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く登場しない番組」はあるだろうか。歌番組
以外でも，オープニングやエンディングのテー
マ曲，BGM，そして，番組のコーナーの変わ
り目のごく短い「ブリッジ」などなど，放送には
音楽が溢れ返っている。NHKの放送での年間
使用楽曲数は実に100万を超える。その一曲
一曲に，作詞・作曲家すなわち著作者がいる。
誰の，何という題名の楽曲を，何回使ったか
の情報をすべて揃えて権利処理しなければ，
放送も，その後の展開もできない。

2017年10月1日，この，音楽の権利処理（著
作権処理）の世界において，ひとつのエポック 
があった。NHKが，BS放送で使用する楽曲の 
情報を，「フィンガープリント技術」（以下「FP」）
によって検知する運用を本格的に開始し，これ
によって，国内向けテレビ・ラジオ7波すべての
全国放送で，自動検知の仕組みが整ったのだ。

フィンガープリントの直訳は「指紋」。楽曲ご
との特徴をデジタル化した「電子指紋」と，放

─1.─はじめに

放送番組のインターネット配信が活発に展開
する中，「著作権」への関心が高まっている。
現在，放送界を賑わす同時配信の議論でも「権
利処理の課題」は主要なキーワードだ。

著作物が頻繁に登場する放送番組は「権利
のかたまり」とも言われ，多数の著作権者に支
えられて成立している。放送だけにとどまらず，
展開すればするほど，著作権者たちから許諾
を得て，支払いを行う権利処理の作業は増え
ることになる。
「思想又は感情を創作的に表現したものであ

つて，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属
するもの」1）

これが著作権法で定義する著作物である。
これらのうち放送での使用頻度が最も高い

著作物のジャンルは，音楽である。
放送番組を視聴してほしい。「音楽がまった
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送中の音楽を照合させることで，楽曲情報を自
動でリストアップする技術である。

楽曲情報は，JASRACなどの音楽著作権の
管理事業者に対して報告をする義務があるが，
従来，それは「手作業」で行われていた。こ
のたび，NHKが「自動化」を主とする体制を
整えたことで，報告にかかる労力の大幅な軽
減が期待されている。

これは単に，技術の進歩で合理化が進んだ
というだけの話ではない。FP導入は，今世紀
初頭から，放送と音楽の関係をめぐり侃

かんかんがくがく

々諤々
の論議を巻き起こし，旧来の著作権管理の仕
組みが大きな変更を迫られた文脈の中にある。
それは，通信技術の急速な発達で放送をめぐ
る環境が揺れ動く潮流とも軌を一にする。それ
らの動向は，著作権法が目指す「著作者等の
権利の保護」と「文化の発展」2）のバランスを
いかに保つか，という問いを改めて見つめ直さ
せるものである。

今回の調査研究では，総務省・文化庁等の
著作権関連の報告書や議事録，JASRACな
どに関連する資料，放送局担当者への取材を
通し，FP導入の背景となる，放送・音楽業界
が変化を迫られた近年の動向を振り返る。さ
らに，NHKで著作権実務を担当し，FP導入
にも関わった筆者二人の経験も踏まえ，今後の
放送コンテンツの展開に向けた展望と課題を，
以下本論で述べていく。

─2.─音楽著作権と
─────「包括契約」「使用曲目報告」

FP導入を説き起こす前に，まず音楽（楽曲）
の著作権，そして放送で楽曲を使用する際の
許諾と支払いの流れを押さえておく（図1）。

楽曲は，誰かが作詞や作曲をするから生ま
れる。詞や曲は著作物，創った人は著作者で
あり著作権を有する。その楽曲を放送で（もち
ろん演奏，配信などでも）使用するためには，
一義的には作詞あるいは作曲した人（以下「作
詞作曲者」）に事前に許諾を得て，通常は使用
料を支払う。しかし，日々の番組で大量に音
楽が使われる中，そのつど連絡を取り合うの
は，放送局にとっても売れっ子の作詞作曲者
にとっても実に煩雑だ。

そこで，JASRAC，NexToneなどの著作権
等管理事業者の出番となる3）。

作詞作曲者，または彼らから著作権の譲渡
を受けた音楽出版社などの権利者は，著作
権の管理を音楽の著作権等管理事業者（以下

「管理事業者」）に任せる。これにより，管理
事業者は，放送局等の使用者に対し権利者に
成り代わって利用許諾を出し，著作権使用料
を受け取る。そこから手数料を引いたうえで，
作詞作曲者たちに分配する業務を担っている。
こうして，作詞作曲者たちは煩雑な事務手続き
から解放され，報酬を受け取り，創作に集中
できる環境が得られる。

図 1　音楽著作権管理と報告・支払の流れ
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さて，管理事業者は膨大な楽曲数の使用料
を放送局から徴収するが，一曲ごとにやり取りす
るのは現実的ではない。そこで，NHK，民放
各社それぞれとの間で「包括契約（ブランケット
契約）」を結ぶことになる。これは，放送局が
年間での放送事業収入の1.5％を基準とする額 4）

を包括使用料として支払う代わりに，放送では
管理事業者が管理する楽曲すべてを契約の範
囲で自由に使用できる，という双方の実務にとっ
て効率的な契約である。

管理事業者は，この契約で徴収した総額か
ら，作詞作曲者に正しく分配するために「誰の，
何の曲を，どのような使い方で，何秒間，何
回使用したか」を把握する必要がある。そのた
め，放送局は番組ごとに使用楽曲をリストアッ
プした「音楽使用曲目報告書」（表1）をまとめ
て，管理事業者に送っている。

この「音楽使用曲目報告書」は，記載を要す
る項目が実に多い。

正確な楽曲名，作詞作曲者名の記載は必
須。楽曲名が同じ，あるいは作詞作曲者名が
同姓同名ということもよくあり，8 ～ 9桁の数字
からなる楽曲の背番号「作品コード」も識別す
るための重要な要素だ。

さらに，「使用秒数」の記載も必須だ。長時
間使う楽曲は，当然，分配される使用料が高
く，ごく数秒なら安くなる。また，「使用形態」
も報告している。例えば音楽番組で楽曲を最
後までじっくり「鑑賞」させる場合と，BGMの
ような「背景音」として流す場合では分配額が
異なり，鑑賞のほうが高い。いわば番組に対
するその楽曲の「貢献度」が，料金に反映され
ている。

放送局の制作現場にとって，こうした細か
な報告を番組制作のたびに人の手で行うのは，
当然のこととはいえ，負担感が大きく報告漏れ
や入力ミスも起こり得るものだった。

NHKでは，2009年10月にラジオ第1の一
部で初めてFPを導入して以降，FM，ラジオ
第2，テレビ地上波と段階的に運用する波を増
やし，このたびのBSでの本格運用にこぎ着け
た。FPによる使用楽曲の自動検知の導入は，
放送局にとって，効率化とともに，報告の正確
性向上につながる大きなエポックであろう。

─3.─フィンガープリント技術（FP）とは

では，FPがどのような仕組みによって放送
で流れる楽曲を検知するかを見てみよう。

世界的に開発が進んでいるFPは，国内で
も技術を保有する複数の企業が競合している。
その中から，NHKが利用するFPの開発・運
営会社のシステムを例に紹介する（図2）。

前述したが，FPの直訳は「指紋」である。

表 1　音楽使用曲目報告書（主な記載事項）

番組名・タイトル ◯◯◯◯

放送域 全国放送 or ブロック放送

本放送 /
再放送の日時

◯◯◯◯年◯◯月◯◯日
◯◯ : ◯◯～◯◯ : ◯◯

音源の種類 「市販 CD」「委嘱曲」「生使用」等
から選択

使用形態 「鑑賞」「テーマ」「BGM」から選択

楽曲名 ◇◇◇◇◇

作詞者 / 訳詞者 ◯◯◯◯◯

作曲者 / 編曲者 □□□□□

演奏者 / 歌唱者 △△△△△
使用秒数 ◯◯分◯◯秒

放送用管理団体 JASRAC or NexTone

作品コード 8 桁または 9 桁の数列

レコード会社 /
レコード番号 会社名とCD等に記載された番号

（NHKの書式をもとに再構成）
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音源のデジタルデータから楽曲の特徴的な部
分をとらえて数値化し，視覚的な波形を表す，
いわば「電子指紋」すなわちフィンガープリント
を抽出し，専用データベースに登録する。楽曲
は似通った旋律のものも数多いが，一人ひとり
の指紋が異なるように，音源ごとに違う「電子
指紋」が抽出できる。

このシステムに放送番組の音声部分を感知さ
せ，すでに登録済みの楽曲が流れたら，楽曲
情報が即座に記録される仕組みとなっている。

肝心な点として，FPは，事前に音源をデー
タベースに登録しなければ意味をなさないこと
を強調したい。このため，この会社では専門
のプロジェクトチームを設け，市販されている
CD音源の収集を行っている。

放送番組で使われる可能性の高い映画やド
ラマのサントラ盤などをリストアップして独自収
集する一方で，彼らが着目したのは，レコード
会社が小売店に配付する販促用のサンプル盤
CDである。日本レコード協会にも働きかけ，
各店舗に配付されたサンプル盤を大量に保存
している事業者を訪ねてCDの提供を受け，
データベースを充実させていった。

しかし，放送で使用される音源は市販CD
だけに限らない。例えば番組のテーマ曲（オー
プニングやエンディングなど）は，番組制作者
が，作曲家たちに独自に依頼し，その番組の
イメージに合うオリジナル楽曲を制作すること
が多い。いわゆる「委嘱曲」である。

これら委嘱曲は市販されないケースもあり，
その場合，一般の店舗などからは音源の入手
はできない。委嘱曲であっても著作権は作詞
作曲者（その信託・委託を受けた管理事業者）
に帰属することがほとんどのため，音楽使用曲
目報告書に記載する対象になる。しかも，委

嘱曲は当然ながら放送での使用頻度，すなわ
ち貢献度が高い。分配金の額も大きくなる。

このため，NHKでは著作権担当部署が中
心となり，自局で放送する番組の委嘱曲音源
の収集を行った。番組制作現場や音響効果担
当者に呼びかけ，4年余りで約5万曲が集まっ
た。また，放送局などを相手に効果音やBGM
として汎用性の高い楽曲を提供する「ライブラ
リ音源」の事業者にも協力を依頼し，それら
の音源も収集した。

こうして，約500万曲の音源の「電子指紋」
が生まれた。その音源が，いま放送している
番組で流れたならば，ほとんどすべてを検知
し，音楽使用曲目報告書に記載すべき事項を
自動作成できる仕組みが整ったのである。

図 2　FP の仕組みと報告の流れ
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─4.─FP 導入を促した背景

  4-1　JASRAC 一強の20世紀
〜「サンプリング報告」の時代〜

「はじめに」で触れたように，21世紀以降の
放送・通信融合のうねりの中での，国内の音
楽著作権の世界，そして放送界を取り巻く状
況の大きな変化が，FP導入を強く推し進めた
要因である。この章ではその経緯を，日本に
おける音楽著作権の歴史からひもとく（表2）。

20世紀中の音楽著作権管理ビジネスは，
1939（昭和14）年施行の仲介業務法のもとで
行われ，JASRAC（設立当時は「大日本音楽
著作権協会」）が音楽著作権を管理する日本で
唯一の機関として認められていた。

当初，放送での使用楽曲の報告は，だい

ぶ「ゆとり」があった。報告が必要だったのは，
放送中に歌唱や演奏を披露する「生使用」の
場合のみ。レコード盤については，「出所の明
示」すなわち何の曲かを放送の中で明らかにす
れば，許諾も支払いも必要なく自由に使用でき
たのだ。

この状況を大きく変えたのが，1971（昭和
46）年の現行著作権法の施行である。国際的
な基準 5）に倣った現行著作権法のもとでは，レ
コード（やがてCD）使用の場合でも，作詞作
曲者への許諾と支払いが必要になった。

JASRACと放送局は，紆余曲折の交渉を経
て，1978（昭和53）年から包括的に使用料を
徴収するブランケット方式を契約に取り入れた。
膨大なレコードの楽曲情報をどう報告するかと
いう課題に初めて直面したわけだが，当面の
策として「サンプリング報告」で対応することに
した。

サンプリング報告とは，年間のうち一定期間
（NHKの例では3か月ごとに1か月間）の放送
で使用した楽曲のみを，放送局からJASRAC
に報告する方法である。JASRACでは，報告
されたサンプルを利用して統計学の手法に基
づいて金額を算出し，作詞作曲者に使用料と
して分配していた。

当時の関係者の記録からは，作詞作曲者
の権利を守るために，全曲報告を急ぐべきだ，
という意志はあまり伝わってこない。包括契
約の条件を詰める交渉の中では，民放連が
JASRACに「使用曲目報告は必要な限度で行
う」と提案したり，文化庁も「曲目報告につい
ては従来通り」との案を示す記述がしばしば見
られる 6）。とにかく大量に音楽を使う放送で，
全曲を書き出し提出するなど，理想論であって
も現実的ではなかったようだ。

表 2　放送と音楽著作権管理　略年表

1939年 仲介業務法　施行
JASRAC 発足

1971年 現行 著作権法　施行

2001年 著作権等管理事業法　施行
イーライセンス，JRC 等が登録・参入

2002年 権利クリアランス実証実験（～ 2004 年）

2006年 JASRAC，全曲報告への優遇策を示す

2009年 2月
10月

公取委，JASRAC に「排除措置命令」
NHK，ラジオ第 1 の一部で FP 運用開始

2015年 4月
9月

最高裁判決　
イーライセンス側の訴え認められる
放送使用料の新ルール決定

2016年 9月 JASRAC，公取委への審判請求取り下げ

2017年 10月 NHK，全 7 波での FP 本格運用開始
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JASRACは，放送での使用のみならず，楽
曲の演奏や録音，貸与，そして1990年代末か
ら普及し始めたインターネット配信も含めて，あ
らゆる使用についての権利を作詞作曲者に代
わって行使できる当時唯一の機関。これはつ
まり，たとえ作詞作曲者本人であっても，楽曲
を演奏や配信したい場合には，JASRACの決
めたルールに従うか，JASRACとの契約を取り
やめて自身で著作権管理をする以外に選択肢
はなかったことを示している。

  4-2　インターネット時代の到来と
          「権利意識」の高まり

〜「全曲報告」への加速〜

20世紀の音楽著作権のこうした状況に異議
を唱えた一人が，坂本龍一である。1998年3
月4日，彼は朝日新聞紙上で次のように訴えた。

「このままでは，インターネットのような新
しいメディアを通じて作品提供を行う場合で
も，自由な流通単位の設定や作品自体の価値
に見合った自由な価格設定は困難である。さ
らには，今後の技術進歩に伴い様々な新し
いサービスが生み出された場合にも，その実
用化が困難になると予測される。このように，
JASRACによる独占的な集中管理体制は，音
楽産業の発展を阻害する状況となっているの
である。」

折しも国を挙げての規制緩和の機運は，こ
の世界にも容赦なく及んだ。

長らく管理団体を認可制としてきた仲介業務
法に代わり，2001年，著作権等管理事業法が
施行された。これによって放送と音楽著作権
を取り巻く様相は一変する。一定の要件を備え

れば，文化庁に登録することでJASRACと同
等に著作権の管理や利用許諾契約等を行える
ようになったのだ。

施行後，イーライセンス，ジャパン・ライ
ツ・クリアランス（JRC）等の団体が登録し，
JASRACのみが音楽著作権管理事業を行って
いた時代に終止符が打たれた。

イーライセンスは，2006年に大手音楽出版
社を傘下に持つエイベックス・グループと管理
委託契約を結び話題を呼んだ。また，JRCは，
インターネット配信の管理でより柔軟な運用を
行うことを打ち出し，差別化を図った。坂本
龍一や，Mr.Childrenなどが自らの楽曲管理を
JRCに委ねた。

これにより，「放送の権利はJASRAC（また
はイーライセンス）だが，配信の権利はJRCに
管理させる」という作詞作曲者も現れるように
なった。

この事態は放送局を戸惑わせた。これまで
は，JASRACのみとの包括契約によって，曲
数・回数無制限で放送に使用し，かつ，当時
スタートしたばかりのNHKオンライン等の配信
もできた。しかしここに来て，「この番組で使う
この曲は，JASRAC管理か否か」を確認する
必要が出てきたのだ。当初の新規事業者の管
理楽曲数はごく僅かだが，権利者への対価は，
当然支払わねばならない。

インターネット時代の到来とともに高まった
著作権者の権利意識と，管理事業者の複数化
によって，放送使用楽曲のより正確な報告の必
要性が増した。JASRACは，放送局に対する
使用楽曲の「全曲報告」の要求を加速させてい
く。2006（平成18）年には，全曲報告を実施
した放送局に対して使用料の減額措置を講じ
ることを決め，各局に呼びかけ奨励に努めた。
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こうした中で，国もFP導入を促す役割を果
たす。2003年には時の小泉内閣のもとに知的
財産戦略本部が設置された。当然，放送番組
などの映像コンテンツがブロードバンドで流通
することへの期待は高く，翌年6月に発表され
た「e-Japan重点計画－2004」の中には，「放
送コンテンツを権利者と利用者の間で安全・確
実に取引する市場形成を図る」ため，「民間に
おける権利処理ルールの確立を支援する」と明
記された。

総務省の座組みのもと，2002年から放送局
などが参加して「著作権クリアランスの仕組み
の開発・実証」（権利クリアランス実証実験）を
進め，2005年に報告書をまとめた。そこでは，
放送番組の権利に関する情報をデータベースで
一元管理するための研究とともに，大量の音
楽の権利処理をどう効率的に行うかが議論さ
れた。その有力な手段として注目を集めたの
が FPであった。

実証実験では，各放送局がジャンルの異なる
（ドラマ，ドキュメンタリー，バラエティーなど，
楽曲の使われ方が異なる）番組を提供し，それ
ぞれの検知率を測定した。3年にわたる検討
の末，放送番組の「背景音楽認識に有効であ
る」と結論づけられた 7）。

放送コンテンツが配信等で二次展開する際
の難問である楽曲の権利処理の課題に光明が
さしたとして，このあと，音楽に関係する権利
者団体と放送局との間で，FP実用性の検証が
さらに進められていった。

  4-3　公取委の排除措置命令から
          新ルール誕生へ

〜「FP 報告」の本格化〜

そこに，FP導入を急がせるさらなる問題が

巻き起こる。2009年2月，公正取引委員会（以
下「公取委」）がJASRACに対し，「排除措置
命令」を出したのだ。

公取委は，JASRACが放送局から使用料
を包括徴収する方法は，他の管理事業者の放
送市場への参入を阻害し，独占禁止法に違反
していると指摘。そのうえで，放送で使用した
楽曲の総数に占めるJASRAC管理楽曲の割合
を反映するよう求めた。

新規事業者の参入後も，JASRACは従来
通り，放送局から放送事業収入の1.5％を基準
とした使用料の包括徴収を続けていた。放送
で使用される楽曲の総数は毎年ほぼ一定の中，
新規事業者の管理楽曲が使われれば，相対的
にJASRAC管理楽曲の使用は減るはずであ
る。しかし，JASRACが包括徴収する使用料
には，事業者ごとの管理楽曲の利用割合が反
映されておらず，全額 JASRACに納められる。
そのため，放送局は新規事業者の楽曲を使用
した場合，一曲ごとに別途使用料が必要になっ
ていた。この状態を，公取委は「他の著作権
管理事業者の放送市場への参入を阻害」と指
摘した。実際，イーライセンスは，放送局が追
加負担を理由に管理楽曲の利用を回避し，そ
のことが委託していた大手レコード会社との契
約解除につながったと主張した 8）。

JASRACは公取委に対し，命令の取消しを
求める審判請求を申し立て，さらにはイーライ
センスも参加しての法廷闘争に発展した。しか
し，2015 年 4月，最高裁は判決でJASRAC
の包括徴収方式が「他の管理事業者の本件市
場への参入を著しく困難にするなどの効果を
有する」と結論づけ，以下のように事実認定し
た 9）。
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（1） （圧倒的なシェアを持つ）JASRAC との間
で包括許諾による利用許諾契約を締結し
ないことは，放送事業者にとっておよそ想
定し難い状況である。

（2） 放送使用料の算定に JASRAC 管理楽曲
の利用割合が反映されない包括徴収方式
を採ることによって，放送事業者は，使
用料総額の増加を回避するため，他の管
理事業者の管理楽曲の利用を抑制する。

（3） 抑制の範囲がほとんどすべての放送事業
者に及び，その継続期間も相当の長期間
にわたる。

JASRACが放送局とともに長年かけて積み
上げてきた包括契約による仕組みは，司法の
最高機関によって見直しを迫られたのだ。

新規事業者の管理楽曲も含めて適正な使用
料の分配を行うために，正確で漏れがない全
曲報告はいよいよ待ったなしの状況になった。
従来通りの「手作業」をさらに徹底させる，と
いうのももちろん選択肢として正しいが，番組
制作と実務の人員などを考えると現実的には極
めて困難だった。

この解決策として，FPが一気に浮上する。
導入のコストは高くつくものの，体制を大きく変
えず，なおかつ正確性と公平性を向上させるこ
とへの期待が勝ったと言えよう。手入力作業を
継続する道を選んだ放送局もあったが，NHK
や在京キー局の多くはFPの本格導入へと舵を
切った。

こうした中，2015年2月，文化庁立ち会い
のもと，JASRAC， イーライセンス，JRC，
NHK，民放連の5者による放送での管理楽曲
の利用割合の算出方法についての協議が始ま
り，9月には合意に至った。

新たなルールでの利用割合は，事業者3団
体 10）の楽曲が使われた総放送利用時間（秒単
位）を分母とし，各事業者の管理楽曲の利用
時間を分子として算出されることとなり，2015
年度以降の使用料分からの採用が決まった

（図3）。このため，放送局は全楽曲の使用報
告データを各管理事業者に提供し，各事業者
はその中から自らの管理楽曲を特定して放送
局へ通知するという流れを作った。

この新ルールが決まったことで，公取委が示
した条件をクリアしたとして，JASRACは2016
年9月，排除措置命令取消しを求めた審判請
求を取り下げた。

図 3　楽曲使用料　新旧ルール

放送事業収入1.5％

JASRAC

放送事業収入1.5％

JASRAC

他の事業者
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放送局
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─5.─コンテンツ展開に向けた
─────展望と課題

放送番組のインターネット配信が加速する時
代。

著作権者の権利意識の高まりは，かつて現
実的ではないと思われていた「全曲報告」を放
送局に課すことにつながった。そして，その膨
大な報告を可能にしたのが FPである。

FPの導入が放送局の制作や実務の現場の
負担を軽減させるのは間違いなく，業務効率
化が進むことで，番組制作に専念する環境が
整い，より良いコンテンツが生まれる可能性が
高まる。

また，音楽に限らないことだが，著作者・
著作権者の側に立てば，公平で適切な報酬が
分配される仕組みが進んだことは，著作権の
本来あるべき姿を実現するうえで大きい。

とはいえ，FPですべてのことが解決したと
は，もちろん言えない。日進月歩で技術開発
が進んでいるが，現状でも課題はなおある。

ふと思い出した懐かしい番組がある。
『クイズ・ドレミファドン！』
1976年からフジテレビで放送され，筆者も子

どもの頃に家族とともによく観ていた。楽曲の
イントロを流し，その曲名を回答者が早押しで
当てるコーナー「イントロクイズ」は特に人気が
あった 11）。

もし，FPがこの番組の放送開始の頃にタイ
ムスリップし回答者として出演したら，きっと
毎回全問正解だろう，などとぼんやり考えてい
たのだが，すぐにそれは無理だと気がついた。

FPは，もしかすると，1問も答えられないか
もしれない。

最初の1音しか流れず，最も難しい「超ウルト
ラドン！」は，まず無理だ。現在のFPの技術
でもごく短い曲は識別しにくく，NHKはFP本
格運用開始以降も「5 秒以下」の使用などは手
入力での報告を継続している。

どんなに長く曲を聴かせてもダメかもしれな
い。70年代の楽曲は，まだ登録されていない
音源が多い。すでに廃盤のもの，音源が見当
たらないものは登録したくともできない。だか
ら検知できない。登録されていて初めて機能
するのが FPだ。

アーカイブは放送局が保有する映像資産で
ある。これらは，インターネット配信など，多
様な活用・展開が期待される。大河ドラマや
数々のドキュメンタリー，バラエティーなど，
NHKには大量の「昭和の名作」が静かに眠っ
ている。しかし，その中で聴こえる多くの楽曲
の権利処理ができなければ，展開は極めて困
難だ。廃盤の収集と電子指紋の登録，さらに
は題名や作詞作曲者名，作品コードなどメタ
データの整備をするために，新たな予算と地道
な作業の継続が求められる。

また，アーカイブ活用にあたっての権利処
理の壁は楽曲だけではない。文芸・美術・出
演者など，ほかにも権利者が多数関係するが，
その権利者が誰なのか，連絡手段はあるのか，
不明なことが多 あ々る。

「不明権利者問題」は，いまコンテンツ展開
の促進を図るうえでの悩ましい課題である。こ
こ数年，文化庁の文化審議会ではこの問題解
決のため，「裁定制度」の見直しや，「拡大集
中許諾制度」の導入についての検討が続いて 
いる。

裁定制度は，権利者が見つからない場合に，
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文化庁に届け出て，所定の費用負担と手続き
を踏むことで使用が許される，著作権法に定
められた措置である。かつては2か月以上もか
かった手続きは徐々に簡便化されている。

また，拡大集中許諾制度は，不明権利者を
含むあらゆる権利者について，あらかじめ使用
の許諾を出す新たな団体（拡大集中許諾団体）
を設けるものだ。もし，使用後に不明権利者
が名乗り出た場合は，補償金を支払うなどして
対応するといった案があり，海外の事例も参考
に検討されている。待望する声は多いが，制
度設計に課題も多く，いまのところ実現のめど
は立っていない。

さらに，いままさに議論されているが，放送
番組を同時配信する際の権利処理の扱いなど，
課題はほかにもある。

筆者二人は著作権実務に携わる中で，音楽
をはじめ権利者団体との話し合いの場にいた。
権利者と使用者，互いの立場は異なり，議論
の着地点になかなかたどり着けないこともあっ
た。本稿で述べてきた音楽著作権管理事業者
と放送局のFP導入までの経緯を見ても，長い
歳月をかけて繰り返し協議を重ねた末に，ルー
ルを構築してきた様子がわかる。「権利の保護」
と「文化の発展」の双方をできるだけ満たす仕
組み作りへの議論を諦めずに続けることの意義
を，改めて感じる。

進歩する技術やシステムを活用しつつ，より
良い形でコンテンツが流通するための合意形成
がなされることを希望してやまない。

（おおたか たかし/よしざわ ちわこ）

注：
 1） 著作権法第 2 条（傍線筆者）
 2） 著作権法第 1 条
 3） JASRAC は，一般社団法人 日本音楽著作権協

会の通称。前身である大日本音楽著作権協会
は 1939（昭和 14）年に設立された。株式会社
NexTone（ネクストーン）については，10）参
照のこと。なお，JASRAC や NexTone は楽曲

（作詞・作曲）の著作権を管理している事業者で
あり，CD などの「音源」の管理団体（日本レ 
コード協会など）と混同してはいけない。音源
は「著作隣接権」という，楽曲の著作権とは別
の権利がはたらく。

 4） この基準の額に各種控除が加わる。
 5） 「文学的及び美術的著作物の保護に関するベル

ヌ条約」の幾度かの改正や，1961 年に採択され
た「実演家，レコード製作者及び放送機関の保
護に関する国際条約（ローマ条約）」などへの対
応が必要となっていた。

 6） 『社団法人 日本音楽著作権協会 50 年史』ほか
 7） 平成 16 年度「放送コンテンツのネットワーク

流通促進に向けた権利クリアランスの実証実験
に関する調査」報告書

 8） 「公正取引情報」第 2249 号
 9） 平成26年（行ヒ）第75号　審決取消等請求事件
 10） イーライセンスと JRC は 2016（平成 28）年 2

月に経営統合し NexTone が設立された。現在，
新ルールでの利用割合の算出は JASRAC と
NexTone の 2 団体を対象としている。

 11） 『クイズ・ドレミファドン！』のレギュラー放送
は 1976（昭和 51）～ 1988（昭和 63）年。初代司
会は高島忠夫。なお，本文中の「超ウルトラド
ン！」とは出題の時の司会者のかけ声であり，
正式なコーナー名は「超ウルトライントロクイ
ズ」である。現在も特集枠で放送されている。


