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　日々お客様と接する皆様のお役に立てたらこれ以上の喜びはありません。
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契約時にきちんとご説明することが大事ですね。

そもそも、契約時にプランナーは契約内容をどの範囲までご説明すべきなのでしょうか？

受注する際に説明しなければならないことはとても多く、その中で「契約内容」をどこまで

説明しておくべきか悩ましいですね。実は、平成27年に東京都消費者被害救済委員会が発表した、

「プランナーによる約款の説明が十分であったかどうか」が争われたこんな事例があるのです。
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第 1章　結婚式で『あるあるな権利関係』を理解しトラブルを未然に防ごう
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Q4.
「持ち込み規制」「チャペル内の撮影は禁止」
「六つ切り写真のデータは渡さない」などのルールを
説明するときに気を付けなければいけないことはある？

　新郎新婦にとって、結婚式の契約をすることは「初めて」のことばかりです。
　ブライダル業界で働く私たちにとっては当たり前のルールや慣習が、新郎新婦にとっては想像もできないこと
である場合がありますので、しっかりと契約前（商品ご決定前）に伝えることは不可欠です。
「事前に」というのが一番大切です。以下に詳しく解説いたします。

A4.「事前に」「自信を持って」お伝えしましょう。

解説

【事前に】
　新郎新婦にとって不利益な情報を「事前に」お伝えしなかったことで、新郎新婦に誤解を与えて契約を
した場合には、法律上、新郎新婦に「契約を取り消す権利」が与えられる危険性があります（消費者契約
法第４条第２項「不利益事実の不告知」※）。
　新郎新婦から「聞いていません」「説明を受けていません」というお言葉を頂かないように、しっかりと
ご説明しましょう。

【自信を持って】
　大原則として「事業者はサービスの内容や、価格、その他条件を、自由に決めることができます」（営業の自由）。
　たとえば多くの会場が導入する「持ち込み規制」のルールについても、その目的が「衛生管理」、「結婚式当日
の円滑な進行」または「（提携手数料がもらえないという）経済的な事情」などいずれであったとしても、そも
そも自由ですから、持ち込みを規制するルールを設定しそれを運用すること自体は、法的には問題ありません。
＊＊＊たとえば＊＊＊

　高級レストランの「ドレスコード」、温泉施設の「刺青のある方は入浴禁止」などのルールがこれにあたります。
　そのルールがあまりにその施設を利用するお客様の利益を一方的に害する場合には、「消費者契約法第10条
※に触れるのでは？」という議論が出てくる余地がありますが、今回のご質問のように業界内の一般的なルール
であれば、筆者としてはまずリスクはないと考えます。
　ただ、次の点については考えなければなりません。

【新郎新婦にとってよいサービスか？】
　法律の問題とは別に、「既存のルールが果たして新郎新婦に評価いただけるのか？」と
いう視点は大事にしないといけません。もし「ルールが設定されている理由をうまく説明
できないなあ」というお悩みを抱えているとすると、それは「そもそも必要なルールなの
か？」を考えるきっかけなのかもしれません。

補足あり35ページ参照

この事例において東京都消費者被害救済委員会は、以下のように事業者の主張をほぼ認めませんでした。

「一般的な消費者（筆者注：新郎新婦は法律上「消費者」と呼ばれます）は、自ら約款を読んだとしても、

その内容を理解するのは難しい。また、本件約款で規定するキャンセル料の計算方法を口頭で説明さ

れても、非常に複雑で、初めて聞くこともあって、一般的な消費者は理解できないであろう。ましてや、

本件結婚式場契約を契約後すぐにキャンセルした場合、キャンセル料がいくらになるかが直ちに分か

るということは考えにくい。」

　（平成27年7月東京都消費者被害救済委員会「結婚式場の申込金返還に係る紛争案件報告書」より引用）



お客様へのご説明例

『法律で音楽著作権という権利が規定されていて、

その権利者が結婚式で音楽を使用する場合のルールを設定しているからです。』
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　実は、「音楽」には法律上、様々な権利が認められています（「狭い意味での著作権」「著作隣接権」などがそれに
あたりますが、本書では極力簡単な言葉でご説明します。）。音楽は、豊かな才能をもち、努力を重ねてきたアーティ
ストと、そんなアーティストを支えるレコード会社等が創り出しています。

　法律では、そんな彼らにいくつかの権利を与え、守っているため、音楽を結婚式で無断で使用すると、それらの権
利を害してしまう場合があるのです。そこで、多くのアーティストやレコード会社等から委託を受けて、JASRAC や
日本レコード協会等の管理団体は「結婚式音楽を使用する場合のルール」を定めています。結婚式で音楽を使用する
場合、そのルールにのっとる必要があるのです。

『音楽著作権』について結婚式に関係するところを中心にまとめます。

第 2 章『音楽著作権』についての質問の 95％を自分で答えられるようになろう

なぜお客様の好きな音楽を自由に使えないの？Q8. 

アーティスト（作詞・作曲者） レコード会社

A8.『音楽著作権』というカベがあるからです。

解説

木

葉

枝

著作権

演奏権

複製権

著作権とは、複数の権利（演奏権・複
製権など）の集合体を差した名称です。

POINT

（１）著作権とはなにか？
　著作権とは、それ自体がひとつの権利なのではなく、著作
権法に規定された複数の権利（※）の『集合体』を指した名
称です。たとえれば、１本の『木』にはたくさんの『枝』や『葉』
がついていますが、まとめて『木』と呼びますよね？この『木』
にあたるのが著作権で、『枝』や『葉』にあたるのが著作権
を構成する複数の権利だとイメージしてください。なお、こ
の『枝』や『葉』にあたる権利のうち、結婚式においては主
に「演奏権」と「複製権」の２つが関係してきます。
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【演奏権とは】
　「楽曲を一時的に演奏し使用する権利」をいいます。
　「演奏権」における「演奏」には、楽器を演奏したり、歌
唱したりすることの他、CD等を再生して流す行為全般があ
てはまります。
　結婚式においては、会場運営事業者が、挙式・披露宴にお
いてバンケット（宴会場）内に BGMとして楽曲を流す場合
にこの権利が関わってきます。

【複製権とは】
　「楽曲をCDやDVD等の媒体に固定する権利」をいいます。
　「複製権」における「複製」には、録音や録画その他の方
法によって有形的に再製する行為全般が当てはまります。
　結婚式においては、会場運営事業者が結婚式で使用するた
めの BGMを１枚の CDにまとめたり、映像制作事業者がプ
ロフィール映像やエンドロールに BGMを加えたり、結婚式
の様子をそこで演奏されていた楽曲とともに収録したりする
場合にこの権利が関わってきます。

（２）結婚式で音楽を使用するには
どうすればよいのか？
　会場運営事業者が自らが運営する結婚式場に音楽を流して
結婚式の演出をするにあたっては、「演奏権」をもつ権利者
から適正な許諾を得る必要があります。
　一方、映像制作事業者がプロフィール映像等を制作する上
で音楽を使用するにあたっては、「複製権」をもつ権利者か
ら適正な許諾を得る必要があります。
　なお、これらの許諾なく音楽が使用された場合には権利が
侵害されたこととなり、権利者は行為者に対して「音楽の使
用禁止」や「損害の賠償」を求めることができます。

（３）結婚式における音楽著作権関連図
　では、「演奏権」と「複製権」についての許諾は誰から得
る必要があるでしょうか？
　

　

　まず、「演奏権」については、原則としてその音楽を作っ
た作詞・作曲者に権利があるため、それら権利者から許諾を
得る必要があります。ただ、多くの権利者は自ら直接著作権
を管理するのではなく、ＪＡＳＲＡＣ（一般社団法人日本音
楽著作権協会）等に著作権を信託している（※１）ので、実
際の窓口はＪＡＳＲＡＣ等となります。

バンケット内にBGMとして楽曲を流す行為

BGMをCDにまとめる行為 プロフィール映像や
エンドロールにＢＧＭを加える行為

結婚式の様子をＢＧＭ
とともに収録する行為

使用
禁止 損害賠償

演奏権（作詞・作曲者）

複製権（作詞・作曲者＋レコード会社）

詳しく解説

〜♪
〜♪

楽曲を無断で使用すると……

注釈あり35ページ参照
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