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  著作権教育授業実践のきっかけ 
 

中学校音楽 
創作活動 

（作曲ソフト使用） 

 

既存曲や，友達の
作品，ネット上の
データを，簡単に
自分の作品として
しまう生徒の存在 

 

p作曲する苦労を体験することで，作品を生み
出す大変さを実感できる機会である。 
 
p自分の創作したものにも著作権が生まれ，著    
作者となる機会である。 
 
 

 

授業実践へ 

 



  

  

アンケート（中学２年生１５６名調べ） 
 

ó著作権を知っていますか。 

 

 

ó著作権について具体的に知っていることは何ですか。 

 

 

ó著作権はなぜあると思いますか。 

            

 



  

  

著作権を知っていますか？（生徒１５６名調べ） 

知っている
35%

少しならわかる
42%

知らない
23%

知っている 

少しならわかる

知らない



  

  

著作権について具体的に知っていること
は何ですか。 

（ ）知っている 少しならわかると解答した１１９名

本，ＤＶＤ，ＣＤ，ゲームカセット，写真などを改造したり，ネットにのせ

て広めるのをふせぐ。 ５

絵や文章などの作品を作った人の許可を得ずに勝手に自分が作ったと表記し

たり，ネットなどのいろいろな場所に流すことをやめさせる。 ６

作ったひとの権利を守る。 ２

著作権を守らないと著作権侵害の罪になる。 ４

歌手とかが歌をつくったら，２０年か３０年くらいたたないと無断で使えな

い。→ 正しくは５０年 ４

勝手に他の人が作ったものを許可なく使ってはいけない。 ３８

どの作品にもついている。 ３

人の作品を勝手にまねしてはいけない。 ２４

インターネット上のトラブル ４

法律で犯してはいけないと定められている。 ３

勝手に他人の曲や本を使って商売をしてはいけない。 ５

コピー厳禁 １２

知的財産権の一つ。著作者が自分で作ったもので金儲けしてもいい。 １

中国，韓国あたりで日本の製品をぱくりまくっている。 １

文学美術など作品の制作者の許可なく，複写，上映，公開を禁止 １

無回答 ６



  

  

（知っている 少しならわかると解答した１１９名）

わからない 無回答 ２３

作った人に不快感を与えないように （気持ちを守る） １１。

作った人の利益を守るため １３

偽物がでまわらないようにするため 悪用をふせぐため ８

個人の権利を守るため ２３

作品を守るため ４

まねされないようにするため ２２

個性を守るため 自分でつくってほしいから ６

トラブル防止 ２

人のモラル ２

プライドを守るため プライバシーを守る など ５

著作権はなぜあると思いますか。 



  

  

アンケートから気づいたこと 
ó ８０％近くの生徒が「著作権」について知っていると
思っている。 

 

ó 「著作権」の内容についてはおおまかな理解をして 

 いる。 

 

óなぜ「著作権」があるのかは無回答が増えた。しかし、
５０％の生徒は知識を持っている。 

 

 



  

  

授業の方向性 
ó 「著作権」の内容を紹介するだけではない。 

 

ó 「個人の権利」等の抽象的な言葉でとらえるのではなく，
もっと身近なものとしてとらえられるような展開 

 

ó創作活動の経験を生かせる展開 



  

  

○生徒各々の作品に著作権が生まれる機会を活用し，
「著作権」を机上の理論ではなく身近なものとして感じ
させ，なぜ著作権を守っていくことが大切なのかを考
えさせる。 

 

 

○著作権に関する法律を知識として持つだけではなく，
創作経験を生かし，創作者の立場にたった正しい判
断ができるようにする。 

 



  

  

授業実践 

     「著作権は本当に必要なのか。」 
             
  
  

「著作権」は絶対に必要 
 

肯定派 

「著作権」は必要ない 
 

否定派 

討 論 会 



  

  
討論会の前に① 

ó 「情景画」・「作曲した曲」・「曲の解説」がひとつに
なった自分の作品のページに，コピーライトマークを
入れる。 

 

 



  

  

 

 



  

  

討論会の前に② 
ó アンケート結果をもとに，著作権についての概要を知る 

 コピーライトワールド    
http://www.kidscric.com/school/school.html 

 ＪＡＳＲＡＣ ＰＡＲＫ 

 http://www.jasrac.or.jp/park/ 
 

ó ５００年前の著作権がはじまったころの話を知る 

  もう一つの著作権の話    白田 秀彰
http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/another.htm 

 

 

http://www.kidscric.com/school/school.html
http://www.jasrac.or.jp/park/
http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/another.htm


  

  

（社）コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS）、（社）日本レコード協会（RIAJ）、
日本国際映画著作権協会（JIMCA）は、このたび、2007年9月に実施した「ファイ
ル交換ソフト利用実態調査」の結果を取りまとめました。 
 今回の調査では、「現在利用者」がインターネット利用者の9.6％との結果となり
（2006年6月の調査では3.5％）、ファイルファイル交換交換ソフトソフト利用者利用者のの急増急増が明らかにな
りました。また、利用者利用者ががダウンロードダウンロードしたしたファイルファイル数数のほかのほか、、アップロードアップロードのの経験経験
者数者数ととファイルファイル数数などもなども軒並軒並みみ増加増加しており、これに伴い、著作権侵害行為（著
作物の無許諾での送信行為）も激増していることが推定されます 

 

討論会の前に③ 
 
現在の著作権をめぐる問題について知る。 
            ↓ 
 個人録音調査とファイル交換ソフトの利用調査（日本
レコード協会） 



  

  

音楽メディアユーザー実態調査 2001年度 
HTTP://WWW.RIAJ.OR.JP/REPORT/MEDIAUSER/2
001.HTML 

音楽ソフトコピーとＣＤ－Ｒ利用実態 

■レンタルＣＤからのデジタルコピー増加とＣＤ－Ｒへのコピー増加 
  レンタルCDを利用したダビング行為が63%と最も多く、録音先メディアは
MD（54%）、カセットテープ（55%）とほぼ同数になり、またCD-Rも昨年の15%
から24%へと急激に増加しています。  
■ＣＤ－ＲＣＤ－Ｒ機器機器のの普及普及とと音楽音楽ＣＤＣＤののコピーコピーのの急増急増 
  CD-R機器の所有率が高まっており、特に男子大学生、20代男性、30代男
性の率が高くなっています。さらにその使用用途はパソコンデータのバック
アップだけではなく、音楽CDのコピーが急増しています。レンタル店で借りた
CDのコピーが昨年の33%から52%へ、、MPMP33ファイルファイル等等のの音楽音楽データデータののバッバッ

クアップクアップもも昨年昨年のの1919%%からから3535%%へへ著著しくしく増増えていますえています。この1～～22年市販年市販のの
パソコンパソコンにはほとんどにはほとんどCDCD--RRがが標準搭載標準搭載されるようになり、今後は更にそ
の影響が拡大していくものとみられます 

http://WWW.RIAJ.OR.JP/REPORT/MEDIAUSER/2


  

  

ＥＭＩ    http://www.emimusic.jp/cccd/kaisetsu.htm 

ポニーキャニオン  http://www.ponycanyon.co.jp/tpic/cccd/ 
 

エイベックス    http://www.avexnet.or.jp/cccd/ 

コピーコントロールコピーコントロールＣＤＣＤについてについて  

ビクターエンターテインメント  http://www.jvcmusic.co.jp/cccd/ 
 

http://www.emimusic.jp/cccd/kaisetsu.htm
http://www.pon
http://www.avexnet.or.jp/cccd/
http://www.jvcmusic.co.jp/cccd/


  

  

討論会 
肯定派 否定派 

ó 自分がせっかく苦労してつくっ
たものをまねされたらすごく嫌
な気持ちになる。 

ó まねされると安心して曲をだせ
なくなる。 

ó がんばってつくったのに無断で
売られるのはひどい。 

 

 

 

 

 

ó ただで自由にいろんな音楽
を聴けると楽しめる。 

ó コピーが自由なら自分の好
きなことを友達に気軽に
知ってもらえる。友達が増え
る。 

ó 一部の人にばかり利益が入
る。 

ó ユーチューブの動画が自由
にみれなくて楽しくない。 

 

 

 



  

  

肯定派 否定派 

ó 著作権がないと新しいもの
をつくってもまねされてしま
い，新しいものをつくろうと
する気持ちがなくなる。そ
れは社会全体の損になる。 

 

ó 著作権がないと著作者が
激減して文化が進歩しなく
なる。 

ó 知識の共有は人類の発展
につながる。 

ó 自由にいろんなものを聴く
ことができると，かえって発
展してよい作品ができる。 

ó お金をかけずに，いい音楽
が聴けるようになると、アー
ティストもいろんな人に聴い
てもらえる。自分の作品は
多くの人に聴いてもらった
ほうがうれしいのではない
か。 

 

 



  

  肯定派 否定派 

ó 著作権がないと創作者にお
金が入ってこない。職業とし
てやっているのであれば給
料が入るべきだ 

ó お金が入らないと，作る人
もやる気をなくして，アー
ティストが減る 

 

ó 勝手に複製して外国で売ら
れてしまう。 

ó 第３者がもうけたり，得をす
るのはおかしい。 

 

 

ó 悪用さえしなければ，コピー
してもいい。アーティストは
もうかっているし，デジタル
プレーヤーが駄目といわれ
たら，余計に他の人がもう
からない 

 

 

ó せっかくの機械の技術をフ
ル活用しないともったいな
い。 

 

 

 



  

  
肯定派 否定派 

ó 自分の作品が悪用されてし
まう。 

 

ó 勝手に作品を盗むのはよく
ないから，法律で守るべき。 

 

ó 著作権があるからこそ創作
できる。 

 

ó 著作権のない社会は，美し
くない。 

 

ó ロック解除などができる不
法な人だけが楽しんでいる。 

 

 

ó 実際著作権を破っている人
もいるし，いちいち法律でし
ばっても収拾がつかない。 



  

  

討論会を終えての感想より 
ó自分は否定派の主張をしたけれども，やっぱり著作権は
必要だと思った。パクリブームがくると，アーティストも安心
してＣＤが出せないと思う。 

ó著作権があっていいこと，なくてもいいことのそれぞれが
わかった。著作権があれば，人の心が守れる。逆になけ
れば，人の心を傷つけたり，害を及ぼしたり，お金が入ら
なかったりする。 

ó今のきまりは，個人の所有のみと書いてあるが，悪用せ
ずに共有していきたいと思った。 

ó著作権は厳しすぎても困るけど，なさすぎても困るという
ことがわかった。 

 

 



  

  

ó著作権を破っている人がたくさんいるから全部ちゃ
んと罰した方がいい。 

ó コピーを売ったりしなければ自分の楽しみのためだ
けにはコピーしてもいいのかと改めて思った。 

ó短い討論会だったからくわしいことは言えないが，
ダウンロードして乱用しなければいいんだと思った。 

ó著作権がなかったら・・・なんて考えたことがなかっ
たから，いい機会だった。 

ó どっちもどっちだと思った。どっちの言い分もわかる
から解決は難しい。 

ó著作権について色々考えなきゃいけないなと思っ
た。 

ó またみんなで考えたい。 

ó作ったひとの権利を守りつつ，いいものは正当な
ルートで広めていける人が増えるといいと思った。                                                         

 



  

  授業実践の効果 

 

生徒に，もっと調べたい，
知りたい，と感じさせること
ができた。 



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  


