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はじめに
　フィギュアスケートやバトントワリン
グ、シンクロナイズドスイミング、馬場馬
術の自由演技など、選手が音楽に合わせて
演技を行うスポーツがあります。また、そ
の競技自体は、音楽とは関係がなくても、
競技会場の BGM として音楽を流すという
ような場合も考えられます。さらに、こう
いった音楽を用いた競技会の様子をイン
ターネット上で配信することもあります。
　これらの場合、①その曲を制作した作詞
家・作曲家などの著作権や②演奏者・レ
コード会社などの著作隣接権の保護が必要
となってくるため、スポーツに他人が作
曲・演奏した音楽を使うためには、事前に
手続きや使用料の支払いが必要となってき
ます。

その曲を作曲した作詞家・作曲家
などの著作権
　まず作詞家・作曲家などの著作権との関
係についてみてみたいと思います。音楽を
制作した作詞家や作曲家の著作権の多くは
一般社団法人日本音楽著作権協会（以下

「JASRAC」と言います）が管理・保護し
ています。
　したがって、アスリートが音楽を使用す
る競技に出場する場合は、その楽曲が自分
自身で作詞・作曲したものでない限り、事
前に使用する曲（楽曲名、作詞・作曲者名
など）を JASRAC に申請し、許諾を得た
うえで使用する必要があります。なお、申
請をした後、許諾は、すぐに出るわけでは
なく、1 週間程度はかかりますので、余裕
をもって申請をする必要があります。
　JASRAC での許諾処理が完了すると

JASRAC から申請者へ許諾番号が発行さ
れます。

［使用料］
　使用料は、たとえば、主催者が一括して
支払うような場合は、催物の公演時間が 1
時間以上 2 時間までで、入場料無料・会
場の定員が 500 名までの会場では、公演 1
回の使用料は 5,000 円、同様の条件で会場
の定員が 700 名になると 7,000 円というよ
うに会場の定員や入場料によって決まりま
す。JASRAC のホームページで使用料を
確認することができます。
　また、著作物 1 曲 1 回ごとに支払う場
合（選手が自ら使用する楽曲に対して個々
に使用料を支払う場合など）は、入場料無
料、会場の定員 500 名までの競技会での
利用は 1 曲あたり 250 円（利用時間が 5
分までの曲の場合）、同様の条件で会場の
定員が 1,000 名となると、1 曲あたり 350
円というように使用条件により使用料が細
かく定まっています。
　ただし、すべての楽曲を JASRAC が管
理しているわけではなく、JASRAC 管理
外の楽曲は別途権利者から許諾を得る必要
があります。

［手続き］
　JASRAC で管理している楽曲を使用す
る場合の手続きの流れをまとめると以下の
ようになります。
①申込書類の作成
　演奏利用申込書・演奏利用明細書
②申込書類の提出　
　開催日の 5日前まで（提出方法：1. FAX　

2. 郵送　3. 支部窓口に提出）。プログラ

ムやチラシを制作している場合は、申込
書類とあわせて提出します。

③ JASRAC より許諾書と請求書が届く
　なお、登録をしたうえでオンライン利用
申し込みも可能です。

　申込書を提出する段階で利用する楽曲が
不確定の場合（変更の可能性がある場合な
ど）は、開催日 5 日前までに演奏利用申
込書のみを提出し、開催後 5 日以内に作
品が決まり次第、演奏利用明細書を提出す
るということになります。
　なお、著作権は、その楽曲の創作と同時
に発生し、原則として著作者が亡くなって
50 年（死亡年の翌年の 1 月 1 日から 50 年）
が経過すると消滅します（著作権法 51 条
～ 58 条）。したがって、保護期間が満了
した著作物は、著作権者の許諾なく利用で
きることになりますので、以上のような手
続きは必要ありません。

市販の CD等をコピー（複製）して
利用する場合
　ここまでは、スポーツで音楽を使う場合
の楽曲を製作した著作権者との権利関係を
説明してきました。著作権者の許諾を得た
者は、その楽曲を利用することができるよ
うになります。つまり、使用許諾を得た楽
曲を自分で演奏したり、市販の CD など
をそのまま使用するというようなことがで
きるようになるわけです。しかし、多くの
場合、その利用方法は他人が楽曲を演奏し
ている市販の CD やインターネット上で
配信されている楽曲を競技会用の CD な
どにコピー（複製）して利用することにな
ると思います。
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　CD や配信音楽は、他人が音楽を演奏し
ているためその CD を作成した人、たと
えば、アーティスト（実演家）・レコード
製作者・放送事業者などの権利（「著作隣
接権」と言います）に対する手続きもまた
必要となります。
　現在、日本の音楽の著作隣接権の多くを
扱っているのが「日本レコード協会」で
す。日本レコード協会では、バトントワリ
ングやマーチングバンド等の競技会などで
市販 CD の音源を MD やカセットテープ、
CD-R 等に録音して使用するための権利者
への許諾確認業務を行っています。

［手続き］
　手続きの流れは以下のようになります。

①日本レコード協会へ音源使用申請
　音源使用申請書を日本レコード協会の

ホームページよりダウンロードし、申請
ページから日本レコード協会へ送付しま
す。

②許諾可否および許諾可能な場合の音源使
用料について、日本レコード協会から
メールにて回答が届く

　なお、許諾可となった時点で、実際の使
用・不使用にかかわらず使用料が発生しま
す。音源使用可否の回答までには 2 週間
程度かかります。なお、申請書を提出すれ
ば必ず許諾がおりるわけではなく、許諾不
可となる場合もあります。

③許諾可となった場合、請求書が発行され
るので、使用料を入金する

　なお、許諾可と通知した場合でも、期限
までに使用料を支払わない場合はその楽曲
を競技会等で使用することはできません。

［使用料］
　使用料は、日本レコード協会の使用料規
程によるとバトントワリングの競技会その
他これに類する催事
 ・邦盤レコードおよびこれに録音されたレ

コード実演 1 催事あたり：1 曲 5,000 円
 ・洋盤レコードおよびこれに録音されたレ

コード実演 1 催事あたり：1 曲 50,000
円以下で委託者が指定する額とされてい
ます。

④日本レコード協会にて使用料受領の確認
後、許諾証を発行・発送

　日本レコード協会より許諾が取得できる
のは、競技会等へ出場するために CD 音
源を複製することのみです。これ以外の使
用（例：インターネット上で公開するこ
と、複製物を頒布すること）は許諾対象外
となります。

競技会に向けての練習で音楽を
使用する場合
　以上は、主に、競技会での音楽の使用に
ついて述べてきました。それでは、競技会
に向けて、練習で音楽を使用する場合に
は、著作権者や演奏者の許諾は必要ないの
でしょうか？
　この点に関しては、社交ダンス教室にお
いて CD 等に録音された音楽著作物を再
生演奏してダンスの練習を日常的に行って
いた事案で、このような教室内での練習で
音楽を使用する場合も著作権者の許諾が必
要との判決が下されています（名古屋高等
裁判所平成 15 年（ネ）第 233 号平成 16
年 3 月 4 日判決）。
　この事案は、社交ダンス教室において
CD 等に録音された音楽著作物を再生演奏
するのは、著作権の侵害にあたるとして、
JASRAC がダンス教室を経営する会社等
に過去 10 年分の権利侵害に対する損害賠
償および利得返還を求め、それが認容され
た事例です。
　この判例は、ダンス教室におけるレッス
ン時の音楽使用が著作権侵害に当たる旨を
判示した初めての判決であり、本判決の内
容は、社交ダンスに限らず、ジャズダンス
やエアロビクスダンス等の各教室あるいは
シンクロナイズドスイミングやフィギュア
スケート等の音楽を使用して練習するス

ポーツ教室における音楽使用にも基本的に
は妥当すると考えられます。
　なお、著作権法 35 条は、学校教育に関
して著作物の無断利用を許可する旨を定め
ていますが、この条文の射程範囲は、学習
指導要領に定められた「授業」であり、課
外活動である「クラブ活動」には適用はな
いと考えられますので、たとえば、ダンス
部での練習で楽曲を使う場合にも、この判
例は当てはまると考えられます。

スポーツ競技会で音楽を
BGMとして使用する場合
　ここまでは、曲に合わせて演技をするス
ポーツ等について述べてきましたが、音楽
と関係のないスポーツであっても、たとえ
ば、競技会場で BGM を流すという形で音
楽を利用する場合があります。このような
場合にも同様の手続を踏み、所定の利用料
を支払うことが必要です。
　CD 等の市販録音物、貸出用 BGM 録音
物、有線放送、衛星放送やインターネット
上の配信番組を BGM として流す場合は、
JASRAC を通じて権利者からの許諾を得
て、所定の使用料を支払います。市販の
CD や貸出用 BGM 録音物などの音源をそ
のまま BGM として流すのではなく、
BGM として使用するために、CD やテー
プなど別のメディアにコピー（録音）した
うえで利用する場合には、著作隣接権の権
利者からも許諾を得て、所定の使用料を支
払う必要があります。
　ただし、貸出用 BGM 録音物では BGM
提供業者が録音について権利者との間です
でに手続きを済ませている場合が多く、そ
の場合、BGM 利用者が個別に手続をする
必要はありません。

音楽を使った競技会の様子を
インターネット上で配信する場合
　動画投稿（共有）サイトに音楽を使った
競技会の様子を配信するなど、JASRAC
管理楽曲を含む動画の配信利用につい
ては、サイトを運営している事業者側で許
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諾契約手続きを行う取扱いとなりますの
で、JASRAC と許諾契約を締結している
サイト（たとえば「ニコニコ動画」や

「YouTube」など）であれば、動画の投稿
者が個別に許諾を得なくても、JASRAC
管理楽曲を含む動画をアップロードするこ
とができます。JASRAC 管理楽曲を含む
動画をアップロード可能なサービスは、
JASRAC のホームページで確認すること
ができます。なお、この場合も、既存の
CD や有料配信サイトで購入した音源を使
用している場合には、JASRAC のほかに
音源製作者（レコード会社等）の許諾も必
要となります。

終わりに
　ここまで見てきましたように、スポーツ
で音楽を使用する場合には、著作権に関
する手続きや使用料の支払いをする必要
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があります。しかし、一部のスポーツ等で
は、いまだに必要な許諾手続きを得ない
まま音楽を使っている例があり、実際、
JASRAC は、許諾を得ずに競技会等を開
催しているスポーツを調査し、その競技を
行っている競技連盟に適切な許諾を得るよ
う交渉を行ったり、場合によっては訴訟を
提起することもあります。
　そのような場合、過去何年にもさかの
ぼって使用料相当額の支払いを命じられる
こともあります。そういったリスクを考え
れば、正式な手続きを経て音楽を使用する
ほうが安心です。実際、許諾を得るための
手続きはそれほど時間のかかる煩雑なもの
ではなく、また、許諾料もそれほど高いわ
けではありません。


