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““““楽譜楽譜楽譜楽譜コピーコピーコピーコピーのののの驚驚驚驚きのきのきのきの実態実態実態実態”””” 
－－－－膨大膨大膨大膨大なななな量量量量のののの楽譜楽譜楽譜楽譜ががががコピーコピーコピーコピーされされされされ、、、、楽譜楽譜楽譜楽譜ののののコピーコピーコピーコピー利用利用利用利用はははは日常化日常化日常化日常化－－－－ 

 

【【【【調査要綱調査要綱調査要綱調査要綱】】】】 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
【【【【調査結果調査結果調査結果調査結果サマリーサマリーサマリーサマリー】】】】 

 

� 「「「「日常的日常的日常的日常的にににに音楽活動音楽活動音楽活動音楽活動をしているをしているをしているをしている」」」」のはのはのはのは全体全体全体全体のののの 1 割強割強割強割強、、、、またまたまたまた「「「「楽譜楽譜楽譜楽譜をををを日常的日常的日常的日常的によくによくによくによく利用利用利用利用してしてしてして
いるいるいるいる」」」」のはのはのはのは全体全体全体全体のののの 1 割弱割弱割弱割弱。。。。若若若若いいいい層層層層ほどほどほどほど音楽活動音楽活動音楽活動音楽活動のののの実施率実施率実施率実施率、、、、楽譜利用率楽譜利用率楽譜利用率楽譜利用率ともにともにともにともに高高高高いいいい注注注注 

 日常的に何らかの音楽活動をしているのは全体の 12.4%、音楽活動の実施率は 10代（15～19歳）
で 28.9％、20代で 16.9%と若い層ほど高い。また、楽譜を「良く利用している」は全体の 7.4％である。
音楽活動と同様に楽譜の利用率も若い層ほど高い。 
注: 当該調査結果は 58,783名から国内人口の男女別年齢構成比率に割り付けて抽出した 29,288名を調査対象とする。 
 
 
� 楽譜利用者楽譜利用者楽譜利用者楽譜利用者のののの 8 割以上割以上割以上割以上ががががコピーコピーコピーコピーしたしたしたした楽譜楽譜楽譜楽譜をををを利用利用利用利用しているしているしているしている 
 楽譜利用者の中で「全てがコピーした楽譜」を使っているのは 14.9%、「多くがコピーした楽
譜」であるのは 22.5％である。「コピーした楽譜を利用したことがない」のは 15.2%に過ぎず、
この半年間で全体の 8 割以上がコピーした楽譜の利用経験がある。楽譜のコピー利用が日常化し
ていることが示唆される。 
 
 
◆◆◆◆    楽譜利用者楽譜利用者楽譜利用者楽譜利用者のののの 4 人人人人にににに 1 人人人人はははは楽譜楽譜楽譜楽譜コピーコピーコピーコピーにににに対対対対するするするする違法性違法性違法性違法性のののの認識認識認識認識がないがないがないがない 
    「特別に認められた場合を除き、楽譜をコピーして利用することは違法になる」ことを「知
っている」は 40.8%、「何となく知っている」34.1%、「全く知らなかった」25.1％で 4人に
1人は楽譜コピーに対する違法性の認識がない。 
 
 
� 過去半年間過去半年間過去半年間過去半年間でででで 1 人平均人平均人平均人平均 11.2 曲曲曲曲、、、、41.3 枚枚枚枚のののの楽譜楽譜楽譜楽譜コピーコピーコピーコピー、、、、年間年間年間年間でででで 8,400 万曲万曲万曲万曲、、、、2 億億億億 6,000 万万万万枚枚枚枚

とととと試算試算試算試算 
 過去半年間で実際に楽譜コピーしたことある人の平均コピー曲数は 11.2曲、枚数は 41.3枚
であり、これをもとに試算すると、全国で年間 8,400万曲、2億 6,000万枚※の楽譜がコピー
されていることになる。 
 ※平均枚数から、法的に認められている小中高校の授業用に使われるコピーを除いて試算 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査は以下の要領で実施した。 
 
調査対象：全国の 15～69歳の男女 58,783名のうち、「楽譜を日常的によく利用している」2,649名、なお「音楽活動の

実施率・楽譜の利用率」については 58,783名から国内人口の男女別年齢構成比率に割り付けて抽出

した 29,288名を調査対象とする。 
 
調査対象とした楽譜の種類：一般の一曲ごとに販売されている楽譜に加え、音楽書籍などに掲載されている 

楽譜を含む。 
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不定期不定期不定期不定期
13.1%13.1%13.1%13.1%

2222ヶヶヶヶ月月月月にににに1111日程度日程度日程度日程度
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月月月月にににに数日数日数日数日, , , , 42424242....0000%%%%

月月月月にににに10101010～～～～20202020日間日間日間日間
程度 程度 程度 程度 24242424....1111%%%%

ほぼほぼほぼほぼ毎日毎日毎日毎日
17.0%17.0%17.0%17.0%

そのそのそのその他他他他
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【【【【 調査結果調査結果調査結果調査結果のののの概要概要概要概要 】】】】 
 
1. 音楽活動音楽活動音楽活動音楽活動のののの実施率実施率実施率実施率・・・・楽譜楽譜楽譜楽譜のののの利用率利用率利用率利用率注注注注 

～～～～若年層若年層若年層若年層ほどほどほどほど音楽活動音楽活動音楽活動音楽活動のののの実施率実施率実施率実施率・・・・楽譜楽譜楽譜楽譜のののの利用率利用率利用率利用率がががが高高高高いいいい注注注注～～～～ 

日常的に音楽活動を実施しているのは全体注 1 の 12.4%。10 代（15～19 歳）や 20 代の若年層での実

施率が高い。30代以降ではどの年代とも 1 割程度の人が実施しており、年代による差はない。また、楽譜

を「良く利用している」のは 7.4％、「たまに利用している」のは 9.8％である。楽譜の利用率も音楽活動の

実施率と同様に 10代から 20代の若年層で高い。 
注: 当該調査結果は 58,783名から国内人口の男女別年齢構成比率に割り付けて抽出した 29,288名を調査対象とする。 

 

 

2. 「「「「楽譜日常利用者楽譜日常利用者楽譜日常利用者楽譜日常利用者」」」」注注注注 1 のののの音楽活動音楽活動音楽活動音楽活動についてについてについてについて 

2-1. 音楽活動音楽活動音楽活動音楽活動のののの頻度頻度頻度頻度とととと楽譜楽譜楽譜楽譜のののの利用利用利用利用 

～～～～日常的日常的日常的日常的なななな楽譜利用者楽譜利用者楽譜利用者楽譜利用者のののの 8 割以上割以上割以上割以上がががが月月月月にににに 1 日以上音楽活動日以上音楽活動日以上音楽活動日以上音楽活動をををを行行行行っているっているっているっている～～～～ 

「楽譜日常利用者注 1」の音楽活動の頻度は、「ほぼ毎日」が 17％、「月に 10 日～20 日間程度」が

24.1%、「月に数日」が 42.0%で、8 割以上が月に 1 日以上の音楽活動を行っている。 

また、「楽譜日常利用者」が半年間で利用した楽譜の平均曲数は 23曲、楽譜の平均枚数は 31枚で

ある。 
 

 
図図図図 1．「．「．「．「楽譜日常利用者楽譜日常利用者楽譜日常利用者楽譜日常利用者」」」」のののの音楽活動音楽活動音楽活動音楽活動についてについてについてについて 

1 ヶヶヶヶ月月月月あたりどのぐらいのあたりどのぐらいのあたりどのぐらいのあたりどのぐらいの頻度頻度頻度頻度でででで音楽活動音楽活動音楽活動音楽活動をををを行行行行っているかっているかっているかっているか 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 1: 本調査対象 58,783名のうち、日常的に楽譜をよく利用すると回答した 2,649名（単数回答）  
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2-2. 過去過去過去過去半年間半年間半年間半年間ででででコピーコピーコピーコピーしたしたしたした楽譜楽譜楽譜楽譜のののの利用状況利用状況利用状況利用状況 

～～～～全体全体全体全体のののの 8 割以上割以上割以上割以上ががががコピーコピーコピーコピーしたしたしたした楽譜楽譜楽譜楽譜をををを使使使使ったことがあるったことがあるったことがあるったことがある～～～～ 

  「楽譜日常利用者」のコピーした楽譜の利用頻度は、「全てがコピーした楽譜」（14.9%）、「多くがコピ

ーした楽譜」（22.5％）、「コピーした楽譜とオリジナルの楽譜が半々」（18.7％）、「多くがオリジナルの楽

譜」（28.7％）、「コピーした楽譜は利用したことがない」（15.2％）である。全体の 8割以上がコピーした楽

譜を使った経験があり、楽譜のコピー利用が日常化していることが示唆される。 

 
図図図図 2．．．．過去半年間過去半年間過去半年間過去半年間ののののコピーコピーコピーコピーしたしたしたした楽譜楽譜楽譜楽譜のののの利用状況利用状況利用状況利用状況についについについについてててて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3. 楽譜楽譜楽譜楽譜ををををコピーコピーコピーコピーしたしたしたした理由理由理由理由 

    ～「～「～「～「購入購入購入購入するのがもったいないするのがもったいないするのがもったいないするのがもったいない」」」」などのなどのなどのなどの自己都合自己都合自己都合自己都合のののの理由理由理由理由がががが多多多多いがいがいがいが、、、、そのそのそのその他他他他のののの理由理由理由理由もあるもあるもあるもある～～～～ 

 「購入しなくてもコピーで充分」（37.3％）、「購入するのがもったいなかった」（17.9％）などやや自

己都合を優先させる理由が多いが、「コピーした方が使いやすかった」（38.9％）という使い勝手を

良くするためのコピー理由も多かった。 
                                                            図図図図 3．．．．楽譜楽譜楽譜楽譜ををををコピーコピーコピーコピーしたしたしたした理由理由理由理由についてについてについてについて 
 
 

2-4. 過去過去過去過去半年半年半年半年間間間間でででで楽譜楽譜楽譜楽譜ををををコピーコピーコピーコピーしたしたしたした総曲数総曲数総曲数総曲数・・・・総枚数総枚数総枚数総枚数 

～～～～コピーコピーコピーコピーしたしたしたした平均総曲数平均総曲数平均総曲数平均総曲数はははは 11.2 曲曲曲曲、、、、平均総枚数平均総枚数平均総枚数平均総枚数はははは 41.3 枚枚枚枚～～～～ 

 「楽譜日常利用者」のうち、過去半年間で実際に楽譜をコピーしたことのある人の平均総曲数は 11.2

曲、平均総枚数は 41.3枚だった。年代別にみても平均枚数には大きな差はない。 
 
 

2-5. 楽譜楽譜楽譜楽譜ののののコピーコピーコピーコピーのののの違法性違法性違法性違法性にににに対対対対するするするする認識認識認識認識 

～～～～楽譜利用者楽譜利用者楽譜利用者楽譜利用者のののの 4 人人人人にににに 1 人人人人はははは楽譜楽譜楽譜楽譜コピーコピーコピーコピーにににに対対対対するするするする違法性違法性違法性違法性のののの認識認識認識認識がないがないがないがない～～～～ 

    「特別に認められた場合を除き、楽譜をコピーして利用することは違法になる」ことを

「知っている」は 40.8%、「何となく知っている」34.1%、「全く知らなかった」25.1％で 

4人に 1人は楽譜コピーに対する違法性の認識がない。 

 

 

 

コピーコピーコピーコピー はははは利用利用利用利用しししし

たことないたことないたことないたことない

15 .2%15 .2 %15 .2 %15 .2 %

多多多多くがくがくがくがオリジナオリジナオリジナオリジナ

ルルルル（（（（ コピーコピーコピーコピー少少少少なななな

いいいい） ）  ）  ）  28282828 ....7777 %%%%

コピーコピーコピーコピー ・・・・オリジオリジオリジオリジ

ナルナルナルナル半半半半々々々々

18 .7 %18 .7 %18 .7 %18 .7 %

多多多多くがくがくがくがコピーコピーコピーコピー

22 .5%22 .5%22 .5%22 .5%

全全全全てがてがてがてがコピーコピーコピーコピー

14 .9%14 .9%14 .9%14 .9%
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7.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

購入しなくてもコピーで充分だった

購入するのがもったいなかった

楽譜が売っていなく、手に入らなかった

コピーした方が使いやすかった

学校の授業や学校行事で利用

サークルメンバーや学校のクラブ活動などに配付

個人的に教えている生徒に配布

その他

注 2: 本調査対象 58,783名のうち、日常的に楽譜をよく利用すると回答した 2,649名（単数回答） 
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注 3: 本調査対象 58,783名のうち日常的に楽譜をよく利用するとした 2,649名のなかで、過去半年間で
実際に楽譜をコピーしたことがあると回答した 1,537名（複数回答） 
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2-4. 過去半年間過去半年間過去半年間過去半年間でででで楽譜楽譜楽譜楽譜ををををコピーコピーコピーコピーしたしたしたした総曲数総曲数総曲数総曲数・・・・総枚数総枚数総枚数総枚数 

   ～～～～コピーコピーコピーコピーしたしたしたした平均総曲数平均総曲数平均総曲数平均総曲数はははは 11.2 曲曲曲曲、、、、平均総枚数平均総枚数平均総枚数平均総枚数はははは 41.3 枚枚枚枚～～～～ 

   「楽譜日常利用者」のうち、過去半年間で実際に楽譜をコピーしたことのある人の平均総曲数は 11.2

曲、平均総枚数は 41.3枚だった。年代別に見ても平均枚数には大きな差はない。 

 

2-5. 楽譜楽譜楽譜楽譜ののののコピーコピーコピーコピーのののの違法性違法性違法性違法性にににに対対対対するするするする認識認識認識認識 

    ～～～～楽譜利用者楽譜利用者楽譜利用者楽譜利用者のののの 4 人人人人にににに 1 人人人人はははは楽譜楽譜楽譜楽譜コピーコピーコピーコピーにににに対対対対するするするする違法性違法性違法性違法性のののの認識認識認識認識ががががないないないない～～～～ 

   「特別に認められた場合を除き、楽譜をコピーして利用することは違法になる」ことを｢知っている｣は

40.8%、「何となく知っている」34.1%、「全く知らなかった」25.1％で 4 人に 1 人は楽譜コピーに対する

違法性の認識がない。 

  
図図図図 4．．．．楽譜楽譜楽譜楽譜コピーコピーコピーコピーのののの違法性違法性違法性違法性にににに対対対対するするするする認識認識認識認識 
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注 5: 本調査対象 58,783名のうち、日常的に楽譜をよく利用すると回答した 2,649名（単数回答）  

 

2-6. 年間楽譜年間楽譜年間楽譜年間楽譜コピーコピーコピーコピー数量試算数量試算数量試算数量試算 

～～～～1 年間年間年間年間にににに楽譜楽譜楽譜楽譜ががががコピーコピーコピーコピー利用利用利用利用さささされるれるれるれる量量量量はははは 8,400 万曲万曲万曲万曲、、、、2 億億億億 6 千千千千万万万万枚枚枚枚とととと試算試算試算試算～～～～ 

        本調査結果から、全国で 1 年間に楽譜がコピーされる数量を試算すると（小中高校の授業用コピーを

除く）、8,400万曲、2 億 6 千万枚になる。全てが違法コピーというものではなく、合法的なものも含まれ

ているが、楽譜利用者において、コピー利用が日常化しており、現状で膨大な量の楽譜がコピーされ

ているものと推察する。 
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