МＰＮについて

MPNのメンバーを検索できる

МＰＮ団体会員について

members.mpn.app

著作隣接権使用料等を受け取るには…

著作隣接権について

管理委託契約が必要です
MPNは、アーティストやミュージシャンに
使用料等の分配を行っている団体です。

〒���-����
東京都港区北青山�-��-�� 日昭第�ビル �F
TEL ��-����-����
mpn.jp
@MPN_info

202209

スタートしました。
それまでミュージシャンは、
クラシック・オペ

ラ・ジャズ・ポップスなどの楽曲のジャンルや、
プレーヤー・編曲

えてミュージシャンが自ら権利を守り充実させていくために、

理事

����年�月には、それまで演奏家団体が個別に受任していた

理事

ミュージシャンの権利委任はMPNにより取りまとめられ、実演

理事

家の権利を取り扱う団体として文化庁の指定を受けた公益社

団法人日本芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センタ

理事

ー（CPRA）に一括して委任を申請して受理されました。
これに

理事

より、����年��月以降、それ以前は様々な団体を経由してい

理事

た著作隣接権使用料等（商業用レコード二次使用料・録音権

理事

使用料・貸レコード使用料・私的録音補償金等）の分配が、

監事

MPNから権利者宛てに直接行われるようになりました。

加えて����年には、CPRAからの委託を受けて、
ミュージシャン

監事

の演奏参加記録の収集・管理や、楽曲別参加実演家調査等の

送番組全部利用使用料※などさまざまな使用料・報酬等を分
配項目に追加し、����年�月には法人格を取得して、
「一般社
団法人演奏家権利処理合同機構ＭＰＮ」
となりました。

現在、音楽や映像コンテンツの利用形態が劇的に多様化して

いく中で、権利を適切に管理して守るだけではなく、利用の促
進という社会のニーズに応える責任もあります。

これからもMPNはミュージシャンに寄り添って、
その発展のた
めに活動を続けてまいります。

※一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構（aRma）が徴収

JSPA

理事

MPNが設立されました。

用料、放送番組関連使用料、有線放送同時再送信報酬※、放

松武秀樹

理事

た。
そのような状態から一歩進み、ジャンルやキャラクターを越

ンより移管したほか、NHKリピート料やクラシックに関する使

副理事長
理事

々な団体の会員、あるいは団体に属さないフリーな立場でし

録画物部分利用に関する徴収・分配業務を日本音楽家ユニオ

PIT

常務理事

家・プログラマーといったキャラクターに応じて設立された様

さらに、商業用レコードカラオケテープ・目的外使用料や、録音

椎名和夫

副理事長

����年��月、演奏家団体の権利処理合同機構としてMPNは

業務を開始しています。

理事長

◆
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パブリック・イン・サード会
[PIT]
日本音楽家ユニオン

[音楽ユニオン]

特定非営利活動法人

レコーディング・ミュージシャンズ・
アソシエイション・オブ・ジャパン
[RMAJ]
一般社団法人 日本作編曲家協会

[JCAA]

一般社団法人

◆ 日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ

[JSPA]

◆

公益社団法人 日本演奏連盟
[日演連]

MPN は � つの演奏家団体に加盟するミュージ
シャンを中心に設立された権利処理合同機構

MPNマスコットキャラクター

［作者］くるねこ大和

Bill(ビル)

です。文化庁の指定を受けて実演家の権利処
理を行う CPRA 並びに映像実演に関する権利

処理を一元的に行う aRma のメンバーとして、
MPN 会員の権利に加えて、実演家全体の権利

行使とその拡充をサポートするための活動を
行っています。

MPNの主な業務

アーティスト・ミュージシャンに

著作隣接権使用料・報酬等の分配を行っています

◆ アーティスト・ミュージシャンの方々と、著作隣接権等に関する管理委託契約を結んでいます

◆ 管理委託契約を結んだアーティスト・ミュージシャンについて、使用料・報酬等を受領・徴収しています
◆ 管理委託契約を結んだアーティスト・ミュージシャンについて、使用料・報酬等の分配を行っています

アーティスト・ミュージシャンの

実演情報（演奏記録データ）を収集・管理しています

◆ インターネットを利用して実演情報の提出・収集・管理ができるシステム「P-LOG」を運用しています

◆ MPN会員から提出される実演情報の受付・管理を行っています

◆ 東京音楽事業者連盟をはじめとするコーディネーター事業者等の協力により、実演情報の収集・
管理を行っています
◆ レンタルCDに関する参加実演家調査をしています

アーティスト・ミュージシャンの

権利を守り、拡充するための様々な活動を行っています

◆ CPRA・aRmaの行う業務に協力して、アーティスト・ミュージシャンの権利を守り、拡充するための
活動を行っています

◆ CPRA・aRmaの行う業務に協力して、アーティスト・ミュージシャンの権利を円滑に処理するための
業務やシステム向上のため、様々な検討を行っています
◆ アーティスト・ミュージシャンにとって有用な情報をお伝えできるよう、広報活動を行っています

MPNが取り扱っている使用料等

【CPRAを通じて権利行使をするもの】
商業用レコード二次使用料、貸レコード使用料など
【aRmaを通じて権利行使をするもの】
有線放送報酬、放送番組関連使用料など

【MPNが独自に徴収・分配を行うもの】
商業用レコードカラオケテープ・目的外使用料、NHKリピート料
など
▶ 詳しくは「著作隣接権について」をご覧ください

P-LOG(ピーログ)について

Performing-Log（実演記録）の略称で、インターネットを利用し
てみなさまの実演情報を収集・管理するためにMPNが運用してい
る独自のシステムです。 （※ご利用にはID・パスワードが必要です）

レンタルCDの実演家調査

CPRAが徴収・分配している「レンタルCDの二次
使用料」の権利者（演奏家）を特定するための
調査をしています。
MPNでは、CPRAのメンバーとして、一般社団法
人日本音楽事業者協会ならびに一般社団法人日
本音楽制作者連盟と連携しながら、対象となっ
たCDの録音に参加している演奏家（アーティス
ト・ミュージシャン）の情報を収集・管理して
います。
関係者のみなさまに参加演奏家についてお問い
合わせをさせていただいた際には、ご協力くだ
さいますようお願い申し上げます。
レンタルCDの実演家調査について
(CPRA)

МＰＮについて

役員 [����/�/�現在]

パブリック・イン・サード会

MPNは、

次の�つの団体会員に所属する

設立以来一貫して、著作隣接権等の
権利者分配拡充を目指して活動しています

ミュージシャンの合議により
運営されています。

ピット

本会は、レコーディング・シーン等で現に活躍するミュージシャ
ンの話し合いの中から生まれた新しいかたちの演奏家団体で、
現在幅広い層のミュージシャンの方々にご参加いただいてお
ります。����年の設立以来一貫して、実演家の著作隣接権報
酬等の徴収分配を行う実演家著作隣接権センター・ＣＰＲA（ク
プラ）の業務に協力して、実演家の権利の拡充や、分配シス
テムの構築に取り組んできたほか、レコーディングに関連する
様々な団体や組織とも連携して、「仕事をしやすい環境づくり」
を目指しています。ぜひ奮ってご参加ください。

あなたのご意見を

機構の運営に反映させるために……

そして、なにより

ミュージシャンとして活動される上で
有用な情報を得るためにも、

代表者役職／氏名 【代表幹事】椎名 和夫

加入されることをお勧めします。

住所 〒���-����

東京都港区北青山�-��-�� 日昭第�ビル�F

TEL

演奏家団体加入希望の方へ

各団体事務局まで直接お問い合わせください。

音楽
ユニオン

音楽家の、音楽家による、音楽家のための、
日本でただ一つの全国組織のUNIONです

音楽文化の発展と音楽家の社会的・経済的地位の向上を目的
に活動。NHK、民放、レコード協会と基準演奏料の取り決め、
オーケストラの労働条件改善に努める。共済・供給・生音楽振
興など音楽家を支える事業にも力を入れている。FIM（国際音
楽家連盟）に加盟し、海外にも豊かなネットワークをもつ。健
康保険、楽器保険の取り扱いをはじめ、楽譜、スタジオ、ホール、
レンタカーなど多分野で会員割引サービスを受けられる。

��-����-����

FAX

��-����-����

E-Mail info@publicinthird.com
WEB www.publicinthird.com

入会資格

・職能の如何を問わず、レコーディング・スタジオをその主たる
活動の場とする、演奏家、編曲家その他の現に活動する音楽
家である事。
・著作隣接権報酬の分配を過去に受けた事がある、または現
に受けている、あるいは今後受ける可能性がある事。
・本会の目的に賛同し、MPNに著作隣接権の権利行使を含む
一切を委任する事。
・演奏家デー夕の蓄積の重要性を充分理解するとともに、その
収集に協力する事。
入会金 及び 会費 【入会金】なし【会費】
年会費�,���円

住所 〒���-���� 東京都新宿区西新宿�-��-��

芸能花伝舎�F

��-����-����

FAX

E-Mail honbu@muj.or.jp

WEB www.muj.or.jp

入会金 及び 会費 【加入金】
�,���円 【会費】月額�,���円

レコーディング・ミュージシャンズ・アソシエイション・オブ・ジャパン

レコーディング、ライブ、コンサートの第一線で活躍する音楽家集団

一般社団法人

アールエムエージェイ

����年、SMC（スタジ オ・ミュー ジ シャンズ・クラブ）を設 立。 代表者役職／氏名 【理事長】篠崎 央彡
����年に著作隣接権等の法整備、音楽振興事業、音楽家の親
住所 〒���-���� 東京都世田谷区桜丘�-��-�� テラス桜丘���
睦を目的にNPO法人化を達成しRMAJに改称ののちも益々、コ
ンサートやセミナーなどを通して、一般の方々の著作隣接権へ
TEL ��-����-����
FAX ��-����-����
の理解を広げる活動を全国各地で展開しています。また音楽家
E-Mail oﬃce@rmaj.or.jp WEB www.rmaj.or.jp
の活動を支援する音楽活動助成制度（ライブ助成、法律相談助
成等）を整え、会員の音楽ソフト発信や企画創出の機会をつくり、 入会資格 音楽家をはじめ、音楽振興の目的に賛同する方
日常的な会員同士の親睦のなかで音楽家の権利理解を深めてい
入会金 及び 会費 【入会金】
�,���円【会費】年会費��,���円
ます。創立以来、日本芸能実演家団体協議会に加盟し関係団体
（年度途中入会の場合は月数分）
との積極的な協議協力をはじめ、公益的な音楽振興事業を推進
してきた第一人者的存在として、ユーザーとともによりよい音楽
環境を築くべく社会貢献を趣旨に活動しています。

代表者役職／氏名 【理事長】小六 禮次郎
住所 〒���-����

東京都品川区西五反田�-��-�
五反田山﨑ビル���号
TEL ��-����-����
FAX ��-����-����

E-Mail info@jcaa����.com
WEB www.jcaa����.com

入会資格 プロの作曲家・編曲家として日本国内外で活躍
（国籍は問わない）
している人

入会金 及び 会費 【入会金】
��,���円

【会費】年会費��,���円

クラシック音楽の演奏家、教育家、作曲家、評論家、
アートマネジメント従事者等を会員とする社団法人と
して、����年の設立以来、音楽芸術の昂揚と文化の
発展に寄与するとともに、演奏家等の利益擁護と福
祉 厚 生 を図 ることを目 的 に 活 動 を続 け て います。
����年�月には、内閣総理大臣の認定を得て公益社
団法人に移行し、新進演奏家の人材育成事業や音楽
普及事業をはじめ、演奏家の著作隣接権の権利擁護
活動、また国や地方自治体の芸術文化予算の拡充や
環境整備を目指して、全国規模で幅広い活動を展開
しています。

JSPA
ジェイエスピーエー

代表者役職／氏名 【代表理事】氏家 克典

住所 〒���-���� 東京都港区北青山�-�-��
TEL

プラセオ青山ビル�F

E-Mail mail@jspa.gr.jp

��-����-����

WEB www.jspa.gr.jp

入会資格 シンセサイザーに代表される電子楽器を扱う

音楽家であること

入会金 及び 会費 【入会金】
�,���円

【会費】年会費��,���円

（年度途中入会の場合は月数分）

日演連

日本演奏連盟

クラシック音楽の演奏家等を会員とする
国内最大の公益社団法人です

RMAJ

ジェイシーエーエー

日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ

一般社団法人日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ
（JSPA）は、電子楽器を扱う音楽家の技能と地位の向上を目
指し、「日本シンセサイザー・プログラマー協会」として����
年に設立しました。
設立当初よりシンセサイザーをはじめとする電子楽器やデジ
タルオーディオに関する企画、制作、研究とその成果によっ
て音楽文化発展のため社会に貢献しています。
当会は、サウンドクリエイター、マニュピレーター、アーティ
スト、ミュージシャン、コンポーザー、アレンジャー、プロデュー
サー、エンジニア、音楽講師、事業者など、様々な会員で構
成されており、電子楽器とコンピューターを活用した音楽制
作の普及および推進、教育活動などを行っています。また、
音楽作品、音楽文化を守る著作権、著作隣接権の普及啓蒙
にも取り組んでおります。

公益社団法人

��-����-����

入会資格 音楽のしごとをする人ならどなたでも

特定非営利活動法人

アレンジャーの権利や地位の向上を目指して発足した本会は、
����年に創立��周年を迎えました。現在では従来のアレン
ジャーという枠を超え、多様な音楽ジャンルにおいて作編曲
家、プロデューサー、サウンドクリエイター、トラックメイカー、
パフォーマーといったプロフェッショナルな活動を行う、��代
から��代まで幅広い年齢層の会員で構成される団体となり、
音楽の制作現場と利用形態のデジタル化や音楽著作権関連な
ど、業界の環境変化に伴う音楽作家の諸問題について議論を
重ね、解決に向けて取り組んでいます。また将来の音楽文化
を担う次世代への橋渡し役となるべく、日本音楽著作権協会
（JASRAC）や日本音楽作家団体協議会（FCA）をはじめ他音楽
団体とも積極的に連携して、日本の音楽業界の発展に貢献す
ることを目指しています。皆様のご参加をお待ちしております。

世界唯一の電子楽器の音楽家集団

▶入会ご希望の方はWebサイトより申請可能です

JCAA

日本作編曲家協会

日本の音楽業界の一線で活躍している現役の作編曲家達の団体です

一般社団法人 演奏家権利処理合同機構MPN内

代表者役職／氏名 【代表運営委員】土屋 学
TEL

一般社団法人

ニチエンレン

代表者役職／氏名 【理事長】堤 剛

住所 〒���-���� 東京都港区新橋�-�-�� 石井ビル�F
FAX

��-����-����

E-Mail jfm@jfm.or.jp

TEL

��-����-����

WEB www.jfm.or.jp

入会資格 演奏家、教育家、作曲家、評論家、マネージャー、

ステージスタッフ等クラシック音楽に携わるプロの方

入会金 及び 会費 【入会金】
�,���円

【会費】月額�,���円
（年額��,���円）前納割引制あり
（����/��/�現在）

МＰＮ団体会員について

�団体のいずれかに

日本音楽ユニオン

PIT

著作隣接権とは

「著作物の伝達に重要な役割を果たしている者」に与え
られる権利。
作詞・作曲などの「創作した者」に与えられる「著作権」
とは別に、著作物の伝達に重要な役割を果たしてい
る者に認められた権利です。
日本では、
「実演家」
「レコード製作者」
「放送事業者」
「有線放送事業者」に与えられています。
著作隣接権の発生

「実演」「レコード製作」などが行われた時点で発生します。

※権利自体は自動的に付与されますが、著作隣接権使用料等を受け
取るためには、分配を行う指定団体などへの委任が必要となります。

著作隣接権の保護期間

実演家の保護期間は、実演が行われたときから��年です
（期間の計算は翌年の�月�日から起算されます）。

実演とは

「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、
朗詠し、又はその他の方法により演ずること（これらに類す
る行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの
を含む。）をいう。」（著作権法第�条�項�号）
音楽分野であれば、歌唱、演奏、指揮などをすることです。
また他に、演技をしたり、踊ったりすることも「実演」にあた
ります。

実演家とは

●
●
●
●
●
●

実演家の著作隣接権関連の権利

商業用レコードの二次使用料を受ける権利
録音権・録画権
送信可能化権
貸与権・貸レコード報酬を受ける権利
私的録音録画補償金を受ける権利
放送権・有線放送権 など

上記のような権利を持っていても、個々の実演家が
使用の許諾を出したり、使用料を請求して支払いを
受けることは事実上不可能なため、文化庁指定団体
である公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 実
演家著作隣接権センター（CPRA）と、映像実演に関
する権利処理を行う一般社団法人映像コンテンツ権
利処理機構（aRma）が、実演家に代わって集中的に
管理しています。

CPRA※�を通じて権利行使をするもの

（����/�/�現在）

種別

内容

商業用レコード二次使用料

商業用レコードの二次使用料

録音権使用料

商業用レコードの録音権使用料

送信可能化権使用料

商業用レコードの送信可能化権
使用料

詳細

放送局等が、個人で楽しむ用途に使われることを想定して販売され
ているCDなどの商業用レコード※�を放送番組等に使用する場合の
使用料

放送局等が、個人で楽しむ用途に使われることを想定して販売され
ているCDなどの商業用レコードを放送番組等に使用するため、一
時的に録音する場合の使用料

放送事業者、制作会社等

レンタル店で貸し出された商業用レコードの使用料・報酬

レンタル事業者

商業用レコードのレンタル使用
料・報酬

私的録音補償金

私的録音補償金

ユーザーが音楽コンテンツをデジタル方式により録音する場合の
補償金

私的録画補償金

私的録画補償金

ユーザーが映像コンテンツをデジタル方式により録画する場合の
補償金

種別

内容

詳細

有線放送報酬

放送番組全部利用使用料

MPNが独自に徴収・分配を行うもの
種別

商業用レコード
カラオケテープ・目的外使用料
NHKリピート料
放送番組関連使用料
※�
（非一任型）

放送事業者、
有線放送事業者等

放送局等が、商業用レコードを使用した放送番組をインターネット
配信する場合の使用料

貸レコード使用料

aRma※�を通じて権利行使をするもの

徴収先

デジタル機器・記録媒体
メーカー、輸入事業者

徴収先

放送番組の有線放送同時再送
信報酬

有線放送
（ケーブルテレビ）
事業者が、地上波のテレビ番組を放
送と同じタイミングで流す
（同時再送信）
場合の報酬

放送番組の番組販売使用料
（全
部利用）

放送局等が、放送番組の全体を他局
（BS局、CS局、CATV局等）
放送事業者、制作会社等
で流すために販売する場合の使用料

内容

詳細

徴収先

NHKが、臨時専門楽団
（スタジオミュージシャン）
により演奏さ
れた楽曲を含む放送番組を再放送する場合の使用料

日本放送協会
（NHK）

放送番組のビデオグラム化使用
料
（全部利用）

放送番組の送信可能化権使用
料
（全部利用）

商業用レコードのカラオケテー
プ・目的外使用料
臨時専門楽団に係るNHK再放
送料
放送番組のビデオグラム化・CD
化使用料
（部分利用）

放送番組の番組販売使用料
（部
分利用）

放送番組の送信可能化権使用
料
（部分利用）

有線放送事業者

放送局等が、放送番組の全体をビデオグラム化する場合の使
用料

放送局等が、放送番組の全体をインターネット配信する場合の
使用料

放送局が商業用レコードのカラオケを放送番組に使用したり、 レコードメーカー、
レコード会社が他社の音源を使用する場合や、ビデオグラム化 放送事業者等
する場合のスタジオミュージシャン分の使用料

放送局等が、放送番組の一部を使用して、ビデオグラム化・CD
化する場合の使用料

放送局等が、放送番組の一部を他局で流すために販売する場
合の使用料

放送局等が、放送番組の一部をインターネット配信する場合
の使用料
※�
※�
※�
※�

企画・制作会社、
放送事業者等

CPRA…公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センター
商業用レコード…市販目的で製作されたレコードの複製物（映像が伴うもの（DVD等）は除く）
aRma…一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構
非一任型の権利処理については、許諾の申し込みの都度、利用の可否についてお問い合わせいたします

著作隣接権について

「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演
を指揮し、又は演出する者をいう。」(著作権法第�条�項�号）
音楽分野であれば、歌手、演奏家、指揮者、編曲家などが
実演家に相当すると解釈できます。音楽分野以外の、俳優、
舞踏家、声優、落語家なども「実演家」にあたります。

MPNが取り扱っている
使用料等について

