標準音楽作品
コード）とISRC（国際標準レコーディングコード）をリンクさせ、権利者を正確に把握し、競合状態を解
消させようという取り組みであった。

JASRACも昨年10、11月にブロックチェーンを使った実証実験を行っており、今後も導入に向け実証実
験を行う予定である。

※改ざんが困難な共有型のデータベースを実現する技術。仮想通貨の分野のみならず、さまざまな分野において活用されている。
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