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はじめに（著作権を考えるに当たって） 

先生方、こんにちは。ただいまご紹介いただきました文化庁の大和でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

これから８０分ほどお時間をちょうだいしまして「著作権制度の概要」についてご案内を

させていただきます。 

私ども文化庁の仕事として、例えば図書館の職員の方とか自治体の職員の方とか、ある

いは学校の先生向けといった形で、様々な方を対象とした講習会というものを実施してお

ります。そのような場でお話をするときには一定のパターンがあるわけですが、概しては

っきり言っておもしろくないということが多いわけでございます。しかしながら、何とか、

せっかく参加していただいた方に少しでもお土産を持っていっていただけないかなという

ことを常々考えておりまして、私自身のこれまでの経歴との関係で、学校の先生といろい

ろお話をしたり、現場を訪ねさせていただいたり、あるいは学校の教育活動のお手伝いを

させていただいたりといった機会も多かったものですので、今回のようなＪＡＳＲＡＣさ

ん主催のゼミナールでは、一般的なパターンというのではなく、ちょっと工夫してみたい

と考えております。 

一般的に著作権のセミナーのお話という場合、今日も用意しておりますような著作権制度

全般にわたって解説したレジュメに基づいてまんべんなくお話しするということが中心に

なりますが、どういった工夫が必要かということでいろいろ考えてみたのですが、ちょっ

と難しく考え過ぎていたのではなかろうかと思っております。というのは、社会で今、一

般に知的財産権の保護の問題というのがマスコミとか産業界とか国際問題とか、あらゆる

場面で注目をされているわけでございまして、著作権を含む知的財産教育が必要だと言わ

れており、子どもたちに対する教育の場面でも著作権に関する知識とか感覚といったもの

が大事だというふうに言われているわけです。他方、学校の先生が知りたいこと、学校の

先生自身が著作権制度の中で重要だと思っていることという、学校の先生ならではの関心

事といった特徴的なものがあるわけです。そういうのと社会全体で必要とされている、あ

るいは子どもたちに身につけさせたいと言われていることとが、実はうまく合っていない

ことが多いのではないかと最近気づいたわけでございます。 

こういった言い方をすると失礼かもしれませんし、「そんなことない」とおっしゃる先生

があるかもしれませんが、経験的に私が感じているのは、学校の先生方が知りたいのは「ど

うすれば無断で使えるか」ということだと思います。しかし、そのような知識を身に付け

るために研修に参加して、いざ、学校に戻って子どもたちに何かを教えるときに「こうす

れば無断で使える」ということを教えることはまずないのではないでしょうか。今、先生

方の目の前にいる子どもたちが、将来社会に出て２１世紀の国際社会の中で我が国を背負

って立つ人間になったときに、知的財産に対してどういう意識を持たせる必要があるかと

いうことと、先生方が日々の仕事の中で「どうすれば無断で使えるか」ということは、実
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は一致しないわけです。それを平板な講義で同列に扱ってしまうと、聞いている先生方は

頭の中が混乱してくるのではないかと考えられるわけです。 

そのようなことから、一応、全体的なお話はしますけれども、今日お土産にすることは何

かということを整理していただく必要があるのだろうと思います。もちろん、どうすれば

無断で使えるかというお話もします。けれども、むしろ子どもたちにはこういう観点から

知的財産というのを伝えていただくのが大切ではないかということに重点を置いてお話を

しますので、先生方それぞれ頭の中で交通整理をしながら聞いていただけるとありがたい

と思っております。 

 役所の人間の話というのは、とかくおもしろくないわけでございます。法律の解説です

からどうしても小難しい話になりますけれども、今日のお土産のもうひとつは、私のお話

の後、３つの学校の先生から実践事例の発表がございます。事前に資料を見せていただい

たのですが、非常におもしろい取組です。話を聞いて「何だ、そんなこと」と感じられる

ことがあるかもしれませんけれども、実際には現場ではそんなことさえも実践されていな

かったのではないかと思います。あるいは先生によっては、「こういうことだったのか」と

初めて気がつくこともあるかもしれません。こういった意味で実践事例発表というものも

非常に興味深い情報がありますので楽しみにしていただきたいと思います。 

 それと、実践事例についてもうひとつ申し上げておきたいのは、はっきり言って、今日

ご発表いただく３校は超ハイレベルです。すべての学校でこれぐらいのことをやってくれ

というのは無理だと言われるでしょうし、私も正直な感想として難しいと思います。しか

し、「著作権というのはこんな観点からやるのか」というふうな発見が大事だと思います。

同様な取組をするかどうかに関わらず、「こんなところに視点を置いてやれば案外、私でも

できるかもしれない」というところは見つけられるのではないかと思いますので、ぜひそ

ういった点で聞いていただけるとありがたいと思います。 

そこで、ひとつのヒントなんですけれども、最近は著作権教育という言葉があちこちで言

われるようになってきておりますが、どうもイメージがつかみにくいようでございます。

私が思うのは、著作権教育というのは一種の道徳教育ではないかということです。必ずし

も法律学習ではないと思います。学校の先生の場合、道徳教育といえばプロですから、そ

んなに身構える必要はないんだろうと思います。そういった観点から今日のお話を聞いて

いただけると、「もやもやしている」「分かりにくい」というところが少しでも解きほぐさ

れるのではないかと思っております。 

 

情報モラル教育のひとつとしての著作権 

冒頭の資料は文部科学省の情報教育の手引きからの引用ですが、学習指導要領の中では中

学校の技術・家庭科や高等学校の情報科の中で著作権を扱うということが明示されていま

すけれども、最近では小学校段階からコンピューターを活用し、情報に触れる場面という
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ものも多くなってきていることから、教育活動全体を通じてそういったセンスを身につけ

ようということが言われています。つまり、情報モラル教育の中で著作権ということにつ

いても扱っていく必要があるというようなことが言われているわけですが、このあたりの

ことはあえて繰り返しご説明するまでもなく、先生方ご承知のことかと思います。 

 

著作権教育の段階的構造モデル 

 先ほども言いましたけれども、先生方の関心事と社会で求められている著作権の内容と

いうようなものはちょっと違うのではないかということを考えるために、著作権を学習す

る段階的モデルとして整理をしてみました。縦軸に基礎的な内容から発展的な内容といっ

た内容的段階、横軸に子どもたちの発達段階に応じた興味の深さ、関心の高さを設定しま

す。全体の大枠として、「知的財産とは何ぞや」というところを最終的には理解する必要が

あるわけですが、そのベースとして一番基本になるのは、先ほど伊藤先生のお話で「作詞

者の想い」ということがありましたけれども、つくった人の気持ちを尊重しようとか、作

品の価値を認識しようとか、そういったことが一番の基本なのだろうと思います。 

 その上に、権利と義務という観点から、あるいは契約の重要性、あるいは情報モラルと

いうふうな切り口で取り扱っていく階層的な構造になります。ですから、ベーシックな段

階では、法律とかそんな概念ではなく、つくった人の気持ちを考えようとか、この作品は

おもしろいとかいうふうな価値を認識することから出発する必要があるわけです。まさし

くこのあたりが道徳教育だと私は考えています。 

 次の段階で、法律とかルール的な要素が入ってきますけれども、ここでまさしく著作権

法に書いてあるような、どのような社会的ルールが設けられているのかというのを認識し、

理解していく段階に移行していきます。 

 さらにその上で実演家の権利というものがテーマになるでしょう。今日はあまり触れる

時間はないかと思いますけれども、子どもたちと著作権を題材に話をするときに、自分の

憧れのアイドル歌手とか映画俳優とかいうような人を思い浮かべさせて、その人の権利に

絡めて話をすることができます。厳密に言うと、著作者ではなくて実演家という立場の人

なので、細かく説明し始めると複雑になるのですが、子どもたちからするととっつきやす

い話題のひとつではあるわけであります。 

この次の段階で例外を考える。つまり、「つくった人の気持ちを考えましょう。それを守

るためには、こんなルールがあります。」という基礎的内容の積み重ねによって、無断でコ

ピーしてはいけないんだという原則を理解し、その上で、「もしあらゆる場合に許可を得る

契約をするとしたら、場合によっては必ずしも適当でないこともあるので、そのようなケ

ースのために他人の財産を無断で拝借してもよい例外が定められている」ということを理

解すると分かりやすいだろうと思います。このように例外規定は著作権を学習する上では

発展的な内容に当たるのではないかと考えています。先ほども触れたように、「どうすれば
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無断で使えるか」ということが一番知りたいと考えると、ついそれが原則であるかのよう

な勘違いをしてしまいそうです。そのような勘違いは些細なことのようで、実は大きな課

題なのですが、詳しくは後ほど説明します。 

 それから、さらにその発展的な段階として、例外にも当てはまらず原則に基づいて契約

をしなければいけない場合に、さて、手続きが何とか合理的にできないかという課題の解

決手段です。JASRACなどに代表される著作権の集中的管理システムなのですが、これは一

種の生活の知恵なんですね。JASRACなどの権利管理団体というのは、お金を請求するとい

う性質上、とかく世の中では煙たがられますが、実は社会的には権利者、利用者双方にと

って便利な、合理的なシステムなわけです。情報化社会の中で、文化の発展のためにこう

いったシステムが築き上げられてきたことに気づいていただけるとよいのではと思うわけ

です。 

別にJASRACの宣伝をしても仕方がないのですけれども、私の経験として、例えば学校の音

楽の先生たちの研修会でお話をするときに、JASRACをご存じですかと伺うと、ほとんどの

先生が手を挙げられます。そしてJASRACに対する印象を聞きますと、結構マイナスイメー

ジのことをおっしゃるんです。それでさらにJASRACに電話などで相談したことがあるかど

うかを伺うと、ほとんどの人が手を挙げないんですね。しかし、問い合わせや実際の手続

きをやってみると、結構、窓口の人は丁寧に説明してくれますし、使用料規程も細かく定

められています。そもそも１円たりとも払うのが嫌とか言い始めると話にならないかもし

れませんが、著作権の集中管理というのは、先ほどの伊藤先生の話などにありましたよう

に、作品に対する作家の思い入れなどに対するある種の還元のシステムのひとつとして便

利なシステムだと思います。先生方はイメージだけでJASRACを敬遠しているのではないか

という気がしますが、子どもたちにいろいろな音楽を普及する場面でJASRACを活用するこ

とによって、適法に幅広く音楽ができるということにも気づいていただけるのではないか

なという気もいたします。 

次にお示しした図は、以上に申し上げた段階的学習モデルに沿って具体例としてこんな場

面でやってみてはどうですかという私の提案です。「教室での著作権教育」と「職員室での

著作権教育」を分けてみましたけれども、学校ではいろいろな教育活動の中で子どもたち

に対して、「自分たちにも権利があるんだ」、「人にも権利があるんだ」、「他人の権利を尊重

なければならないんだ」ということを教えることが必要で、それが社会的に求められてい

る著作権教育だと思います。そのためにいろいろな教科等の中でアプローチの方法がある

のではないでしょうか。著作権教育の場は、技術・家庭科や情報科といった教科だけでは

ないのではないかというご提案です。 

 また、職員室では、先生方はもちろん子どもたちに対してどう教えるかということを考

えないといけないわけですけれども、それ以外にも著作権と関連する場面があるはずです。

例えば校務の処理に当たってとか、組織としての対外的活動の場面でというふうな条件で

勉強をしないといけないという切り口もあろうかと思います。また、発展的な内容として
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の例外規定についての勉強もあるでしょう。ただ、これ（例外規定に関する学習）につい

ては、必ずしないといけないわけではないと私は思います。というのは、民間企業でも最

近はコンプライアンスということで、企業内研修が盛んで、例えば個人情報の保護の問題

とか、環境の基準の維持の問題とか、説明責任とか、財務状況の管理とかと同じレベルで

知的財産の尊重というようなことも研修テーマで扱われていますけれども、民間企業が行

う著作権研修では例外規定などは勉強しません。「どうしたら無断で使えるか」なんていう

ことを勉強する企業人はいません。普通のビジネスでは、「他者の財産を利用する場合は契

約するのが当たり前」という発想なので、他者の知的財産権を侵害すると我が社の社会的

信頼を失うという感覚で勉強しているのが実態であるわけです。分かりやすくいえば、社

会人として必須の知識という意味では、例外規定はそれに含まれない、知っておくと便利

だという知識なのだと思います。 

 

知的財産（形のない財産）とは 

知的財産というお話をさせていただくと、いろいろ話を聞いた段階では何となくわかった

気がするけれども、職場に帰って思い出してみるとよくわからない。結局、知的財産って

何なのか、著作権って何なのだろうということに戻ってしまうようです。こういうふうな

セミナーなどでお話をした後、質疑応答などをすると、抽象的な概念である著作権、形に

見えないものというのがなかなかお分かりいただけていない感じのご質問が寄せられます。

これは、私の説明が悪いわけですけれども、なんとかうまくイメージできないかと悩みな

がら、最近取り上げている事例を紹介します。 

例えば、あなたは、子どもたちが異年齢の交流を進められる地域活動に参加しているとし

ます。自治会でもいいですし、ＰＴＡでもいいですし、そういったボランティアのサーク

ルで地域活動をやっています。このたび、あるイベントを開催することになりました。今

時分ですと、１１月でハロウィン・パーティとか、１２月になればクリスマス・パーティ

なんかの企画だとしましょう。そして、この地域でできるだけ多くの子どもたちに集まっ

てもらいたいからということで、ポスター、チラシをつくることになりました。「何月何日、

○○公園でパーティを開催します」とタイトルと日時と場所だけ書いたって味気ないです

から、子どもたちの目を引くことが大事です。彩りのあるようなポスターにすれば子ども

の目を引き、行ってみたいなと思ってもらえます。ということから、サークルのメンバー

に腕に覚えがある人がいれば、オリジナルのイラストとか写真とかをデザインしていいポ

スターをつくるかもしれませんけれども、たまたまそういう人がいなかったとすると、子

どもたちの中ではやっている人気漫画やテレビアニメとかのキャラクターなどでポスター

をつくろうかということになるでしょう。イラストを入れたチラシをつくってポストに入

れておけば、それを見た子どもが「お母さん、これ行きたい」と言うかもしれない。 

そういった場合に、別にポスターを売るわけではない、チラシを売るわけではないから、
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経済的な取引というのは行われていないですね。では、いわゆる財産権としての問題は何

もないのだろうかということなんです。ここで考えてみると、人気漫画のキャラクターを

図柄に使ってポスターをつくろうと思ったときに、手元にあった漫画雑誌を目をつぶって

ランダムにページを開いてコピー機にセットし、コピーのボタンを押したら、たまたまそ

の絵が写ったのでしょうか？おそらく、この絵がかわいい、この絵は子どもが喜びそうだ、

クリスマス・パーティの雰囲気に合いそうだと思ったから、その絵を選んでコピーしたの

ではないでしょうか？ということは、無意識のうちにこの絵に価値があることを認識して

いるわけです。あなたは価値を認めたからこそ、それを選んで図案にしようと思ったわけ

ですね。ものの売り買いをしているわけではないから、経済的な取引をしているのではな

い、だから他人の財産を利用しているわけではない、という考え方は必ずしも正しくはな

いんです。 

このことは新聞記事のコピーでも同じです。職場で新聞を見て、この記事が仕事の役に立

ちそう、自分にとってためになりそうなどと思ったから、切り抜いてコピーをするのでし

ょう。ランダムにはさみを入れて、どこでもいいからコピーしている人はいないでしょう。

ということは表現された記事に財産的な価値をもう認めているのです。ものの売り買いと

は関係ないのです。それが知的財産なのだと考えればよいのではないでしょうか。 

時計とかペンなどのように形がある財産というのは、その財産権を誰がもっているのかと

か、貸したりプレゼントしたりする財産の処分行為のイメージが分かりやすいのですが、

著作権などのように形がない財産については、例えば黙ってコピーしたからといって、も

との雑誌が消えてなくなるわけではありませんので、「減るもんじゃなし」というようにつ

い思ってしまうわけです。けれども、便利だ、おもしろそうだ、役に立ちそうなどと価値

を認めているからこそ、それをコピーという方法で再生産しているわけです。そのような

自分に気がつくことが多分、知的財産を考える入り口なのだろうなと思います。 

今日は、あと何ページか著作権法のご案内をしますけれども、私がご説明したい重要なペ

ージのひとつはここです。 

 

原則と例外の逆転 

もうひとつ、学校の先生によくお話しをするのは、原則と例外の逆転というお話です。先

ほど、発達段階ごとの著作権教育の内容のお話をしました。権利の例外なんかをご説明し

ましたけれども、学校の先生は、こと著作権に関しては原則と例外が逆転しているように

思われます。本日ご参加の先生方がそうでなければいいと思いますけれども、私の経験上、

いろいろな先生方とお話をするとほとんどの場合、逆転しています。 

というのはどういうことかといいますと、例えば、私の職場に女房から電話がかかってき

たとします。うちの子どもが交通事故に遭って入院した。「今から私、その病院に行くから、

あなたもすぐに来て。住所と電話番号はここ」。しかし、メモするものもペンもない。ふと
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同僚の机の上を見ると、ペンが置いてあった。彼は、今、上司のところに行っているのか、

トイレに行っているのか分からないけれども席にいない。そうした場合、私は多分、彼が

机の上に置いているペンを借りてメモをするでしょう。 

このペンを借りる行為について、普通の人はどう考えるのでしょう。このペンは、ひょっ

としたら彼が大事にしているペンかもしれないし、そうでもないかもしれないけれども、

少なくとも人のものです。通常、人のものを借りるときは持ち主である彼に一言断わらな

ければならないですよね。「ちょっと貸して」と。それで「いいよ」と言われたら安心して

借りられるわけです。だけれども、この場合、彼は上司のところに行っているのかトイレ

に行っているのか、席にいないわけです。「貸して」と言おうにも言えないわけです。了解

を求めるわけにいかない。だけれどもメモとらないといけない緊急事態なんです。だから、

「ちょっと黙って使わせてもらおう。だけど後で謝ろう」というように思って使うのでは

ないでしょうか。 

これが普通の「原則と例外」なんですね。本来、人のものについては持ち主の了解を得て

初めて借りられる。だけれども、緊急事態なので、やむを得ず、後で謝るつもりで例外的

に黙って借りる。これが普通の考えです。 

ところが、こと著作権に限って考えてみると、多くの先生方は「原則と例外」が逆転して

いるんです。というのは、「私たちは教育活動という非常に公益性の高い有意義な活動をや

っているんだから、本来無断で使える。だけれども、著作権法の規定に引っかかってしま

えば許諾を得ないといけない。」という感覚の先生がとても多い。 

ここのところで、これまでの研修会では「うん、うん」と頷く先生が多いのですが、今日

はそうでもないですね。よその場でお話をすると「初めて聞いた」「あ、そういえば私、そ

うでした」「そうだったのか。自分はそう思っていた」という先生が実は多いわけです。今

の反応では「当たり前のことじゃないか」と、原則と例外をしっかり理解されている方が

多いような気がします。人のペンを黙って勝手に借りることができるのが原則で、もし持

ち主がそこにいた場合には例外的に「貸してください」と言わなければならないなんて思

わないですよね。でも、著作権についてはそう思ってしまっている人が多いというのが教

育関係者の場合の特徴だと思います。そこのところの意識の転換をしていただくと、著作

権のしくみが分かりやすくなると思いますし、「著作権問題」と思っていることのかなりの

部分がクリアになるのではないかと思っています。 

 

著作物とは 

では、各論的な内容に入っていきます。このあたりは先刻ご承知のことが多いかもしれま

せんので駆け足になりますが、そもそも権利の保護の対象となる著作物はどんなものかと

いうことです。小説とか音楽とか写真とか映画とか、いろいろなものがあります。ビデオ

の海賊版問題とかテレビ番組を動画投稿サイトにアップロードしたとかいうような報道な
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んかがよく出ていますけれども、漠然とそのようなものが著作権に関係あるのだろうなと

いうふうには思われると思いますが、「著作物とは思想または感情を創作的に表現したもの

であって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう」と定義されており、

経済的な価値や芸術的な価値があるかどうかは問われていないわけです。人の気持ちが創

作的に表現されたものであれば著作物だということから、子どもの作品だって著作物であ

るということになっています。 

だから、著作権教育にチャレンジしようとされる先生がおられれば、いきなり法律の条文

なんかを気にして教える必要はなくて、「君の作品、よくできたね」、「よく考えてるね」な

どと言って創作的な活動を奨励したり評価したりすることによって、明日またいい作品を

書こう、そして友だちの作品にも価値を認めようと思わせるような、これがひとつの著作

権教育のアプローチかもしれません。小学校中低学年の子どもに向かって、君には法律第

何条に定められたこんな権利があるとか、損害賠償請求ができるなんて言う必要はない。

自分がつくった作品が改変されたら嫌だろう、いたずら書きされたら嫌だろうということ

を気づかせるということもひとつの方法でしょう。 

先ほど講演いただいた伊藤先生も、プロの作詞家として著作権を持っているわけですが、

子どもだって、先生方お１人お１人だって、例えば日記を書いたり手紙を書いたりとかい

うようなことをされているとすれば、著作物をつくっているわけであります。案外、著作

物というのは身近なんだということがお分かりいただけると思います。 

 

著作者と著作権者 

だれが権利を持つのかということですけれども、法律では著作物を創作した人を著作者と

いうと規定しています。創作と同時に権利が発生しますので、つくった人が著作権者だと

いうことになります。ただし、後ほど細かくご説明しますけれども、著作権の中には財産

権というのがあって、その部分は譲渡が可能ですから、こんな場面もあります。 

小説家がいて、出版社がいる。両者の間で「あなたのつくった作品を我が社で本にさせて

ください」「いいですよ」というように許諾契約が締結されれば、それが本にされて出版さ

れるわけですね。契約の中で「その契約の条件として印税を定価の１０％ください」「分か

りました。払います」ということであれば、小説家は印税がもらえるという立場にあるわ

けです。このような権利を小説家が別の人に譲渡するということもあります。そうした場

合には、小説家は著作者であることは変わりませんが、著作権を譲り受けた人が著作権者

になります。原始的には著作者イコール権利者なんですが、権利が移転する可能性がある

ので、そのような場合には著作者と著作権者が異なることはあり得るということです。著

作権が譲渡された場合には、出版社は権利を持っている人に対して印税を払うわけですか

ら、印税の払い先は権利の譲受人になるわけで、小説家は著作者でありながら印税はもら

えないし、出版をやめろとかいうことも言えなくなるわけです。このような関係が著作者
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と著作権者という概念です。 

どうすれば権利が得られるかについて特許と著作権とを比較して考えてみましょう。特許

の場合、発明家が発明をすれば、まず特許庁に出願をするわけです。審査官が審査をして、

新規性があるとか、進歩性があるとか、産業上の利用可能性があるとかいうような審査を

して、それにパスすれば登録をされて、初めて特許権が発生します。場合によっては審査

に落ちて、権利が付与されないものもあり得るわけですけれども、こういったものを方式

主義といいます。これに対して著作権の場合は、作品を創作すれば、審査とか出願とか登

録とか一切関係なしに、発表をする必要もなく、創作の時点で自動的に権利が発生すると

いうことになっておりまして、そのようなしくみが無方式主義です。ですから、先ほど、

子どもが絵をかいた、皆さん方が日記を書いた、手紙を書いたというふうな例を挙げまし

たけれども、その時点でそれぞれの人に著作権は発生しているわけです。したがって、皆

さん方も既に著作者であり著作権者なんだということです。 

 

著作者人格権と財産権としての著作権 

著作者は、著作者人格権と著作権を持つことになるのですが、それらはどんな権利なのか

ということについてご説明します。平たい言葉で言うと、著作者人格権は「作者の人格的

な利益を保護するための権利」、財産権としての著作権というのは「無断で○○されない権

利」というふうに考えていただければと思います。 

それらの内訳として、著作者人格権の中には、公表権、氏名表示権、同一性保持権という

のがあり、大体、読んで字のごとくだと思います。細かい説明は省略しますが、お手元に

「はじめての著作権講座2007 著作権って何？」というパンフレットがあるかと思います。

この中の７ページに表にして書いてございます。公表権とはどういうものかについては、

「自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、い

つ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利」と説明されております。 

先ほどの伊藤先生のようなプロの作詞家の場合、詩をつくればほとんどの場合、ＣＤ化さ

れたいということを前提としますから、積極的に公表したいわけですけれども、例えば日

記なんていうようなものは、人に回し読みされたりすると嫌ですよね。手紙なんかでも、

ある特定の人に宛てて送っているのであって、その人には読んでほしいけれども、ほかの

人には読んでほしくない。つまり公表はされたくないと考えるのが一般的ではないかと思

います。そういった自分の作品を多くの人に読んでほしいのか読んでほしくないのかとい

うような作者の意向を尊重し、公表するかどうかを決めることができる権利として位置づ

けられているわけであります。 

これに対して財産権としての著作権というのは、これはたくさんあるわけですけれども、

複製権、上演権・演奏権等、様々な権利がございます。これについても先ほどのパンフレ

ットの同じページの表に、複製権については「著作物を印刷、写真、複写、録音、録画な
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どの方法によって有形的に再製する権利」というふうに説明されていますが、要するに自

分がつくった詩のような作品を無断でコピーされない権利。自分がつくった脚本という著

作物を無断で上演されない権利、あるいは自分がつくった映画、自分が権利を持っている

映画を無断で劇場公開されない権利といった意味で理解しておくとよいと思います。 

ところで「公衆送信」については、これは日常用語じゃないんですけれども、例えばテレ

ビで映画を放送する、ラジオで音楽を放送する、あるいはケーブルテレビなどでドラマな

どを有線放送することなどをいいます。そのほか、インターネットで著作物のデータファ

イルをアップロードするという行為も放送とほぼ同じ行為と位置づけられています。放送

とインターネットの違いというのはどういうことかというと、例えばテレビ局がその受信

エリアの地域の住民に対して例えば映画を番組として放送すると、その受信エリアの家庭

の受信機に対して一斉に、一方的に映画というコンテンツが送られるわけです。このよう

な行為を放送といいます。その際、放送局は映画の著作権者から放送のライセンスを得て

このような行為を行うわけです。ケーブルテレビの場合も、無線が有線になるだけで後は

同じです。これに対してインターネットの場合はちょっと性質が違って、例えば私が、あ

るプロバイダと契約をして、そこのサーバに領域を借りて個人ホームページを立ち上げま

す。その中に自分が書いた文章や自分が撮影した写真などとともに、自分の好きな映像コ

ンテンツとか、絵画とかのデジタルコンテンツをデータとして張りつけるとします。そう

すると、私が契約しているプロバイダのサーバにデータとして固定されているわけですが、

その時点では全世界の人に送られているわけじゃないんです。だけれども、私のホームペ

ージのアドレスを知っている人がインターネットを通じてそこにアクセスをすれば、その

人に対してホームページ上のデータが、映画や絵画のデータも含めて送られることになり

ます。つまり、アクセスをしていない人に対しては送られないのですけれども、求めに応

じて公衆にコンテンツを送信できるような状態に置いているという状態になります。放送、

有線放送の場合、受信者の求めなどとは関係なく一方的にシャワーのように電波を送りつ

けますが、インターネットの場合は、求めがあったときにその人に対して個別に情報を送

るという点で、提供の態様が少し異なるわけです。しかし、情報を伝達する機能としては

同様の行為だと評価できますので、だれかがリクエストしたときに送れるような状態にす

るときには、絵画であればその画家に「あなたが描いた絵を公衆送信、あるいは送信可能

化していいですか」という許可を得なければならないということにしているわけです。そ

してこれは国際ルールになっています。 

このように「無断で○○されない権利」というのが、いくつかあるわけです。この中でち

ょっと複雑ですが興味の湧きそうなものとして、二次的著作物利用権、あるいは翻訳権・

翻案権に関して紹介しておきます。まず、イギリスのJ.K.ローリングさんがハリー・ポッ

ターの小説を書きました。J.K.ローリングさんは自分の作品について、無断でコピーされ

ない、無断で出版されない、無断で口述されない、無断でインターネットにアップロード

されない、あるいは無断で書籍をレンタルされないというような権利を持っていると同時
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に、無断で翻訳されない権利というのも持っているわけです。それで、日本の松岡佑子さ

んがJ.K.ローリングさんとの間で、「あなたがつくったハリー・ポッターの小説を日本の子

どもたちのために日本語に翻訳していいですか」というライセンスを結んで、日本語版が

できているわけです。この日本語版を二次的著作物といいます。二次的著作物というのは、

既存の著作物をもとに、新たな創作的な行為を加味してでき上がった著作物のことです。 

この日本語版も著作物なので、その著作者である松岡佑子さんは「無断で○○されない権

利」というのを持つわけですね。こういうふうに、原作にも権利があるし、二次的著作物

にもそのような権利がある。それで、さらに原作者、J.K.ローリングさんは松岡佑子さん

が持っている権利と同じ権利も持つということになっています。複製権と複製権、口述権

と口述権、公衆送信権と公衆送信権は同じじゃないかというふうな気がしますけど、違い

ますよね。J.K.ローリングさんが持っている複製権と松岡佑子さんが持っている複製権は、

それぞれ「英語の作品を無断で出版されない権利」と「日本語の作品を無断で出版されな

い権利」と言う意味ですね。だから、いずれもハリー・ポッターに由来するものなんだけ

れども、J.K.ローリングさんは、自ら執筆した英語版を無断で出版されない権利というの

と、自分の作品をもとにしてでき上がった日本語版を無断で出版されない権利というのを

併せて持っているというわけで、このような関係を「二次的著作物の利用に関する原著作

者の権利」といいます。したがって、静山社という出版社が日本語版のハリー・ポッター

の小説を出版しようとするときには、翻訳者である松岡佑子さんと契約すると同時に原作

者であるJ.K.ローリングさんとも契約しなければならないということになります。 

今紹介したのは、翻訳権ですが、このほかにも翻案権というのがあって、小説をもとに映

画化された場合、J.K.ローリングさんと映画会社との間では、映画化すなわち翻案に関す

るライセンス契約が結ばれるという関係になります。 

 

保護期間 

著作権という権利がどれぐらい存続するのか。これについてもすでにご存じの方が多いか

もしれませんが、先ほど言いましたように、著作権は作品の創作と同時に自動的に発生し

ます。そしてその権利は、作者の死後５０年を経過したときになくなります。例えば、漫

画家の手塚治虫さんが「鉄腕アトム」とか「リボンの騎士」とか「ブラック・ジャック」

とか、昭和20年代からいろいろな作品を描いています。それで、平成元年の2月に亡くなり

ましたけれども、そこから起算して50年後の年末、つまり平成51年12月31日に「アトム」

の権利も「リボンの騎士」の権利も「ブラック・ジャック」の権利も一斉になくなります

ので、これを経過した後はそれらの著作物を出版するとか、アニメ化するとか、キャラク

ターグッズに使うとかいうことについて誰かの許諾を得る必要はないということになりま

す。なお、すでに亡くなっている人にどうやって許可を得るのかということですけれども、

先ほど申し上げたように著作権は財産権ですから、相続している人がいたり、契約によっ
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て権利を譲り受けている人がいたりしますので、その人に対して複製とか翻案の許可を得

るという関係になるわけであります。 

保護期間についてはこのほかにも例外はありますけれども、原則はこういうことだと覚え

ておいていただければと思います。例えば、作者が名前を表示していなかった場合、誰が

死んでから５０年を数えればいいのか分からないとか、会社が著作者である場合といった

ケースがあります。そういったものについては公表後５０年として計算するなどの例外が

ありますけれども、基本的には作者の死後５０年というのを覚えておいていただくと大抵

の場合、間違いはないと思います。 

 

著作隣接権 

冒頭で少し触れましたが、歌手や俳優などの権利についても説明しておきます。歌手など

の権利を著作隣接権というのですが、これの対象者は歌手、演奏家、俳優などの実演家、

それから音源をつくったレコード製作者、それからテレビ局、ラジオ局、ケーブルテレビ

局などの放送事業者、有線放送事業者といった立場の者です。こういった人を国際条約の

中で著作隣接権者と位置づけて保護しています。 

保護の内容というのは、実演家について見ますと、作ほどご紹介した著作者の権利の表と

同じように、氏名表示権、同一性保持権、それから無断で録音・録画されない権利、無断

で放送・有線放送されない権利等々、著作者の権利のメニューよりはちょっと少なく、強

さも若干弱いのですが、似たような権利が認められています。レコード製作者や放送事業

者に対しても、音源を無断でコピーされない権利、それから放送番組、電波を無断で複製

されない権利など、著作者の権利と同じような形で権利が認められています。 

具体的にイメージしていただくためにひとつ例を挙げますと、先ほどの著作者の権利のペ

ージに戻っていただくと、著作者の権利の中に貸与権というのがあると思います。そして

実演家にも貸与権というのがある。さらにレコード製作者にも貸与権というのがある。こ

ういったことから考えてみますと、皆さん方のお家の近くにもＣＤレンタルショップがあ

ると思いますが、レンタル店がＣＤを顧客に貸そうと思えば、まず著作者に対して「あな

たのつくった音楽が入ったＣＤを貸していいですか」という貸与の許可を得る必要があり、

それと同時に、実演家についても貸与権が認められていますので、歌手や演奏家に対して

「あなたが歌った、あるいはあなたが演奏した実演が入っているＣＤを顧客に貸していい

ですか」、それからレコード製作者にも貸与権がありますから、「あなたが固定した音源に

基づく市販ＣＤを顧客に貸していいですか」というような許可を得る関係が成り立つわけ

です。そのようなことから、ＣＤレンタルショップというのは、著作者と実演家とレコー

ド製作会社の三者との間でレンタルビジネスに関するライセンス契約を結んでいるという

ことになるわけです。 

ほかにも例えば、送信可能化権。これは先ほど、著作者の権利のところに公衆送信権・送
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信可能化権というのがありましたけれども、ネット上で求めに応じて情報を配信する権利

です。ＣＤ音源そのままのデータを携帯電話の着信音などとして配信するサービスがあり

ますが、著作者に対して「あなたがつくった楽曲を着うたや着メロとして配信していいで

すか」という公衆送信権に関するライセンスを得ると同時に、歌手やレコード製作会社に

対しても「あなたが歌った歌を、あなたがつくった音源を、送信可能化していいですか」

という契約を結んで配信ビジネスというのが行われているわけであります。 

こんなことに気づいていただくと、我々の身近な日常生活の中で、様々な著作権契約に基

づいて最終的に私たちの手元に届いているものが案外多いということに気づいていただけ

るのではないでしょうか。 

 

著作物の利用 

他人に権利があるから許諾を得るということになって、さて実際にどうするのかという手

続ですけれども、チェックする必要があるのは、まず著作物かどうか、次にその利用方法

が「無断で○○されない権利」に関わる行為なのか、それから、権利の保護期間内にある

ものなのかということです。それぞれ該当するのであれば、次の段階は例外規定。これは

無断で使ってもよいという例外規定に該当するのであればそのまま使えばいいし、該当し

ないのであれば許諾を得るという流れになるわけです。許諾を求める相手方は、著作者個

人であったり、あるいは権利を譲り受けた人であったりする場合もあるでしょう。場合に

よっては、許諾を得るのではなく、その権利自体を譲り受けてしまうということも方法と

してはあるわけですけれども、これらのような方法により著作物が利用できるわけです。 

ところで、私はここまでパワーポイントの資料でご説明しているのですが、ページによっ

て例えば少年の絵などのイラストが表示されていましたよね。それについて考えてみると、

私は、イラストレーターの人が創作した絵をデジタルデータとしてレジュメのデータの中

に複製しています。それから、皆さんに向けてスクリーン上に上映しています。こういっ

た行為について、私はイラストレーターの人に複製や上映の許諾を得なければならないと

いうことになります。例外規定に該当する部分もありますが、第一義的には他人の著作権

に関わる行為を行っているわけです。そこで、私はイラストレーターと個別に交渉をしな

ければならないのですが、クリップアートと呼ばれているこれらのイラストについては、

マイクロソフト社のサイトに説明がありまして、いちいち権利者を探して交渉するまでも

なく、データの発信者側が、「そもそもこういう目的で使ってください」「かくかくしかじ

かの範囲であれば一々連絡してもらわなくて結構です」「クリップアート自体のデータを抜

き出して、それを商品化して売るようなことはダメです」と書かれています。そうすると、

私としては、それに従う限り条件の交渉などを個別に行う手間も省けて適法に利用できる

状態になるわけです。最近は、このような形で情報が提供されることも多くなってきてい

ます。また、私の今日のレジュメでも表紙のページにマークを付けていますが、文化庁で
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も「自由利用マーク」といって、コピーならＯＫとか、障害者のための利用ならＯＫとか、

学校教育での利用ならＯＫとかいう、権利者による事前の意思表示をしてはどうかとお勧

めしています。連絡をとることなく利用できる細かい条件は、マークの下に記載したアド

レスに当たっていただいたら詳しく書いてあるのですが、著作権がだんだん理解され、契

約実務の手間の問題になってくると、このような意思表示を工夫していくことによって合

理的になっていくのではないかと思っています。 

 

例外規定のいくつか 

さて、皆さん方のご関心事はここからです。例外規定の例をいくつかご紹介しますけれど

も、ここでパターンに分けると、個人的に楽しむためとか、障害者の利用のためとか、行

政機関等の目的上必要なためとか、教育目的とか、いろいろあるわけですが、かいつまん

でご紹介をしてみます。 

最も関心が深いのは、教育の目的のための複製でしょうけれども、これには一定の条件が

あって、その条件を満たす場合には無断で使ってもかまわないということになっています。

ですから、原則として無断で使っていいのではなくて、あくまでも複製する場合の原則は

作者の了解を得ないといけない。ただし、かくかくしかじかの条件を満たす場合には無断

でコピーしても怒られませんというふうに読んでいただく規定です。 

 その条件は、学校その他の教育機関における複製であること、授業の過程において使用

するための複製であること、担任または授業を受ける者による複製であること、必要と認

められる限度であること、公表された著作物であること。これらは条文を抜粋して書いて

いるのですけれども、コピーして「後で暇なときに読んでおきなさい」とかいうのであれ

ば、多分これは条件に当てはまらないでしょうし、必要もないのに、授業で使わない部分

までコピーをするとかいうのは、これは常識的に考えても例外の条件じゃないと分かりま

すね。これらの条件を満たした上で、著作権者の利益を不当に害しない範囲であること。

条文にはこのとおり書いてあるのですが、ここのところはなかなか分かりにくい規定です。 

どんな場合に「不当に害する」ことになるのかは、ケース・バイ・ケースで考えざるを得

ないのですが、お手元に小さい青いパンフレットがあると思いますのでご覧ください。「学

校教育と著作権 ケーススタディ著作権」というものです。時間の関係で細かくはご説明

できませんけれども、Q2の設問で「授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、

既存の著作物を利用する場合、どんな点に注意すればよいですか」というのがありますが、

こんな点ですというのを説明した上で、10ページ、11ページのあたりに丸をつけていくつ

か例示しています。著作権者の利益を害する場合というのはどんな場合かというようなこ

とで、いくつか典型的な例をご紹介しています。 

 平たく言えば、通常の利用、本来流通している利用と衝突するような場合は不当に害す

る可能性が高いというふうに考えていただければいいのだろうと思います。例えば、国語
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の教科書に「伊豆の踊り子」が載っていたとすると、授業の中で作者の川端康成の説明を

する上で「雪国」の冒頭場面の数行のコピーをプリントして配る。そのようなコピーは通

常の利用とは衝突しませんよね。「雪国」の冒頭の数行のコピーを配ったからといって、本

屋さんで販売されている「雪国」の文庫本の売り上げが落ちるということはあり得ません

から、授業の過程で教科書プラスアルファの教材として、子どもたちの理解を助けるため

に必要なんだという目的で使うということであれば、一々許諾を得ずにコピーしてもかま

いませんよという規定になっているわけです。そのほか、新聞記事とか統計資料でも同じ

ですし、コピー行為の主体についても、同様の目的であれば子ども自身の調べ学習のよう

なケースでも該当することがあるわけです。 

 これと関連して、遠隔授業。最近の法改正により規定の範囲が拡大されたわけですけれ

ども、例えばここがある学校のクラスで、授業をやっているとします。それで、インター

ネットでつないで姉妹校とか連携校の間で遠隔同時授業をやる。そういった場合に、私が

例えばこのクラスの生徒に著作物を見せるとします。絵でも写真でもいいです。見せる行

為についてはそもそも、無断で見せない権利というのはなかったですから、許諾を得る必

要はないのですが、インターネットでつないでいると、こちらのクラスの模様があちらの

学校に送られるに当たって公衆送信していることになるわけですね。連携校が多かった場

合や、連携校での端末がたくさんあった場合、公衆に対してこのクラスの模様を送ってい

ることになりますから、このクラスの授業の様子の中に絵や写真の著作物も含まれて送ら

れています。この場合、本来ですと画家や写真家に対して公衆送信していいですかという

許可を得なければいけないのだけれども、このようなプロセスの中で使われるものであれ

ば、公衆送信を無断でやっても構わないという規定になっているわけであります。 

 それからもうひとつ、これも学校に関係の深い規定ですね。非営利・無料・無報酬の上

演、演奏、上映、口述という規定ですが、これにも条件があって、非営利の催しであるこ

と。例えば、文化祭とか学習発表会みたいなもので、例えばクラス対抗でコーラスをする

とか、あるいはブラスバンド部が演奏するとかいうような行為があると思いますけれども、

それはまず教育活動で非営利でしょう。それから、体育館、講堂に集まってくださる保護

者や地域の人などのお客さんから入場料を取らないでしょう。さらに、コーラスとか演奏

を行う生徒たちに報酬が払われるわけでもないでしょう。そして、当然、公表された音楽

を使うわけでしょうから、こうした要件を満たせば無断で上演、演奏、上映、口述をして

もいいですよという規定であります。 

今申し上げたように口述という行為にも著作権は関わるのですが、地域のボランティアの

方々が、今まで著作権に関してあまり関心を持っていなかったようなのですけれども、読

み聞かせの会なんかでは、基本的には地域の団体が主催して、幼稚園とか保育園とかの子

どもを集めますから、子どもからも料金を取りませんし、朗読をする人にも報酬が払われ

ないでしょうから、これは無断でできるので結果的には問題はないのです。しかし、ボラ

ンティアの人たちにしてみると、そもそも口述ということに対して権利が働くということ
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自体が意外だったのか、大変だ、著作権法というのは怖い法律だとかいうようなことがい

われたという話があるのですが、そのような子どもたちのために地域の読み聞かせの会を

やるについては、こういう要件をほとんど満たすでしょうから、著作権者の許可を得ると

か、そんなことを気にせずにやっても構わないんです。ただし、ビジネスとしてやったり、

朗読者にギャラが払われたり、あるいは参加料、入場料なんかを取ったりすると、そのよ

うなことであれば話は別ですけれども、そういったことがないのであれば、著作権のこと

は気にしないで使って構わないというケースですね。 

こういったもののほか、例えば、先ほど伊藤先生のお話の中でＣＤの再生がありました。

ＣＤを再生するというのも演奏なわけです。これについて考えても、このセミナー事業は

非営利・無料・無報酬ですよね。報酬とかいうのは、「ホ！ホ！ホ！」を歌っている歌手と

か演奏している人に対する報酬を指します。それが払われていないという要件を満たして

おれば、これらの条件を満たすので、著作権の契約などは不必要になっているひとつの例

かと思います。また、学校の校内放送なんかについてもよくご質問があります。校内放送

というのは「放送」という言葉を使っていますけれども、著作権法では、ひとつの学校の

建物の中で音楽を鳴らしている場合は演奏という概念でとらえますので、放送室でCDのお

皿を回して各教室で聞かせることについては、これらの要件をほとんど満たすと思います

ので、著作権の契約なんかは気にせずにできるというケースです。 

それから、非営利・無料の貸与。これは学校図書館なんかで本を貸し出すというようなこ

とについては、公表された書物を学校で無料で貸し出すものですから問題ないですね。無

断で貸与されない権利というのを著作者は持っているのだけれども、一々、小説家とか童

話作家に了解を得る必要はないというケース。公共図書館も同じです。 

この資料で映画の著作物を除いていますけれども、映画の著作物については、無断で貸し

出しができる施設というのは、視聴覚ライブラリーとかそういったところに限られていま

す。しかも、著作権者に対して報酬を支払わなければならない。許可を得る必要はないけ

れども、報酬を支払わなければならないという形になっているわけであります。 

そのほかの例外規定としては、引用としての利用というのがあります。引用により許諾を

得ずに利用できる条件というのは、まず公正な慣行に合致するものであること。これは、

自分の著作物と他人の著作物との間に、妥当な主従の関係があることがひとつの要件です。

判例で示されている基準ですけれども、自分の著作物が主として存在し、その内容を説明

したり、補強するために、あるいは批評したりするために、相手の作品が従として出てく

るという主従関係です。だから、延々と他人の著作物を持ってきて、最後に１行「私もそ

う思う」と書いたって、それは無断でできる引用じゃないですよということになります。

例えば夏休みにこの本を読んで読書感想文を書く中で、その作品では主人公がこういうふ

うに言ったことについて僕はうれしかったとか、悲しかったとかいうような関係で、その

作品の一節を持ってくるというのが主従の関係ですね。それから、引用する部分が明確に

区分されていることというのも要件といわれています。例えば先ほどのような読書感想文
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であれば、自分の文章を書くなかで、小説から引用した部分についてはかぎかっこで囲っ

て、ここからここまでが主人公の台詞であるというように区分することが求められます。

このことは論文でも同じです。論文で自分の主張を述べながら、かぎかっこでくくるとか、

あるいは段落を下げるとか、フォントを変えるとか、いろいろ方法はあると思いますけれ

ども、ここからここまでが人の論文の表現だということが分かるように区分しておく必要

があります。それから次の要件としては、引用の目的上正当な範囲で行われること。報道

とか批評とか研究とかいう目的との関係が必要だということです。余白ができたから彩り

として挿入するというのは、正当な目的の引用ではないと考えられるわけです。このよう

な形で要件を満たせば、無断で引用しても構わないということになります。 

なお、引用に関してよく誤解があるのは、「出典を書いておけば無断で引用してもよい」

という考え方です。実はそれは違うんです。無断で引用してもいいのは、さきほど説明し

たような条件を満たした場合であって、ただし、そのような場合であっても出所の明示義

務があるということです。出所を明示すればそれが免罪符になるわけではないんです。で

すから、いくら出所を明示していても、主従関係が逆転しているとか、引用部分が明確に

区分されていないとかであれば、無断で複製するのはやめろと言われる可能性があるとい

うことになるわけです。 

無断で利用できるようなケースについては、そのほか、「はじめて学ぶ著作権2007 著作

権って何」のパンフレットなどにもご紹介しておりますので、それぞれの必要が生じた場

面ごとに、条文なんかも参照しながら考えていただくといいかと思います。 

 

権利侵害に対する救済 

さて、これまで無断でやってはいけないことを中心にご説明したわけですけれども、ここ

では、皆さん方が、あるいは子どもたちが著作権者であるとして、それらの人の権利が侵

害されたときにはどうすればよいのかというようなことを考えてみましょう。 

著作物を創った人と無断で利用した人がいる場合に、著作物を創ったいわゆる著作権者の

側として、まず民事的な救済としては、相手方に対して差止請求、損害賠償請求、不当利

得返還請求等々を行うことができます。つまり、勝手にコピーするのはやめろとか、コピ

ーされたことによって損害が生じた場合には、損害を賠償せよとか、例えば、故意・過失

がなくて不当に利益を得た者がいた場合には、それを返還してくれということなどが請求

できたり、あるいは新聞に謝罪広告を載せろというようなことを請求することができるわ

けです。もちろん、裁判に訴えてこれを請求することもできますし、裁判外で直接に相手

に対して求めることもできるというわけです。 

それから、刑事的な責任として、悪質な侵害者に対しては罰則によって責任を取らせると

いうことで、告訴をすることができます。それが起訴され、刑事裁判において有罪判決が

出れば、10年以下の懲役、または1，000万円以下の罰金に処すということになるわけであ
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ります。 

ところで、これも学校の先生によくある誤解なんですが、「著作権侵害は親告罪だから、

相手が告訴しなければ法的な責任を問われない」というようなことをおっしゃる方がおら

れます。確かに刑事的な責任は告訴がないと問われないけれども、民事的な責任というの

は告訴とは関係ありませんから、無断で複製すれば常に複製権侵害の責任を問われる可能

性があるわけです。先生方が著作者・著作権者の側だとすれば、権利を侵害した相手に対

していつでも民事責任を問うことができます。ゆめゆめ侵害者の側にならないようにして

いただきたいのですけれども、万一そのような立場になってしまえば、告訴がなくても民

事的な請求はされる可能性があるということを覚えておいていただきたいと思います。 

 

著作権制度の全体構造 

ここまでのお話を整理して、著作権制度を1枚にまとめると、お手元の資料のようになり

ます。 

そもそも著作物とは何か。それは、思想、感情を創作的に表現をしたもので、子どもがつ

くったものでも著作物だ。そしてそれを創った人に著作権があるんだ。どんな権利かとい

うと、著作者人格権と財産権としての著作権というのがある。これらの権利は自動的に権

利が発生する。財産権としての著作権には存続期間が定められており、基本的には死後50

年後までだ。 

それから、先ほどは説明しませんでしたけれども、著作者人格権については、法律では何

年間保護するという規定はありません。人格権というのは譲渡できる権利ではありません

から、作者が死んでしまえば権利の持ち主はいなくなるわけですね。しかし、作者が死ん

でしまったら作品の内容を切り刻んでもいいかとか、作者の名前を変えていいかというと、

やはりそういうわけにはいかないので、作者が亡くなってしまっても著作者人格権の侵害

となるような行為をしてはならないという禁止規定があります。したがって事実上、永久

に保護されるという形になっています。 

「無断で○○されない権利」が著作者にあるということは、他人がつくった作品を利用す

るときには契約をしないといけないというのが大原則になります。ただし、一定の条件を

満たした場合には、無断で使っても構わないという規定もある。それで、例外規定の条件

を満たさないにもかかわらず、契約をせずに他人の著作物を利用すれば、民事的あるいは

刑事的な責任を問われる可能性がある、というのが著作者の権利の構造です。 

そのほか、歌手・演奏家・俳優などの実演家とかレコード製作者とか放送局・有線放送局

に対しても著作者と同じような権利が認められていますので、利用態様によっては著作者

と同じような契約を結ばなければならないという関係になるわけでございます。 

著作権法の条文は百条以上ありますけれども、先生方がそれを読むのは現実的とは思えま

せんが、１枚の絵にするとこういうものだという感じでイメージをもっておいてください。
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そうすると、いろいろ調べたりするときに分かりやすいのではないかなと思います。先生

方は、例外規定の部分だけが著作権制度だと思っている向きがあるのですが、実はこのよ

うな全体のある一部分なんだという関係にあるわけであります。これが今日、お土産にし

ていただければと思う２枚目です。 

 

おわりに（著作権教育実践のためのヒント） 

さて、残り時間がわずかになりましたが、後半の実践事例発表までのつなぎというような

意味で、いくつか、学校で著作権教育に取り組む場合のヒントみたいなことをご紹介した

いと思います。 

教室での著作権教育ということについては、繰り返しになりますが、あらゆる教科等の活

動を通じて、君たちにも権利があるんだ、友だちにも権利があるんだということを理解し

て、他人の権利を尊重しようという感覚をもつようにすることがベースだと思います。活

動の場面というのは様々あると思いますけれども、「法律の第何条にこんなことが書いてあ

る」とかいうことを学習するんじゃなくて、作品の創作者に対する敬意とか作品自体の価

値を認識するといった観点をベースに学習していくようにできればいいんじゃないかと思

っています。 

冒頭にも紹介した、情報活用能力などの関係では、学習指導要領ではどんなことが書いて

あるかというと、このような項目が挙げられているわけですけれども、これをさらに学校

現場で具体的な活動として気づかせるためのいろいろなやり方があると思います。今日も

これから紹介される事例があると思いますけれども、例えば、作者の気持ちが傷つくよう

なことはやめようとかいう考え方を指導することは決して難しくないですよね。 

それとか、これは中学校ぐらいになると生徒も関心をもってくるような事例なんですけれ

ども、作者がもうからなくなって生活ができなくなると、その人の新しい作品が創られな

くなるということを想像させる学習です。せっかく自分があこがれている小説とか漫画と

か音楽だったとしても、それをみんながどんどんコピーし始めると、作者への還元という

のがなくなってしまう。せっかく好きだったものが、もうそれ以上創られなくなるという

のはショックだよねというようなことを考えさせるような学習活動も試みられているよう

です。 

それから、高校生ぐらいになりますと、創作にかかる財産権が保障されないと、まじめに

調べない、丁寧につくらない風潮が高まって、健全な創作や健全な流通に対するインセン

ティブが失われて、学術や芸術などの文化水準が低下する。安けりゃいいじゃないかとい

うことになると、新しい文化創造のインセンティブが失われてしまって、粗悪品、コピー

品で世の中が支配されてしまって、経済的だけじゃなくて、文化的な水準が低下する。こ

ういった社会の変化や影響を考える学習も考えられます。このことは、実は著作権法の歴

史なんかを勉強していただくとおもしろいんです。明治32年に著作権法ができたわけです
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けれども、それ以前、江戸時代の鎖国の時期から開国して外国の文化を入れ始めたときに、

外国からのいろいろな品物などのまがいものとかがいっぱい出たわけです。発明品なんか

でも、便利だからといってまがいものが出てきて、どんどん粗悪品が出回ることになり、

結局、消費者の利益を損なってしまうことになった。はじめは安いじゃないかと思うんだ

けれども、それが蔓延してしまうと粗悪品ばかりになってしまい、結果的には消費者利益

を損なうということになり、これは大変だということから、我が国も諸外国からばかにさ

れないためにも、知的財産に関する立法を国際水準に合わせないといけないというふうに

なったわけです。 

今の世の中はパソコンとかインターネットとか、技術が発達・普及して便利になりました

から、誰でも簡単にコピーができるようになりましたので、作品に対する敬意というのが

薄れがちになり、コピーできて当然というふうになってしまいますけれども、そういう意

識が蔓延してしまうと、いい作品ができなくなってしまって、結果的には消費者利益も損

ないかねないということもあるかもしれません。高校生くらいになるとこんなことも考え

ることができるかもしれません。 

そのほか、本日の資料で紹介しているサイトにはいろいろな情報が載っていますし、本日、

この後、後半でご紹介されるような事例のほか、いろいろな材料がありますので、興味を

もっていただければぜひ探してみてください。 

また、文化庁のウェブサイトを見ていただくと、教育関係の情報を載せておりまして、例

えば、著作権に関してある程度のまとまりのある指導計画なんかをつくるのは大変なんで

すけれども、日常の子どもたちの学校生活の中で、ふとした一言でこんなやり方もできる

んじゃないのということを紹介した「著作権教育 5分間の使い方」という指導事例集があ

ります。それから、今日もパンフレットを配っていますけれども、パンフレットとかテキ

ストなんかも自由にダウンロードできるようにしております。普通、著作権法の解説書と

かいうと2，000円とか3，000円とかするのですが、これは無料でダウンロードできますの

で、関心があればぜひ調べていただきたいと思います。また、ゲーム感覚で学習できるク

イズのソフトなどもアップロードされています。著作権のしくみに関するQ＆Aもコンテン

ツとして提供しておりますので、本日を機会に、もし興味を持たれた先生がおられれば、

アクセスしていただいければと思います。いきなり著作権教育だといって子どもに何かで

きるかどうかは難しいかもしれませんが、「あ、こんなものがあるんだ」というようなのを

ちょっと探していただけると、明日からの教育活動のひとつのヒントになるのではなかろ

うかと思っております。 

 ということで、予定の時間になりましたので、私の話は以上で終わらせていただきたい

と思います。長時間、ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 


