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第一章 はじめに 
(１) 背景 
現在、どの業界でも電子化が当たり前となっている。音楽業界についても音楽配信の普

及などで同じことが言える。現在、音楽業界は CD の売り上げはどんどん下降していて衰
退している。その一方で違法配信や違法コピーなどが問題となっており、個人で楽しむこ

とすら違法行為となってしまう可能性が出てきた。 
将来、音楽というものは CDのような形のあるものではなくなってしまうのか、eビジネ
ス化により今後どのように影響を与えていくのか、またどのような可能性を秘めているの

か研究することとした。 
 
第二章 音楽業界の現状 
(１) 主な現状   
ここでは、CD売り上げの低下や新しい音楽ビジネスの登場による音楽業界の衰退につい
て述べる 
音楽業界は、ここ数年大きく業績を落としている。音楽産業の中心を占めるのはレコー

ド業界で、ＣＤ・レコードの 2005 年度の売上額は３億 995万枚と前年比で 99％となり、
７年連続で対前年割れを記録している（日本レコード協会調べ）。100 万枚以上を売り上げ
るミリオンセラーシングルが、2004年度は１作、2005年度も修二と彰の「青春アミーゴ」
の１作だけという状況。2006年は KAT-TUNの「Real Face」の１作のみ 100万枚以上売
り上げている。大きな要因は、手軽にＣＤをコピーできるようになったことである。 
音楽ＣＤから CD-R へコピーする枚数は年間で約 2 億 3,600 万枚という数字も出ている
（2005年度。日本レコード協会調べ）。 
ただ、暗い話題ばかりではなく、2006年に入りＣＤの売り上げの低下傾向に歯止めがか
かっている。１～６月の上半期の売上額は、前年同期比で 104％となっており、売上枚数で
も 104％を記録している。中でも「マキシシングル」と呼ばれる 12cmＣＤシングルの邦楽
の売上枚数が、前年同期比で 113％を達成している。ＣＤの売上額は値段の高いアルバムの
動向に左右されるが、シングルが売れることによってそのアーティストのアルバムにも好

影響がおよぶため、安価なシングルの売り上げも見逃せない。 
2005 年８月にアップルコンピュータが日本国内で提供を開始した音楽配信サービス
「iTunesMusicStore」や携帯電話向けの音楽配信サービス「着うたフル」といった音楽配
信のビジネスは、2005年度には 342億円を売り上げ、ＣＤの年間売上額である 3,672億円
の１割弱にまで迫っている。さらに、2006 年１～３月の売上額は、対前年同期で 183％を
記録しており、急速に売り上げを伸ばしている。 
 これらの音楽配信は、著作権料がレコード会社などに入ってくるため、音楽関連会社は



 3

今後ますますこの分野に力を注ぐことになりそうだ。 
 

(２) 違法配信、コピー拡大  
ここでは、違法配信がどの程度拡大しているかについて述べる。 
音楽産業では、パソコンと携帯電話を合わせたネット配信の市場規模は 2006年で 500億

円程度である。一方で携帯の違法配信サイト（著作権者等の許諾を得ずに着うたを提供す

るサイト）の市場規模は 300 億円程度に達していると推定される。つまりこれは、正規市
場の６割もの規模の違法市場が存在しているということになる。 
違法と分かっていながら商業用 CD から音楽をデジタル化し、インターネットで配布・
交換する確信犯が増えている。 
ナップスター・ユーザー(後述)に限らず、実際は個人がどこからか目的のファイルを見つけ
てダウンロードするといったパーソナルな利用方法のため、違法性が分かっていても自分

のパソコンにコレクションしてしまうのだ。 
インターネットが広まり始めた当初、このメディアは一般ユーザー同士が無償で情報を

分かち合う自由なスペースとして紹介されていった。完全な検問は不可能で、匿名性も高

い。 
だから、違法性がある行為も取り締まりきれない。その原点があるためか、ネットユー

ザーはいまだ「インターネットはタダのメディア」という意識が強いようだ。 
しかし、事情は変わってきた。違法にソフトをコピーした素人業者は逮捕され、不正アク

セスを試みた者もアクセスログを解析されて特定され、逮捕される。匿名性の高さは薄れ、

違法な行為に関する取り締まりも強化されたはずであった。 
しかし、たとえばすべての違法者に対して罪を立件したり警告メールを発して回ること

が可能かといえば、NOである。そのため、違法MP3ファイルは今もってインターネット
に大量に流通しているのだ。 
また、問題になったナップスターに代わり、さらに利便性を追求したソフトも登場して

いる。今度はそのソフトの違法性を追求しなければならない。 
こうしたソフトを利用したファイル交換の場合、ソフトの利用方法を別解釈で応用して

いるため、ソフト開発側を告発することも難しい。電子透かしでのマーキングを CD の段
階から行い、違法流出すれば即座に探知する。そのようなシステムしか現段階では対処で

きないのだ。 
 
第三章 新しい音楽流通の形 
（１）主な音楽利用サービス 
ここでは、カスタマイズ CD などの新しいパッケージの形や、SNS や携帯電話などによ

る新しい音楽の楽しみ方について述べる。 
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「カスタマイズ CD」 
コロンビアミュージックエンタテイメントが開始したサービス。 
ユーザーが店舗に設置してあるオーダー端末のタッチパネルで操作し、購入楽曲・CDデザ
インを選択し、店舗に設置された CD バーニング(有料音楽配信サイトからダウンロードし
た楽曲を回数制限付きで音楽 CD に書き込めること)機器でデジタル配信された楽曲を
CD-Rに好きな順序でバーニングすることができる。 
一曲 200円。アルバムの場合は 10曲以上は全て 2000円 10曲未満は曲数×200円。 

このサービスにより旧譜楽曲の販売チャンスを増やすことで新規音楽市場開拓を狙う。 
 
｢オーダーメイドファクトリー｣ 
ソニー・ミュージックダイレクトが開始した廃盤復刻サービス。 
ネットで一定のリクエストと予約が集まれば、過去の音楽アルバムやライブ映像を CDや

DVDとして復刻する。 
当時のアナログ音源をデジタルリマスタリングして収録しジャケット写真も当時のもの

にする。アルバム CDは 3150円、DVD4505円。 
新譜のように多くの枚数が売れるわけではないが確実に購入意欲のあるファンを取り込

み眠っていた過去の音源を活性化できる。少数多品種で大人向けのロングテール事業。 
 
「デジタルシングル」 

CDは基本的には作らずシングル曲を音楽配信でのみ販売し、着うたのフォーマットを利
用して配信。 

CDの在庫を抱えずに製作した楽曲を機動的に配信できるのがメリット。 
 
｢Syncl(シンクル)｣ 
ブレインシンク株式会社が開始した。 
自前でシステムを開発しなくても、誰でも簡単に有料の音楽配信やブログ、ネットラジ

オなどをはじめることができる。基本的に販売価格の 7割をアーティスト側に支払う。 
楽曲ファイルには自動的にデジタル著作権管理(DRM)技術が組み込まれ、不正コピーを
防止できるようにし、今後はプロモーションビデオなどの映像配信や携帯電話向け配信な

どコンテンツの販売機能を強化する。 
 
「ミクシィミュージック」 
専用ソフトをパソコンに取り込むと、会員がネットを経由してパソコンや iPod鑑賞した

楽曲の再生履歴をミクシィの自分のページに自動で表示する。 
再生履歴はサイト上で公開され、音楽の好みが似た人などを探して交流するきっかけに

でき、楽曲ごとにアップルやレーベルゲートの音楽配信サービスへリンクを張っており、
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40万曲以上の音楽を試聴・購入することも可能。 
利用者の鑑賞履歴をもとに、ミクシィからのお薦めの楽曲を表示する機能や利用者間で

の再生回数ランキングの公開機能も人気。 
利用は原則無料で今後追加される機能として想定されるのが、対応できる音楽再生機器

の拡大。アップルの他にソニーや東芝など他のメーカーのプレーヤーへの対応があっても

よい。携帯電話への対応も今後の課題。 
 
「プレイログ」 
レーベルゲートが運営を始めた SNSの一種で、音楽の趣味が同じ利用者が集まるコミュ

ニティー機能が売り物。 
主な機能 
・ パソコンでの楽曲再生履歴を公開 
・ ポータブル機の再生履歴反映(準備中) 
・ 再生履歴とダウンロードサイトの連携 
・ CD音源を BGM化する「Webうた」 
・ ブログ(インターネットにも公開可能) 
・ ログ友とメッセージのやり取り 
・ 好きなアーティストのリスト公開 
・ コミュニティーの作成・参加 
・ ポッドキャスティング(準備中) 
 
「携帯電話の音楽プレーヤー化」 
米国ではパソコン向けが音楽配信の 55%を占めているのに対し、日本では携帯電話向け
が 90%を占めている。このうち 5割は着うた。 
 
「オーディオパソコン」 
オンキョーはアナログのノウハウを駆使して CD を超える音質を再現できるパソコンを
開発し、「オーディオパソコン」という新市場の開発を目指している。 
 
（２）音楽配信について 
このように、CDに変わる新しい音楽の形はたくさん存在する。ここではその中でも有名

な音楽配信サービスについて述べる。 
 iTunes 
Apple社製の音楽管理・再生ソフト。 
おそらく初めてコンピュータ内の音楽ファイルを管理することを提案し、コンピュータの

ジュークボックス化の流れを後押しした。 
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特にこれといった特徴はないが、CD から MP3(AAC など)へのエンコード、音楽再生、
iTunes Store(旧 iTunes Music Store)から曲やミュージックビデオ、テレビ番組、映画、第
5世代 iPod用ゲームの購入、iPodへの曲のシンクロ(転送)などがこのソフトひとつででき
る。操作性もよく、他社がデザインを真似たソフトを作るほど。最近のMacなら、最初か
ら本体に付属しているし、Appleのサイトからダウンロードすることも可能。 
2003年 10月 17日から iTunes for Windowsが無料配布となり、31日には日本語版の配
布も開始され、2005年 8月 4日からは、日本でも iTunes Music Store(現 iTunes Store)の
サービスが開始された。 
 

 Napster 
2003年 10月 29日に開始された音楽配信サービス。デジタル著作権管理技術(DRM)を使

用したWMA方式が採用されている。 
日本ではタワーレコードと合弁で日本法人「ナップスタージャパン株式会社」を設立、

200年 10月 3日にサービスを開始。 
現在は、NTTドコモが Napsterのネットワークを利用した音楽ファイルのダウンロード

サービスを開始しており、ドコモの一部携帯電話端末と一部のデジタルオーディオプレー

ヤーが対応している。 
Napsterは、それまでの国内の音楽配信サイトとは違い、月額での定額制（サブスクリプ
ション）サービスを採用している。また、国内では 2008.1.31現在、4,638,711曲を提供し
ており、月額１９８０円または１２８０円で聞き放題 
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第四章 著作権について 
今後の新しい音楽流通を考える上で、著作権をしっかり理解しておくことが重要である。

そのため、この章ではまず、音楽著作権についてまとめる。その上で、音楽著作権を管理

する JASRACと、音楽著作権に関する主な事件をまとめる。 
 
(１) 音楽著作権とは 
ここではまず、音楽著作権とは何か、音楽著作権の発生と取得方法について述べる。 
著作権は様々なものがあるが、音楽に関するものを簡単にまとめた。 
 
 著作人格権/実演家人格権 著作権(財産権) 著作隣接権 
権

利

名 

 
 
 
 
 
 公表権 
 氏名表示権 
 同一性保持権 

 複製権 
 上演権、演奏権(公演権) 
 上映権 
 公衆送信権(放送、有線
放送、自動若しくは手

動公衆送信、送信可能

化に係る権利) 
 譲渡権 
 貸与権 
 翻訳権・翻案権 
 二次的著作物の利用に

ついての原著作者の権

利 

 録音・録画権 
 複製権 
 放送・有線放送権 
 送信可能化権 
 譲渡権 
 貸与権 
 テレビジョン放送の伝

達権 
 二次元使用料請求権 
 レンタル報酬請求権 

誰

に

対

す

る

権

利 

 
 
著作者・実演家の権利(移
転不可能) 

 
 
著作者の権利(移転可能) 

 
 
著作物を公衆に伝達する者

(実演者など)の権利 

   表１.音楽に関する著作権 
 
音楽著作権とはソングライターが書いた楽曲は、CDやコンサートでの使用は言うまでも
無く、ラジオ、テレビ、映画、コマーシャル、楽譜、グリーティングカード、ゲーム、オ
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ルゴールなど、様々なところで利用される。 
楽曲がどのような形態で利用されるにしても、楽曲を使用する側は無料で使用すること

は許されず、その曲の著作権を有するソングライターに対し、ロイヤルティという形の使

用量を払わなければならない。 
例えば、あるソングライターが作詞・作曲した楽曲がレコーディングされ、そのシング

ルがヒットしたとすると、そのソングライター及びその楽曲を管理する音楽出版社には、

CD 売り上げによるロイヤルティ(録音権使用料)、ライブ演奏やラジオのオンエア等による
ロイヤルティ(演奏使用料)、楽譜や雑誌等における使用によるロイヤルティ(出版権使用料)
等を含む各種ロイヤルティが支払われる。 
アメリカにおける音楽著作権を簡単に言うと、「楽曲を創作したソングライターに与えら

れる、限定された期間内での独占権」と表現できる。 
ソングライターは、その「独占権」を与えられることにより、自分が書いた曲に関する権

利を主張し、それがレコードやコンサート等で使用された場合に対価を請求することが出

来る。 
音楽著作権の目的とは意欲の向上や文化の発展を促すところにある。 

 
 著作権の発生と取得方法 
ソングライターが書いた曲が著作権による独占権を持ち、著作権として保護され得るた

めには、曲に創作性と著作権を構成するに足る十分な実体が備わっていなければならない、

と定められている。 
「創作性がある」というのは、「他の物からのコピーではない」「他の作品のパクリでは

ない」と言う意味だが、どういう場合に創作性があり著作権を構成するに足る十分な実態

があるかについては、具体的な法的基準はない。したがって、争いが生じた場合には、そ

れらは法的規定ではなく、裁判官や陪審員の判断に委ねられる。 
次にアメリカでは、著作権は、「ソングライターが”コピーライタブルな曲”、つまり著作権
として保護され得る曲を作り、それを有形的な固定物にした瞬間に発生する」とみなされ

る。この”有形的”な固定物とは、人が、”手で触れることの出来る”有体物、例えばテープや
リード・シートなどに曲を固定した物をさす。 
著作権を取得するための条件はそれだけで十分であり、その他に特別の届出等の手続きは

必要ない。 
ちなみに日本で著作権を取得するためには、アメリカのように有形物に固定することす

ら不要とされている。 
しかし、有形的に固定されない楽曲について、第３者に使用許諾したり、無断使用者に

著作権侵害を主張したりすることはきわめて困難なので、実際には何らかの形で固定が行

われている。したがってアメリカと大きな違いはない。 
なお、著作権を保護するためにいかなる手続きも必要としないことを日本では「無方式
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主義」と呼んでいる。 
しかし、自分が書いた曲だから著作権は自分が持っているということを公に知らせてお

かなければ、その楽曲を使用した第３者が「その曲はあなたが書いた物だと知らなかった」

と主張することもありえるので著作権侵害を訴えることが難しくなる。 
また楽曲と言うのは様々な形態で利用されてこそ商業的価値を有するものである。 
そこで米国ではソングライターは、著作権侵害を防ぎ、自分が書いた楽曲の商業的利用を

高めるために米国著作権局にその楽曲を登録する必要がある。 
登録方法は、リードシートを申請料とともに郵送する、録音されたテープまたは CD を
著作権登録申請書とともに送る、の二つである。 

 
 罰則 
著作権、人格権、隣接権、出版権の侵害は、5年以下の懲役もしくは 500万円以下の罰金
又はその併科、法人は 1億 5千万円以下の罰金、2007年 7月 1日からは、10年以下の懲
役もしくは 1千万円以下の罰金またはその併科、法人は 3億円以下の罰金。 
 

 JASRACの著作権収入、過去最高の 1136億円 
ITpro2006.5.17によると、日本音楽著作権協会（JASRAC）(後述)は 2006年 5月 17日
の定例会見で、2005年度の著作権使用料等の徴収額が 1136億円（対前年度比 2.5％増）と、
前年度に引き続き過去最高を記録したことを発表した。放送や DVDの映像ソフト販売が好
調に推移したことが、徴収額を下支えした。併せて同協会は、「ポッドキャスティング」に

かかわる音楽利用申請の手続きを簡素化することなどを発表した。 
放送からの徴収額は 259億円（対前年度比 15.5％増）と 2けたの伸びを示した。放送事業
者との協議により、著作権使用料の徴収料率を改定したことが奏功した。VTR や DVD な
どの映像ソフトをまとめた「ビデオグラム」の徴収額は 147 億円（同 5.6％増）。テレビド
ラマを DVDとしてセット販売する、いわゆる DVDボックスの発売が相次いだことなどが
背景にある。  
 一方、携帯電話機やパソコンでの音楽配信をまとめた「インタラクティブ配信」は 92億
円（同 0.7％減）と横ばい。ここ数年、徴収額増加をけん引してきた着信メロディーが、同
21.5％減と縮小に転じたことが影響している。「着うた」に代表される「オリジナル音源着
信音」は同 110.1％増、「iTunes Music Store」をはじめとするパソコンでの音楽配信や「着
うたフル」を含む「その他音楽配信」は同 113.6％増とそれぞれ大幅に躍進したが、いずれ
も金額ベースでは 10億～20億円程度とまだ市場が小さく、着信メロディーの減少を補いき
れなかった。  
 音楽 CDの減少も続く。2005年度は 260億円（同 1.7％減）となり、徴収額全体に占め
る音楽 CDの構成比は、2001年度からの 4年間で 32.3％から 22.9％まで縮小した。「日本
レコード協会（RIAJ）によると、2006年 1月～3月の音楽 CD販売は対前年同期比 6％増
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と 7年ぶりにプラスを記録したが、算出基準の違いなどもあり、JASRACとしての同期間
の徴収額は横ばいになりそう。音楽 CD の販売が下げ止まるかどうかは、今後の状況を見
てみないと分からない」（同協会 常務理事の泉川昇樹氏）。  
 実は、同協会は 2005年度予算作成の段階で、市場の推移を厳しく見積もっており、徴収
額が 1082億円と減少に転じると見込んでいた。結果として 2005年度は予想が良い方向に
外れたわけだが、同協会 常務理事の加藤衛氏は、「全体の数字としては一見良さそうに見
えるが、安心してはいない。着信メロディー市場は縮小に向かい始めているし、放送も 2005
年度は好調だったが、これがいつまで持つか分からない」と引き続き慎重な見方を示した。  

 
  表２.著作権使用料徴収額の主な内訳 
 
(２) JASRACについて 
ここでは、JASRAC とは何か、何をしているのか、音楽著作物使用許諾申請の方法など
について述べる。 

 社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)とは 
著作物を利用するには、その著作権者の許諾が必要である。音楽を使用する場合は、その

楽曲の作詞家個人、作曲家個人に許諾をとらなければならない。しかし、その手続きには

時間と労力がかかる。そこで音楽著作権を集中管理する JASRACを通せば、容易に手続き
ができる。 
 JASRAC は日本国内の作詞家、作曲家、音楽出版社から著作権を預かっているほか、外
国と著作権管理の契約を結び、内外音楽著作物の演奏権・複製権などに関する著作権の管

理を行っている。 
 

 音楽著作物使用許諾申請の方法 
・舞台で演奏する場合（著作権の上演権、演奏権）：「演奏利用申込書」および「演奏曲目
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報告書」を主催者が記入し、演奏される場所の近くの日本音楽著作権協会の支部に提出し、

規定の料金を支払って許諾が成立する。 
・舞台で既成ＣＤ、カセットテープ、レコードを再生する場合（著作権の上演権、演奏権)：
演奏と同じ申請をして、許諾をとる。 
・舞台でアカペラで歌を歌った場合（著作権の上演権、演奏権）：音楽そのものを再生しな

いでも、アカペラで歌ったり、歌詞を台詞で喋る場合も許諾が必要である。演奏と同じ申

請をする。 
・既成のＣＤやカセットテープなどから、編集しないで他のメディア（ＭＤやＣＤなど）

に記録し、それを舞台で再生する場合（著作権の複製権、上演権、演奏権）：日本音楽著作

権協会に「録音利用申込書」と、「録音利用明細書」を提出する。追加製造する場合は、「申

請書別表」を提出する。規定料金を支払うと「許諾証紙」が交付されるので、それを再生 

メディアに貼り付ける。そして、さらに演奏と同じ申請が必要である。 
・既成のＣＤ、カセットテープなどを編集して、他のメディア（ＭＤやＣＤなど）に記録

し、それを舞台で再生する場合（著作権の複製権、上演権、演奏権、翻案権）：編集は元の

楽曲の変形に当たる（翻案権）ので、編集する楽曲の管理をしている音楽出版社に「変形

許諾」の申請が必要である。出版社の許諾をとった後、「コピーして編集しないで舞台再生

する」のと同じ申請をする。「演奏」と同じ申請も必要である。 
・ 舞台公演をＶＴＲに記録し販売する場合（著作権の複製権、頒布権、二次使用権） 
舞台の公演記録をＶＴＲで販売する場合は、その舞台で使用した楽曲の全てに関して、

その楽曲を管理している音楽出版社に二次使用権の許諾を受ける必要である。その上で日

本音楽著作権協会に複製権、頒布権の手続きをする。 
 

 許諾申請をしなくて良い場合 
・演出効果を高めるためにオリジナル楽曲を作曲・製作して使用する場合は、許諾申請の

必要はない。ただし、作曲家、作詞家が JASRACの会員である場合は上演権の許諾申請が
必要である。 
・国内で制作された著作権フリー楽曲の場合、基本的には一切の著作権申請の必要はない 。
ただし、使用範囲など契約条項の確認が必要である。海外で制作された著作権フリー楽曲

の場合も、日本国内で使用するときは基本的に一切の著作権申請は必要ないが、海外で使

用する場合に制限がある。これも契約条項の確認が必要で、特に映像に付ける場合には注

意が必要である。 
・家庭内での「私的使用のための複製」など、個人的に使用するときは申請の必要はない。 
・以下の 3つの条件を満たしていれば、公に上演、演奏、上映できる。 
    営利を目的としない 
    聴衆から料金をとらない 
    演奏者に出演料を支払わない 
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（注）旧著作権法においては、演出意図がない場合（劇場における開演前の客入れ、終演

後の BGMなど）で、市販のＣＤを使用すれば申請は不要であったが、2001年 1月の改正
で利用申請が必要になった。 
 
(３) 主な事件 
ここでは、著作権に関する主な事件を挙げる。 
「ナップスター事件」 

P2Pに関する技術が、著作権問題として正式に問われたのは、1999年からサービスを開
始したナップスター事件が初めてである。 
このサービスは、お金を払ってナップスター社の会員になり、自分がもっている音楽の

リストをナップスター社に提供すると、他の会員が持っているリストもナップスター社の

サイトで検索でき、ファイル交換そのものはユーザー間で P2P技術を使って行うと言うも
の。全米レコード業界はこの技術に震撼し、ナップスター社を提訴した。 
ナップスター社側の理屈としては、自分達はファイル交換の場を提供しているだけで、

著作権侵害行為を行っているのは個々のユーザーに過ぎないというものだった。裁判は、

地裁、控訴審、差戻審という複雑な経路をたどるが、結局裁判所からは業務の停止を命ぜ

られた。 
裁判の論理は、ナップスター社がリストの提供などをすることによって、個々のユーザ

ーが行っている著作権侵害に間接的に加担していると言うものである。 
 
「グロクスター事件」 
グロクスターは、ナップスターよりもさらに進んだ P2P技術である。 

まったく中央サーバを介さずにファイル交換が可能な技術で、同名の会社によって配布さ

れている。 
グロクスターをインストールしたマシン間では、ストレス無くファイル交換が可能だっ

た。そこで急速に普及していったのだが、やはり映画・レコード会社がこのファイル交換

ソフトを脅威に感じ、P2P ソフトの配布そのものが著作権侵害を助長しているとして、損
害賠償請求と配布の禁止を求め 2001年に提訴した。 
これは、ソフトの配布行為そのものを著作権法によって禁止してしまおうとするもので、

前述のナップスター事件とは様相を異にする。この裁判も紆余曲折を経るが、最終的には

連邦最高裁で、「ファイル交換ソフトが著作権侵害を誘因した場合は、著作権損害の責任を

負う」という判断が示され、グロクスター社は敗訴した。これは、単にファイル交換ソフ

トの開発・配布を違反としているのではなく、当該ファイル交換ソフトが著作権侵害を引

き起こさないようにする措置を、配布側に課したものだと考える。 
 
「Winny事件」 
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Winny開発者の逮捕について抑えておきたいポイントがある。 
検察側冒頭陳述を読むと、ファイル交換ソフト開発の一事をもって、開発エンジニアを逮

捕しているわけではないことに気付く。 
被告は、２００２年５月６日に、自己のホームページで Winny の完成を発表している。
その後、同年６月頃から、コンピュータ雑誌の講読を通じて、違法なファイル交換が大多

数を占めているという認識をしたのだが、Winny のバージョンアップを繰り返し、自己の
ホームページでソフトを配布し続けている。また被告自身、ダウンロードに特化したWinny
の別バージョンを作り、Winny で流れているパケットの大部分が著作権法を犯している違
法な情報であるという認識を持っていた。 

Winny の開発者が逮捕・起訴された理由は、ただ単に著作権を犯すようなソフトを作っ
たことにあるのではない。また、開発者は著作権法を自ら犯したとして逮捕されているわ

けでもない。開発者の逮捕・起訴の理由は、Winnyを使って著作権法違反を行っている人(正
犯)が、すでにたくさんいるにもかかわらず、その状況を知ったうえで、その正犯たちがよ
り犯罪を成し遂げやすくするようにソフトのバージョンアップを行い、最新版を配布し続

けたという点に求められている。 
 
「携帯電話向け違法音楽配信で初の逮捕者」 
山口県警察本部生活安全部と岩国警察署が 2007年 5月 14日、携帯電話向けのレンタル掲
示板サービスを使って権利者に無断で音楽ファイルを公開していた岩国市の男性（25 歳）
を著作隣接権侵害にあたるとして逮捕した。日本レコード協会（RIAJ）が同日明らかにし
た。  
 男性は、携帯電話向けに音楽ファイルを無料ダウンロードできるレンタル掲示板を 2006
年 5月から開設・運営するとともに、自らも権利者に無断で倖田來未や Every Little Thing
らの楽曲を多数アップロードし、不特定多数がダウンロードできる状態にしていた。着う

たなどの携帯電話向けの違法音楽配信による逮捕は今回が初めてだという。  
 RIAJ の調査では、権利者に無断で携帯電話向けに公開された音楽ファイルが年間 2 億
8,700万件もダウンロードされていると推定している。このような状況を受けて RIAJの会
員レコード会社は、音楽ファイルを違法配信している人やレンタル掲示板事業者に対して

削除要請を行なっており、その数は 4月末までに約 12万件に上るという。  
 なお、着信メロディのデータの違法配信では、すでに 2006 年 11 月に初めての逮捕者が
出ており、2007年 2月には長崎地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けている。 
 
第五章 違法配信に対するさまざまな動き 
このような問題、事件から違法配信に対する意識が高まっている。そんな中、最近新た

な取り組みとして注目されている、適法配信に識別マークを表示するというものがある。

また、JASRACが運営している違法配信サイトを監視するシステムというものも存在する。 
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以下で詳しく述べる。 
 
(１) 適法配信に識別マークを表示、違法複製の蔓延を防ぐ仕組み 

 Internet watch2006.7.6.28 によると、RIAJ(日本レコード協会)が発表した取り組みは、
ユーザーが違法配信を識別できるようにすることで、違法複製の蔓延を阻止することが狙

い。同協会では加盟レコード会社で構成される「違法配信識別マークワーキングチーム」

を 2006年 3月に発足。2007年秋の運用開始を目指し、違法配信の識別方法の検討を進め
ている。  
 
 識別方法としては、適法なコンテンツについて、適法であることを示す識別マークを表

示させる。これにより、レコード会社との配信契約に基づくコンテンツであることをユー

ザーに伝えるという。ファイル交換ソフトや掲示板で流通している楽曲については、「権利

者が許諾していないことから、基本的に違法であることを啓発する活動も行なう」。  
 識別マークは、レコード音源・音楽ビデオなどのコンテンツに加え、レコード会社との契
約に基づく配信サービスが対象となる。識別マークは、配信サイトのトップページおよび

各コンテンツの購入ページに表示し、マークの意味を解説するメッセージやマークの管理

番号の表示も検討する。  
  適法配信を示すマークを運用する仕組みとしては、レコード会社が音楽配信サイトなど
の配信事業者と配信契約を結ぶ際に、RIAJ が発行するマークの表示を求める。RIAJ は、
配信事業者に対してマークを発行する一方で、マークを無断で使用する配信事業者に対し

ては使用差止請求を行なうという。 
RIAJによれば、2006年における有料音楽配信売上は 535億円。このうち 90％を占める
携帯電話向け配信については、レーベルモバイルやドワンゴなどの主要事業者にもマーク

表示を説明し、了解を得ているという。2007年秋の導入後は、映画をはじめとする他のコ
ンテンツ業界における識別マークの導入・運用を支援するとしている。  
 違法配信識別マークワーキングチームの座長を務めるソニー・ミュージックエンターテイ
ンメント取締役の秦幸雄氏は、「過去 1年で携帯電話向け音楽の違法配信は急増した。違法
サイトに削除要請してきたが、もぐらたたきの状況でますますひどくなる一方。音楽配信

売上が伸びているので被害の実態がわかりにくいが、最大手の配信事業者では、1,000億円
以上の被害が出ていると聞いている」と述べ、識別マーク導入の必要性を訴えた。  
 適法マークによる識別方法については、IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏が、「RIAJ
に加盟していないインディーズの音楽市場も大きいが、これらを集中的に扱う音楽配信サ

イトの扱いはどうするのか。識別マークがなければ、ユーザーが（適法サイトでも）違法

サイトと勘違いしてしまうのでは」と質問。これに対して RIAJ専務理事の生野秀年氏は、
「我々はインディーズのレコード会社とも協力的な関係を築いている」として、違法対策

という主旨からもインディーズ業界団体に賛同してもらえるはずであるとの考えを示した。  
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 また、私的録音録画小委員会の主査を務める東京大学教授の中山信弘氏からは、「現実問
題として、今年の秋に導入するまでに、すべての音源に対応できるのか」という疑問が寄

せられた。生野氏は、「レコード会社との契約に基づいて配信しているコンテンツについて

は、遅かれ早かれ 100％を目指してマーク表示を進める」と答えた。 
 

(２) JASRACの違法音楽配信サイト対策 
InternetWatch2003.2.17 によると JASRAC の違法音楽配信サイト対策の根幹をなして
いるのが、監視システム「J-MUSE」だ。これは、インターネット上での音楽配信管理シ
ステム「JASRAC NETORCHESTRA SYSTEM」の中の 1機能で、2000年 10月 23日か
ら稼動している。1カ月あたりの検索能力は、約 540万件。対象となる音楽関連ファイルは、
HTML・JPEG・GIF・MP3・MIDI など。歌詞の違法アップロードも対象とするために、
テキスト検索機能も近日中に実装予定だ。 
 稼動から 18カ月間で延べ 9,700万ファイルを検索し、そのうち音楽ファイルは 3,000万
ファイル程度だ。主目的は、違法音楽ファイルの所在情報をデータベース化することで、

転々と移設を繰り返すサイトも追跡しながらブラックリストを蓄積している。JASRAC で
は、このデータベースを元に、違法サイトへの警告、公開停止を求めている。 
2002年 12月末時点で、J-MUSEがデータベース化した違法サイトは約 6,000サイト。基
本的には、日本のドメインのみだという。ただし、J-MUSE は階層構造をどんどんたどっ
ていくため、違法ファイルだけを海外のサイトに置いているようなケースでも把握してい

る。当然、HTML を置かずに、音楽ファイルだけを公開している場合でも、リンクをたど
って検出する。 
 

(３) 音楽配信サイトmF247が CCライセンスに対応 

株式会社に・よん・なな・みゅーじっく http://www.247music.co.jp/が運営する音楽配信
サイト「mF247」が 9月 13日より CCライセンスでの楽曲提供および楽曲のアップロード
に対応した。 
同サイトでは、アーティスト自身が CC 基本ライセンスの 6 種類に加え、音楽の共有に
特化したサンプリング・プラス・ライセンスを選択できる仕様になっている。ライセンス

はmF247サイト上でダウンロード可能なmp3データに適用される。 
mF247のように著名なネット音楽レーベルが CCライセンスを採用したことで、日本に
おける音楽共有にも新しいムーブメントが起こることが期待される。 
アーティストがサイト上で明示する範囲であれば、楽曲の使用許可なしに誰でもブログ

の BGMなど、様々な所での使用が可能になるそうで、楽曲の利用を促進することで、アー
ティストやサイトの知名度の向上につなげる狙いである。 

 
 



 16

 CC（クリエイティブ・コモンズ）ライセンスについて 
クリエイティブ・コモンズ（CC）では、著作権者の権利は守りつつ、著作物のクリエイ

ティブな再利用と流通の促進を図るための取り組みを行っている。著作権により保護され

すべての権利を保持する"all rights reserved"の状態と知的財産権が誰にも帰属しない公有
財産"public domain"の中間にあたる"some rights reserved"、つまり著作権者自らが、自由
に共有してもらってよいと考える範囲を決定し宣言するための枠組みが CC ライセンスで
ある。 

 
この動きは、JASRAC を通さずに、かなり自由な制約で音楽を再利用できるようにした

とても重要な動きである。 
 
第六章 最後に 
違法配信やレンタル、着うたなど、現在の音楽は CD を買わなくても楽しむことができ
るようになった。実際に私も数年前に比べると CD を買う機会は減った。もはや CD は音
楽を聴くためのものではなく、コレクションのために買うものになっている。 
違法配信に対して、最近では上記にあるように違法配信識別マークワーキングチームが

発足されるなどますます違法配信に対する目は厳しくなってきている。しかし違法配信は

かなりの数が存在し、利用している人も後を絶たないので、減らすことは難しいと思う。 
JASRAC に対しては、今まで深く考えたことはなかったのだが、不信感を持っている人
が多いということがわかり驚いた。 
その例として、最近、ジャズ喫茶や小さなライブハウスがつぎつぎに潰れているらしく、

なぜなら、JASRAC 団体が、膨大な著作権料を請求し、店の経営が立ち行かなくなってい
るからだという。しかも、JASRAC は巨大な天下り団体で、得た収入を作曲者の側に還元
しているのかも不透明とのことである。 
違法配信の拡大が音楽業界の衰退の大きな原因と言われているが、実際音楽業界の衰退

は日本の音楽が盛り下がっていることが原因なのではないかと思う。 
そもそも違法配信が拡大しているのは、リスナーがお金を出してまで聴きたいと思う音

楽が減っているからなのではとも思える。最近の音楽シーンを見ていると、全部がそうだ

というわけではないがレコード会社が純粋に良いアーティストと世に出すことより、金儲

け中心になっていると感じる。CDを出す人全てをアーティストと呼び、音楽の芸術的な価
値を落とし、著作権が大事と言い張り業界の利益だけを考えているように見えてしまう。 
今後、違法配信はともかく、自宅でメディアを複製して個人で楽しむことすら違法とみ

なされ罰金をとられることになるかもしれない。著作権を重視するのは当然かもしれない

が、そういったところから利益を得ようとしている団体に見えてきてしまうのも事実であ

る。もっと純粋に音楽というものを芸術として楽しむことができるようになって欲しいと

思う。 
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