
調停条項（抄） 

1(1) 申立人（注：Ｙ）と相手方ら（注：彦根市・委員会）は、別紙イラスト（注：本件各イラスト。以

下同じ。）につき、その著作者が申立人であって申立人が著作者人格権を有すること、商標権者が相

手方彦根市であること、著作権者（但し(2)についての点を除く。）が相手方国宝・彦根城築城400年

祭実行委員会（以下「相手方委員会」という。）であることをそれぞれ相互に確認する。 

(2) 申立人と相手方らは、別紙イラストの翻案権、二次的著作物利用権が申立人と相手方委員会のい

ずれに属するかにつき不分明の点があることを相互に確認する。 

2  申立人と相手方らは、別紙イラスト及び相手方彦根市が商標登録した「ひこにゃん」の正当な使用

を図るため、1(2)の点にもかんがみ、以下の点につき合意する。 

(1)ア 相手方ら（相手方委員会の解散後は相手方彦根市）は、別紙イラストの適正な管理に努めるとと

もに、申立人に対し、相手方委員会（同委員会から別紙イラストの著作権を取得した者を含む。

以下同様）が、別紙イラスト以外の図案（別紙イラストに類似し、その使用が著作者人格権及び

翻案権を侵害すると当事者のいずれかが思料するもの）につき、相手方らが行う行事のシンボル

マーク等として使用許諾しない。 

  イ 相手方らは、申立人に対し、平成二〇年から平成三九年まで、毎年一月末日限り、当該年の前年

の一月一日から一二月三一日までの間に相手方委員会が別紙イラストにつき使用許諾をした第三

者につき、その名簿（番地を除く所在地、当該第三者の業種、許諾した内容の記載のあるもの）

を申立人に送付する方法（当該期間に前記許諾がなかった場合はその旨を通知する方法）で告知

する。 

(2)（略） 

(3)ア 相手方らは、申立人が、別紙イラストに類似する、同イラスト以外のイラストを用いて、別紙絵

本目録記載の絵本を出版、印刷し、またその広告をすることを認め、これに異議を述べない。 

  イ 相手方らは、申立人に対し、本日以降、申立人が、別紙イラストに類似する、同イラスト以外の

イラストを用いて、ア記載の絵本類似の絵本その他の著作物を創作することを認める。ただし、

申立人は、その公表をする際には、事前に、相手方らと誠実に協議する。 

  ウ 申立人は、相手方らまたはそのいずれかが、別紙イラストにつき、相手方らの有する著作権（翻

案権、二次的著作物利用権を含む。）ないし商標権の侵害があると思料する第三者（中略）に対

し民事上の請求をしたり告発等の刑事手続をする場合、これを妨害しない。 

(4)  相手方らは、申立人が、別紙イラストにつき、申立人の有する著作権（翻案権、二次的著作物利用

権を含む。）ないし著作者人格権の侵害があると思料する第三者に対し民事上の請求をしたり告発等

の刑事手続をする場合、これを妨害しない。 

(5) ただし、(3)、(4)の合意に関し、申立人及び相手方らは、申立人ないし相手方らが当事者となった

裁判上の紛争において、参加人あるいは利害関係人となった場合には、各自が自己に別紙イラストに

つき翻案権及び二次的著作権を有する旨主張することを相互に妨げない。 

(6)  申立人と相手方らは、将来、別紙イラストに関連する紛争が生じた場合は、誠意を持って協議する

こととし、当事者間の協議が整わない場合、その解決につき、当事者と利害関係のない第三者の仲介

もしくは裁判所における手続に委ねる。                ・・・ ＜以下省略＞ 
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アジア著作権協会事件 

１．事件の概要 

 

 

韓国作詞家・作曲家 

音楽出版社等 

 

 

第 1審原告 

㈱アジア著作権協会 

 

 

第 1審被告 

㈱第一興商 

 

韓国の作詞・作曲家 

 

 

 

ＴＭＡ社 

著作権譲

渡・信託譲渡 

損害賠償請求 

信託譲渡 

再信託譲渡 

原権利者の 

確認書 A,B,C,D 
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アジア著作権協会事件 

２．事件の経緯 

 

(1)平成 13・3・26 韓国で TMA 社設立 

 

(2)平成 14・6・28 一審原告 著作権等管理事業者登録 

 

(3)平成 14・10.17 TMA 社と一審被告間で著作権信託契約締結 

 

(4)平成 15・9・18 TMA 社と一審被告間で著作権信託契約締結 

 

(5)平成 16・8・31 原告 被告に対して訴提起（9 億 7578 万 6000 円の著作権

侵害に基づく損害賠償請求） 

 

(6)平成 17・7〜17・11 原権利者の確認書 C作成 

 

(7)平成 18・2〜18・3 原権利者の確認書 A作成 

 

(8)平成 18・7・14 TMA 社から一審原告に対して TMA・原告間契約解除通知 

 

(9)平成 18・10・4 TMA 社解散決議 

 

(9)平成 19・3・28 TMA 社解散結了登記 

 

(7)平成 19・4〜19・6 原権利者の確認書 B作成 

 

(8)平成 22・2・10 第一審判決（2300 万 5495 円一審原告請求認容―作詞 271

曲・作曲 247 曲） 

 

(9) 平成 22・7・6 原権利者の確認書 D 提出 

 

(10) 平成 24・5・31 控訴審判決（642 万 6464 円一審原告請求認容―作詞 37 曲・

作曲 123 曲） 
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アジア著作権協会事件 

3．事件の争点と裁判所の判断 

 
１ 一審原告による本件著作権の管理権限の有無 

（１）本件の準拠法（ＴＭＡ・原告契約に適用される法律）―日本の旧信託法（P８） 

（２）平成１８年（２００６年）７月１４日付けでＴＭＡ社代表者から一審原告に対し

てなされたＴＭＡ・原告契約の解除（約）通知により平成１５年（２００３年）９月１

８日付けでなされたＴＭＡ・原告契約はその約定期限である平成１９年（２００７年）

３月３１日限りで終了したか ー 終了した（P８） 

（３）ＴＭＡ・原告契約の終了によりＴＭＡ社の一審原告の受託財産である原権利者の

有する著作権（複製権・公衆送信権）は直ちに委託者であるＴＭＡ社に移転したか ー 

移転した（P９） 

（４）信託契約が終了したとしても残存信託財産中に未収財産（損害賠償請求権）があ

るから信託受託者である原告が未収財産を受益者に移転するまでは，信託は存続すると

擬制され（法定信託。旧信託法 63 条）、原信託が延長されるので、ＴＭＡ・原告契約

が解除されても、原告は本件楽曲使用料を回収するまで、本件著作権の管理権限を有す

るか ー 有しない（P１０） 

（５）一審原告と原権利者との直接契約により、一審原告は本件損害賠償請求権を有す

るか ー 一部有する（P１０） 

 

２ 損害額 

（１）準拠法 － 日本法（P１５） 

（２）損害額は、原告規定により算定すべきか － 相当でない（P１５） 

（３）複製権侵害を基準として損害額を計算すべきか － 適切ではない（P17） 

（４）損害額を JASRAC 規定により算定すべきか － 算定すべき（P19） 

（５）損害額を JASRAC 規定により算定する場合、包括的利用許諾方式により算定す

べきか、個別課金方式により算定すべきか － 個別課金方式（P１９） 

 具体的計算（P２１）：一審被告において，請求対象期間における請求対象楽曲１２

９７曲の総アクセス回数は２５３万９２４１回であったと認められる。 

２５３万９２４１回×（３７＋１２３）／１２９７曲×２０円＝６２６万４８９６円 

３ 過失相殺 

 一審被告による著作権侵害が成立するとしても，一審原告が，その権限について時宜

に適った方法で被告又はＡＭＥＩに合理的な説明を行わず，また，根拠を示さなかった

結果であるとして，過失相殺が認められるか －認められない（P２２） 

４ 権利濫用・禁反言 

 一審原告は，平成１４年の韓日著作協会時代は準備期間中であったことを前提に，平

成１５年６月に再び被告やＡＭＥＩに連絡を取ってきているから、同月より以前の期間

について著作権侵害を主張し損害賠償を求めることは，禁反言の法理に反し，また，権

利濫用であるか － 時機に後れた攻撃防御方法に該当し却下（P２２） 

５ 不当利得（予備的請求） 

 仮に，一審被告について過失が認められないとしても，一審被告は，法律上の原因な

く一審原告の管理する著作権を無断で利用することによって，利益を受け，そのために

原告に著作権使用料相当額の損失を及ぼしたから、不当利得（７０３条）に基づき，著

作権使用料相当額の返還義務を負うか ― 原告適格を欠く（P22） 
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アジア著作権協会事件 

５．論点１(4)の法定信託についての第一審と控訴審の違い 

 

第一審 控訴審 
 信託が終了した場合，残存する信託財産が帰

属する主体については，信託行為において，残

存信託財産の帰属権利者を定めているときは，

その指定された者が帰属権利者となるとされ

る（旧信託法６２条。韓国信託法６０条。なお，

残存信託財産中に，未収財産のある原信託の受

益者も，特に制限する事由のない限り，指定さ

れた帰属権利者に該当すると解される。）。ま

た，信託が終了した場合，上記の帰属権利者の

利益を保護し，信託事務の残務処理を完全なも

のにするため，信託関係は，信託財産がその帰

属権利者に移転するまでは，なお存続するとみ

なされるが（旧信託法６３条，韓国信託法６１

条），このいわゆる法定信託については，帰属

権利者が，上記の指定された帰属権利者である

場合には，受託者が既存の信託における清算段

階の事務を行うことになるから，原信託の延長

として，従前の信託関係が存続するものと解す

るのが相当である。そして，この場合，受託者

の職務権限は，基本的には従前と変わらないも

のの，法定信託の目的が，帰属権利者に対して

残余財産を移転することであるから，その範囲

内における残務の処理，信託財産の帰属権利者

（受益者）への移転，対抗要件の具備，それら

が完了するまで信託財産を保存し，適切に収益

を上げること（ただし，直ちに回収し得ないよ

うな条件で投資してはならないとされる。）に

限定されると解される。本件において，信託契

約である原権利者・ＴＭＡ契約では原権利者

が，また，ＴＭＡ・原告契約ではＴＭＡが，そ

れぞれ各契約の受益者に該当するところ，本件

訴訟において請求されている，請求対象期間に

おける請求対象楽曲の著作権に対する侵害に

基づく損害賠償請求権は，残存信託財産中に存

する未収財産であり，これは，上記各契約にお

ける各受益者に対して，順次移転されるべき財

産であるから，上記各受益者は，「残存信託財

産中に未収財産のある原信託の受益者」であ

り，信託行為中に指定された帰属権利者に該当

するというべきである。 したがって，原権利

者・ＴＭＡ契約及びＴＭＡ・原告契約における

信託の終了については，残存信託財産が帰属権

利者に移転するまで，原信託の延長としての法

定信託が存続すると解するのが相当である。 

一審原告は，平成１９年３月３１日の経過によ

り，ＴＭＡ・原告契約に基づく本件著作権と一

審被告に対する損害賠償債権（請求権）の管理

権限を全て失ったと認めるのが相当であり，信

託契約が終了した後の法定信託の性質をどの

ように解するかによって，上記結論に直ちに影

響が及ぶものとは解されない。 

 また，一審原告は，本件において，帰属権利

者（原権利者）による，使用料相当額を早く回

収したいとの意思を尊重すべき旨主張するが，

原権利者はＴＭＡ・原告契約の当事者ではない

のみならず，ＴＭＡ・原告契約につき解除（約）

通知がされてから同契約の終了の効果が発生

するまでに８か月以上の期間があったことか

らすれば，一審原告の上記主張は採用すること

ができない。 

 このほか，一審原告は，法的安定性について

は時効の制度があり，時効が成立しないにもか

かわらず権利者の権利行使の方法の選択を妨

げることは，むしろ法秩序を害するなどと主張

するが，消滅時効制度は，存在する権利が一定

期間行使されないことにより消滅するという

制度であって，信託契約終了後において受託者

が有する権利義務の範囲とは関係がなく，一審

原告の上記主張は採用することができない。 

（イ）一審原告は，自身はＴＭＡ社を経由せず

とも原権利者と容易に連絡を取ることができ

る状況にあり，また，原権利者が外国において

訴訟を提起することは非常に困難であるから，

一審原告が当然に著作権使用料の回収に当た

るのが原権利者の合理的意思に合致する旨主

張する。 

 しかし，前記のとおり，ＴＭＡ・原告契約の

終了（平成１９年３月３１日の経過）により，

一審原告は，ＴＭＡ・原告契約に基づく本件著

作権と一審被告に対する損害賠償債権（請求

権）の管理権限を全て失ったものであって，こ

の点は，一審原告が主張する上記事情によって

影響を受けるものではなく，一審原告の上記主

張は理由がない。 

オ 以上によれば，本件著作権の管理権限につ

いては，本件訴訟の対象たる損害賠償請求権も

含め，ＴＭＡ・原告契約によるものは，一審原

告はこれを一切有しないというべきである。 
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アジア著作権協会事件 

 

6．原告規定と JASRAC 規定の違い（１） 

原告規定 JASRAC 規定 

（ア）業務用通信カラオケに著作物を利用す

る場合の使用料は，次の（イ）と（ウ）の合

計額に消費税額を加算した額とする。 

（イ）基本使用料 

 基本使用料は，著作物の数によって１か月

ごとに定めるものとし，次のとおりとする。 

 著作物の数１０００曲まで，月額基本使用

料１０万円 

 著作物の数２０００曲まで，月額基本使用

料２０万円 

（以下略） 

（ウ）利用単位使用料 

 利用単位使用料は，端末機器１台につき１

か月ごとに定めるものとし，次のとおりとす

る。 

 端末機器の数１台～５０００台，１台当た

り月間使用料５００円 

（略） 

 端末機器の数１４万１台～１５万台，１台

当たり月間使用料２１０円 

 端末機器の数１５万１台以上，１台当たり

月間使用料２００円 

ア 業務用通信カラオケに著作物を利用す

る場合の使用料は，次の（イ）と（ウ）の合

計額に消費税を加算した額とする。 

イ 基本使用料 

〔１〕包括的利用許諾方式 

 業務用通信カラオケ事業者が設定してい

るアクセスコード数によって１か月ごとに

定めるものとし，月額使用料は，次のとおり

とする。なお，アクセスコード数とは，業務

用通信カラオケにおいてそのリクエストの

ために１楽曲データごとに付与されている

楽曲コードの総数をいい，使用料の算出に当

たっては，当該コード数に９７／１００を乗

じた数とする。 

 アクセスコード数５００コードまで，月額

使用料５万円 

（略） 

 アクセスコード数２万コードまで，月額使

用料２６０万円 

 アクセスコード数２万コードを超える場

合，２０００コードまでを増すごとに加算す

る額２０万円 

〔２〕 個別課金方式 

 通信カラオケ事業者が利用できる状態に

置かれている著作物の数によって１か月ご

とに定めるものとし，月額使用料は，再生さ

れるべき時間が５分までの著作物１曲につ

き２００円とする。 

ウ 利用単位使用料 

〔１〕包括的利用許諾方式 

 サーバー，端末機械等（以下「受信装置」

という。）１台につき１か月ごとに定めるも

のとし，月額使用料は，情報料を課すべき受

信装置１台当たりの月間の情報料の１０／

１００の額又は９５０円のいずれか多い額

とする。ただし，情報料の１４／１００の額

が９５０円を下回る場合は，その額又は６５

０円のいずれか多い額とする。なお，「情報

料」とは，業務用通信カラオケを利用するに

当たり，受信先において通常支払うことが必

要とされる，受信等に伴う対価（消費税を含 
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6．原告規定と JASRAC 規定の違い（２） 
 

原告規定 JASRAC 規定 

 まない。）をいう。情報料が不明の場合は，

業務用通信カラオケ事業者が得る受信装置

１台当たりの情報料収入に１７０／１００

を乗じた額を情報料とすることができる。 

〔２〕 個別課金方式 

 業務用通信カラオケ事業者が，通信カラオ

ケ事業所に設置された受信装置へのアクセ

スコードの入力に応じ，演奏に供する著作物

を１曲１回提供する（公衆送信であるか複製

物によるかを問わない。）ごとに定めるもの

とし，その使用料は，再生されるべき時間が

５分までの著作物１曲につき４０円とする。 

エ 備考 

〔１〕 （イ）〔１〕及び（ウ）〔１〕の規程

を適用する場合において，月間の利用単位使

用料の総額の２５／１００の額が月額基本

使用料を下回る場合の月額基本使用料は，ア

クセスコード数にかかわらず，その利用単位

使用料の総額の２５／１００の額とする。月

額基本使用料と月間の利用単位使用料の総

額の合算額が５万円を下回るときは，５万円

を当該月の使用料とする。 

〔２〕 （イ）〔２〕又は（ウ）〔２〕の規程

を適用する場合において，次のいずれかに該

当するときは，それぞれ次のとおりとする。 

ａ 再生されるべき時間が５分を超える場

合は，５分までを超えるごとに５分までの使

用料に（イ）〔２〕の規程の場合は２００円

を，（ウ）〔２〕の規程の場合は４０円を，そ

れぞれ加算する。 

ｂ 歌曲において，楽曲に著作権がない場合

又は著作権が本協会の管理外の場合は，１曲

の使用料の６／１２とする。歌曲において，

歌詞の著作権が本協会の管理外の場合は，１

曲の使用料の６／１２とする。 

〔３〕著作物の利用形態など特別の事情によ

り本料率により難い場合の使用料は，本料率

の範囲内で，利用者と協議の上定めることが

できる。 
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韓国楽曲カラオケ事件 

１．事件の概要 

 

原告 

韓国の作詞・作曲家 

 

JASRAC 

 

被告 

第一興商 

 

被告 

エクシング 

 

韓国音楽著作権協会 

（KOMCA） 

 

JAX 
 

JLS 

 

タイトー 

相互管理契約 

損害賠償請求 

損害賠償請求 

吸収合併 吸収合併 

会社分割 

信託譲渡 
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韓国楽曲カラオケ事件 

２．事件の経緯 

 

（１）原告ら９人は，昭和４７年（１９７２年）から平成１７年（２００５年）６月
までの間，各楽曲（本件各楽曲）を作詞又は作曲し，これを発表した。 

（２）原告らは，昭和５５年（１９８０年）1 月２５日から平成１５年（２００３年）

９月１９日の間において、社団法人韓国音楽著作権協会（「ＫＯＭＣＡ」）との間で，Ｋ

ＯＭＣＡが制定した著作権信託契約約款に基づいて，原告らの作詞又は作曲に係る楽曲

について著作権信託契約（「本件各信託契約」）を締結した。 

（３）ＫＯＭＣＡは，昭和４８年（１９７３年）３月７日，ＫＯＭＣＡとその会員との

間で締結する著作権信託契約の内容を定めることを目的として，著作権信託契約約款を

制定した。 

 その後，著作権信託契約約款は，昭和６１年（１９８６年）７月４日，昭和６２年（１

９８７年）２月２３日，平成３年（１９９１年）６月２１日，平成５年（１９９３年）

５月１７日，平成７年（１９９５年）３月１８日，平成１１年（１９９９年）１月２０

日，平成１４年（２００２年）１２月３０日及び平成２１年（２００９年）３月１８日

にそれぞれ変更されており，また，その変更（ただし，昭和６１年７月４日の変更を除

く。）（「文化体育観光部」）の承認を受けている。（以下，著作権信託契約約款について，

制定の年又は変更の年に従って，それぞれを「昭和４８年約款」（制定時のもの），「昭

和６１年約款」のようにいい，また，これらの各約款を総称して「本件各約款」という

場合がある。） 

（４）ＫＯＭＣＡとＪＡＳＲＡＣは，平成１９年（２００７年）１２月１０日，ＫＯＭ

ＣＡが管理する韓国の楽曲の日本国内における管理をＪＡＳＲＡＣが行い，ＪＡＳＲＡ

Ｃが管理する日本の楽曲の韓国国内における管理をＫＯＭＣＡが行う旨の相互管理契

約（以下「本件相互管理契約」という。）を締結し，同契約は，平成２０年（２００８

年）１月１日，発効した。 

（５）被告第一興商は、業務用通信カラオケ装置の端末機（「端末機」）を平成６年（１

９９４年）から平成１９年（２００７年）１２月３１日までの間に日本国内で製造，販

売した。 

（６）株式会社タイトー（「タイトー」）は，平成４年（１９９２年）から平成１８年（2006

年）７月２日までの間に端末機を製造販売した。 

（７）タイトーは，平成１８年（２００６年）７月３日，新設分割の方法により株式会

社ＪＡＸ（以下「ＪＡＸ」という。）を設立し，その後，被告エクシングは，平成１９

年（２００７年）４月１日，ＪＡＸを吸収合併した。 

（８）株式会社ＪＬＳ（「ＪＬＳ」）は，平成７年（１９９５年）から平成１８年（２０

０６年）６月３０日までの間，日本国内で「孫悟空（ＳＯＮＧＯＫＵ）シリーズ」の機

種名の端末機（以下「ＪＬＳ端末機」という。）の製造，販売を行った。 

（９）被告エクシングは，平成１８年（２００６年）７月１日，ＪＬＳを吸収合併した。 

（１０）原告らは、被告らに対し、平成２１年（２００８年）、本件楽曲の複製件侵害

及び公衆送信権侵害による損害賠償請求の本訴を提起した。 

（１１）東京地方裁判所は、平成２４年３月２２日、原告らの請求をいずれも棄却する

判決をくだした。 
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韓国楽曲カラオケ事件 

 

３．事件の争点 

 
（１）被告らの複製権侵害及び公衆送信権侵害の有無等 

 

 ア 本件の準拠法 

 

 イ 被告エクシングは、JAX を吸収合併したことにより、タイトーの損害賠償債務

を承継したか。 

 

 ウ JLS は原告らに対して損害賠償債務を負い、被告エクシングは JLS を吸収合併

することによりその損害賠償債務を承継したか。 

 

（２）本件相互管理契約発効前における本件各楽曲の著作権の信託譲渡の有無 

 

（３）原告らの損害額 

 

４．裁判所の判断 

裁判所は（１）アと（２）のみを判断し、以下のように判示した。 

 

（１）準拠法（P１０） 

本件においては，原告らとＫＯＭＣＡとの間の信託譲渡に伴う本件各楽曲の著作権の帰

属について争いがあるところ，信託譲渡に伴う著作権の帰属について適用されるべき準

拠法を決定するに当たっては，信託譲渡の原因関係である法律行為と，目的である著作

権の物権類似の支配関係の変動とを区別し，それぞれの法律関係について別個に準拠法

を決定すべきものと解する。 

 すなわち，本件の著作権の信託譲渡の原因行為である法律行為の成立及び効力につい

ては，通則法附則３条３項により，なお従前の例によることとされた同法による改正前

の法例７条（以下，単に「法例７条」という。）によって適用されるべき準拠法を決定

し，本件著作権の譲渡（移転）の第三者に対する効力に係る物権類似の支配関係の変動

について適用されるべき準拠法は，保護国の法令である我が国の著作権法が準拠法とな

るものと解される（東京高等裁判所平成１３年５月３０日判決（平成１１年（ネ）第６

３４５号）参照）。 そして，原告らとＫＯＭＣＡが著作権信託契約約款に基づき締結

した本件各信託契約は，韓国人である原告らと韓国の著作権管理団体であるＫＯＭＣＡ

が韓国で締結した契約であり，原告らとＫＯＭＣＡとの間には，著作権信託契約の成立

及び効力についての準拠法は韓国の法律とする旨の合意が存在するものと認められる

から，法例７条１項により，その準拠法は，韓国の法律である。 

 

（２）本件相互管理契約発効前における本件各楽曲の著作権の信託譲渡の有無（P１０

以下） 

平成１４年約款は，信託譲渡の対象となる信託財産の範囲について，地域的なものを含

めて何らの制限をすることなく，委託者が現に保有するすべての音楽著作物の著作権及

び将来保有することになるすべての同著作権をその対象とすることを定めたものと解

される。 

 また，平成１４年約款２条１項と同様の規定が，昭和４８年約款２条，昭和６１年約
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款２条，昭和６２年約款２条１項，平成１１年約款２条１項にも置かれており，これら

の各約款にも，信託譲渡される著作権の範囲及び内容を制限することを定めた明文の規

定がないことに照らすならば，上記各約款は，平成１４年約款と同様，委託者が現に保

有するすべての音楽著作物の著作権及び将来保有することになるすべての同著作権を

その信託譲渡の対象とすることを定めたものと解される。 

 そうすると，原告らが，ＫＯＭＣＡとの間で，著作権信託契約約款（昭和４８年約款，

昭和６１年約款，昭和６２年約款，平成１１年約款又は平成１４年約款）に基づいて本

件各信託契約をそれぞれ締結したことにより，本件相互管理契約発効前の各契約締結時

点で，原告らが保有するすべての音楽著作物の著作権及び将来保有することになるすべ

ての同著作権が原告らからＫＯＭＣＡへ信託譲渡されたものと認められ，その信託譲渡

の対象には本件各楽曲の著作権も含まれるから，本件各楽曲の著作権は，本件相互管理

契約発効前に原告らからＫＯＭＣＡへ信託譲渡されたものと認められる。 
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