
はじめに
学校教育においては、小説、詩歌、音楽、写真等様々

なものが教材として使われますし、作文、絵画など
様々な作品が作成されますが、その多くは著作権法
による保護の対象となる著作物です。そのため、学
校教育に携わる場合、著作権法の基本的な事項につ
いて理解しておくことが必要となります。本稿では
学校教育関係者が知っておかなければならない著作
権法について概説します。

１　著作物
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現した

ものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するもの」（著作権法第 2 条第 1 項第 1 号。以下
法 2 条 1 項 1 号のように記します。）です。創作的
といっても高度な創作性が要求されるものではな
く、作成者の考えや気持ちをその人なりに表現した
もの（作成者の個性が何らかの形で現れているも
の）であれば著作物となります。芸術的、学問的あ
るいは経済的な価値の有無は関係ないため、有名な
作家の小説であっても、児童 ･ 生徒の書いた作文で
あっても、著作権法により保護される著作物となり
ます。

著作物には、講演、論文、小説、作文、詩歌のよ
うに言語で表現されたもののほか、音楽、絵画、彫
刻、漫画、地図、図形、映画、写真、プログラムな
ど様々なものがあります。また、編集物やデータベ

ースも、その中に含まれる素材の選び方や並べ方に
創作性があれば、個々の素材とは別に著作物として
保護されます。

なお、単なるデータや事実、アイデアや学説等の
考え方は、それを得るために多大な労力や経費を要
したり学術的価値の高いものであったりしても、そ
れ自体は著作物ではありません。ただし、データや
事実を素材として作成した文章や図表、考え方を説
明する文章はその表現に創作性があれば著作物にな
り得ます。

２　著作者
「著作物を創作する者」を著作者といいます（法

2 条 1 項 2 号）。児童 ･ 生徒が絵を描けばその児童
･ 生徒が著作者です。実際に著作物を作成したと言
えるような行為を行った者が著作者であり、単に
資料を収集 ･ 整理しただけ、アイデアを提供しただ
け、経費を負担しただけなど、思想又は感情を創作
的に表現したと評価できる行為を行っていない者は
著作者ではありません（外部に著作物の作成を委託
した場合は、委託者側ではなく、実際に著作物を創
作した受託者側が著作者となります。）。

なお、著作物を創作する行為は人間が行うもので
あり、著作者は自然人であるのが原則ですが、以下
の条件を全て満たした場合は、法人が著作者となり
ます（法 15 条。法人著作といいます。）。
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たとえば、教職員がその学校のパンフレットを職
務として作成し、学校名で公表する場合は、上記５
条件を満たし学校が著作者となることが考えられま
す。

３　著作者の権利
著作者は自ら創作した著作物に関して、著作者人

格権と著作権（財産権）の 2 種類の権利を有します。
これらの権利は著作物を創作した時点で自動的に著
作者に発生します（無方式主義）。

（1）著作者人格権
著作者人格権は、著作者の人格的利益を保護する

ためのもので、未公表の著作物を公表するか否かを
決定できる権利（公表権）、著作者名の表示方法を
決定できる権利（氏名表示権）及び著作物の内容や
題号を意に反して改変されない権利（同一性保持
権）があります。例えば、生徒の著作物を無断で公
表すると公表権の侵害になります。なお、同一性保
持権については、やむを得ない場合は改変できると
の規定はありますが、論文の送り仮名の変更や読点
の削除などを行ったことが権利侵害にあたるとした

判決もありますから、生徒の作品を無断で修正する
ことは避けてください。

（2）著作権
著作権は、著作者の財産的利益を保護するための

もので、著作物を複製する権利 ( 複製権 )、著作物
を公衆（不特定又は特定多数の者）に直接見せたり、
聞かせたりするために上演、演奏、上映、口述（朗
読等）、展示する権利（上演権・演奏権、上映権、
口述権、展示権）、著作物を公衆へ送信する権利（公
衆送信権）、公衆送信された著作物を受信装置によ
り公衆に伝達する権利（公の伝達権）、著作物を公
衆に譲渡又は貸与する権利（頒布権、譲渡権、貸与
権）及び著作物を翻訳、編曲、変形又は翻案して二
次的著作物を作成し、利用する権利（二次的著作物
の創作権 ･ 利用権）があります。　

これらの権利は著作者が有していますので、著作
物を複製したり、上演したり、演奏したり、上映し
たりする場合は、原則として著作者の許諾を得る必
要があります。上記の権利の中で、最も基本的な権
利が複製権です。複製とは有形的に再生することを
いい、印刷、複写、録音、録画だけでなく、パソコ
ンへの蓄積や手書きで書き写すことも複製に該当し
ます。また、公衆送信権は、著作物を放送や有線放
送したり、インターネットで公衆向けに送信したり
する権利です。生徒の作品を無断で学校のホームペ
ージに掲載することは公衆送信権の侵害になります
ので注意してください。

（3）保護期間
著作者人格権や著作権には、保護期間が定められ

ています。著作者人格権の保護期間は著作者の生
存中ですが、著作者の死後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こととされていま
す。一方、著作権の保護期間は、著作物の創作のと
きから著作者の死後 50 年まで（ただし、無名・変名、
団体名義の著作物は公表後 50 年まで、映画の著作
物は公表後 70 年まで）です。なお、昭和 45 年以
前の写真、映画、外国の著作物については、一部例
外的な取り扱いもあるため注意が必要です。

４　権利制限　
著作物を利用する場合は著作権者の許諾を得るの

が原則ですが、一定の例外的な場合には許諾を得
ることなしに著作物を利用することができます。法
30 条から 50 条に関係の規定がありますが、学校教
育に関係が深いものについて説明します。

①　教育機関における複製（法 35 条 1 項）
教育機関における授業で使用するための複製を認

める規定で、学校教育に最も関係深いものです。

著作者
人格権

著作権
(財産権 )

公表権 氏名表示権

同一性保持権

複製権

上演権・演奏権 上映権

口述権 展示権

公衆送信権 公の伝達権

頒布権 譲渡権 貸与権

二次的著作物の創作権

二次的著作物の利用権

著
作
者
の
権
利

法人が著作者となるための条件
　①法人の発意に基づき作成される
　②法人の業務に従事する者が作成する
　③職務上作成する
　④法人の著作名義で公表される
　⑤契約や就業規則に職員を著作者とする定め
　　がない
　（プログラムの場合は④の要件は不要）
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教科の授業だけでなく修学旅行や運動会などの特
別活動も対象となりますが、学級便りなどの保護者
向けの配布物に複製することは対象外となりますか
ら注意してください。また、複製だけでなく、翻訳、
編曲、変形又は翻案することや、複製物を生徒に譲
渡（配布）することもできます（法43条、47条の9）。
なお、著作権者の利益を不当に害さないことが条件
になっているため、ワークブックやドリルのように
元々授業などで使用することを想定して作成された
著作物の複製や複数のパソコンで使用するためのパ
ソコンソフトの複製は対象外となります。

教育関係では、他に、教育機関における対面授業
で使われている著作物を他の場所でその授業を同時
に受けている者に公衆送信することを認める規定
（法 35 条 2 項。対面授業の同時中継を認めるもの
で、サーバ等に蓄積して後からアクセスできるよう
にする場合は対象外です。）や、試験問題として複
製、公衆送信することを認める規定（法 36 条）が
あります。

②　営利を目的としない上映等（法 38 条 1 項）
非営利・無料・無報酬の上演、演奏、上映、口述

を認める規定です。

　

この規定は上演、演奏、上映、口述を認めるもの
で、複製や公衆送信（例えばホームページへの掲載）
を認めるものではないことに注意してください。

このほか、非営利 ･ 無料であれば、放送される著

作物の公の伝達（例えばテレビで放送される著作物
の視聴）や映画以外の著作物の貸与（例えば学校図
書館での本の貸し出し）を認める規定（法 38 条 3
項、4 項）もあります。学校における教育活動の多
くは非営利 ･ 無料 ･ 無報酬で行われており、その限
りでは上演権 ･ 演奏権、上映権、口述権、公の伝達
権、及び貸与権については問題が生じることは少な
いと思われます。

③　私的使用のための複製（法 30 条 1 項）
個人の趣味や自己学習のために複製することを認

める規定です。

テレビ番組の録画、レンタルＣＤのコピー、イン
ターネット上の著作物のダウンロードやプリントア
ウトなど、日常生活に最も関係深い権利制限です。
あくまで私的に使用するために本人が複製すること
を認めるものであり、第三者に譲渡するための複製
や仕事のための複製は対象外です。また、コピープ
ロテクションの解除による複製や違法配信と知りな
がら音楽等をダウンロードすることは認められない
ことに留意してください。

上記の他、図書館等における複製（法 31 条）、
引用（法 32 条 1 項）など様々な権利制限がありま
すが、いずれも条件が付されていますから、利用に
あたっては条件を満たすかよく確認することが必要
です。

５　著作隣接権
著作権法では、実演、レコード（音を固定したも

の）、放送及び有線放送についても、著作物に準じ
て保護されています（実演を行った者等に与えられ
る権利を著作隣接権といいます。）。保護の内容は、
著作物より若干少なめですが、著作物と同様無方式
主義で、保護期間は 50 年となっています。また、
権利制限の規定は実演等についても準用されていま
すから、著作物を許諾なしに利用できる場合は、実
演等も同様に許諾なしに利用することができます。

教育機関における複製の条件
　①営利を目的としない教育機関であること
　②授業担当教員又はその授業を受ける者が複製
　　すること
　③本人の授業で使用すること
　④授業で必要とする限度内であること
　⑤既に公表された著作物であること
　⑥著作物の種類 ･ 用途、複製の部数 ･ 態様に照
　　らし著作権者の利益を不当に害さないこと
　⑦慣行があるときは ｢出所の明示｣ をすること 

私的使用のための複製の条件
　①家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目
　　的に使用すること
　②使用する本人が複製すること
　③誰でも使える状態で設置してあるダビング機
　　などを用いないこと（文献複写機はＯＫ）
　④コピープロテクションを解除しての複製でな
　　いこと
　⑤著作権を侵害したインターネット配信と知り
　　ながら、音楽や映画をダウンロードするもの
　　でないこと

営利を目的としない上映等の条件
　①既に公表された著作物であること
　②営利を目的としないこと（非営利）
　③聴衆 ･ 観衆から鑑賞のための料金等を取らな
　　いこと（無料）
　④演奏したり、演じたりする者に報酬が支払わ
　　れないこと（無報酬）
　⑤慣行があるときは ｢出所の明示｣ をすること
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おわりに
自分が苦労して作ったものを無断で使われるとい

やな気持ちになることからもわかるように、他人が
作った著作物を使うときは許諾を得る必要があると
いうことを教えることも重要なことだと思います。
権利制限に該当しない場合は、著作物を利用できな
いのではなく、権利者の許諾を得て利用するという
原則に戻るだけです。このことをよく理解して学校
教育に携わっていただきたいと思います。

なお、著作権について更にお知りになりたい方
は、文化庁のホームページ（http://www.bunka.
go.jp/chosakuken/index.html）をご覧ください。

著作権に関するＱ＆Ａ

　新聞の記事やインターネット上の図表をコ
ピーし、授業の資料として生徒に配布してもよ
いですか。また、市販の問題集をコピーして授
業で使用する場合はどうですか。

　新聞記事やインターネット上の図表の場合
は問題ありませんが、問題集の場合は著作権者
の了解が必要です。授業で必要な場合は著作物
を複製してもよいとの規定（法 35 条 1 項）は
ありますが、著作権者の利益を不当に害さない
ことが条件になっています。新聞記事やインタ
ーネット上の図表については授業のためにコピ
ーしたからといって著作権者の利益を不当に害
するとは考えられませんが、問題集は生徒が学
習用に購入することを想定して販売されている
ものであり、コピーすることにより生徒が購入
しなくてもよくなる（つまり著作権者の利益を
不当に害する）ことが考えられますから授業の
ためであっても著作権者の了解なしにコピーす
ることはできないと考えられます。

　テレビの教育番組を録画して、授業中に生
徒に視聴させてもよいですか。

　問題ありません。著作権法上、テレビ番組
の録画は「複製」、生徒に見せることは「上映」
に該当しますが、先生が自分の授業で使用する
場合、一定の条件下であれば複製してよいこと
になっており（法 35 条 1 項）、このケースはこ
れに該当します。また、非営利 ･ 無料 ･ 無報酬
の場合は上映してもよいことになっています（法
38 条 1 項）ので、生徒に視聴させることも問題
ありません。

　運動会のクラスの応援看板に生徒が漫画の
主人公を描いてもよいですか。

　一般的には問題ありません。先生や生徒は
授業で必要な場合は一定の条件下であれば著作
物を複製してもよいことになっています（法 35
条 1 項）。運動会などの特別活動も授業と考えら
れますので、生徒が漫画の主人公を看板に書く
ことが運動会の教育効果を高めるということで
あれば授業に必要な複製として同項が適用でき
ると考えられます。なお、当初の目的を超えて
運動会終了後に常設的に展示する場合は、改め
て著作権者の了解が必要となります。

　放送部が市販の音楽ＣＤを使って昼休みに
校内放送してもよいですか。ＣＤから編集テー
プを作って放送する場合はどうですか。

　校内放送することは問題ありませんが、編
集テープを作る場合は著作権者等の了解が必要
です。著作権法では、校内放送のように同一構
内における音楽の送信は「放送」ではなく「演奏」
に該当します。非営利 ･ 無料 ･ 無報酬の場合は
演奏や上映してもよいことになっています（法
38 条 1 項）ので、音楽 CD を校内放送しても問
題ありません（同様に市販のＤＶＤを校内放送
することもできます。）。しかし、編集テープを
作ることは複製に該当します。授業で必要な場
合は複製してよいとの規定（法 35 条 1 項）は
ありますが、昼休みの校内放送は授業での利用
ではないため、編集テープの作成については著
作権者等の了解が必要となります。

　自分で楽しむために自宅のパソコンで友人
やレンタル店で借りた音楽ＣＤをコピーした
り、インターネット上の無料サイトから音楽や
映像をダウンロードしたりしてもよいですか。
また自分が好きな音楽を個人のホームページに
掲載する場合はどうですか。

　個人で楽しむためであれば、使用する本人
が複製してもよいことになっています（法 30 条
1 項）ので、ダウンロードやコピーは基本的には
問題ありません。ただし、コピープロテクション
を解除してのコピーや著作権を侵害した配信（い
わゆる違法サイト）と知った上でのダウンロード
は対象外となっていますので注意が必要です。一
方、ホームページへ掲載することですが、ホーム
ページへの掲載は著作権法上「公衆送信」に該当
しますので、たとえ個人のホームページであった
としても、著作権者等の了解が必要となります。

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A
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　高校生になると学校や家庭で著作物を取り扱う機
会が多くなります。中でも、コンピュータ、携帯電話、
ゲーム機などを使ってデジタル化された著作物を頻
繁に利用するようになるため、さらに著作権に関す
る教育が大切になります。次の授業展開例は、高等
学校情報科の授業を想定したものです。

１．授業の目標

　生徒がデジタルコンテンツを利用する際に留意す
べき内容について理解し、著作権を理解して著作物
を利用する態度を育てます。 また、高校生が著作
権の意義を理解し、著作権制度が文化の発展に寄与
することを学ばせます。

２．授業の概要

　授業の目標を達成するには、次のような授業展
開が考えられます。下記の【第 1 時】～【第 5 時】
はいずれも生徒の学習活動を示し、1 単位時間は
50 分を示します。

【第 1 時】産業財産権や著作権が人間の創造的な
　　　　　活動を保護することによって、産業や
　　　　　文化の発展に寄与していることを理解
　　　　　します。
【第 2 時】情報のデジタル化とインターネットの
　　　　　普及が、著作権に及ぼす影響について
　　　　　理解します。
【第 3 時】著作物および著作権の種類や内容につ
　　　　　いて理解します。
【第 4 時】著作隣接権や著作者人格権について理
　　　　　解します。
【第 5 時】情報を収集・創造・表現する際に、著
　　　　　作権に注意を払い著作物を正しく利用
　　　　　する態度を身に付けます。

３．指導観

　著作権の学習は、著作権の意味や種類を知識とし
て理解させるだけではなく、情報を収集・創造・表
現する学習と組み合わせて行う方がよいでしょう。
実際に、個人あるいはグループで Web ページを制
作するなどの学習活動を通じて、著作権について学
ぶ方法が実践的であり効果的です。
　情報のデジタル化や情報機器、インターネットの
基本的な仕組みの学習を終えた生徒を対象にします。
また、プレゼンテーションスライドや Web ページ

を制作する技能を有し、事前に情報を発信するため
の作品を制作した経験のある生徒を対象にします。

４．授業展開例
【第 1時】

　高機能化が進む携帯電話などの製品の具体例を示
し、特許権や意匠権等の産業財産権が技術の進歩

や産業の発展に寄与していることを学ばせます。知
的財産権の構成や概要を示し、意義を理解させま

す。どのようなものや技術に特許権が与えられてい
るか、産業財産権の検索サイト「特許電子図書館

（http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl）」を
利用して、生徒に調べさせる方法も有効です。

　次に、音楽やゲームなど高校生に身近な著作物の
事例を出しつつ、著作権で保護されている創作物に
ついて考えさせます。「著作権はなぜ必要か？」な
どのテーマでグループ討論を行い、著作権制度の必
要性や意義についての理解を図ります。
（留意点）
　知的財産権の構成については、各権利の名称や内
容を単に知識として覚えさせるのではなく、その権
利で保護される技術や創造物の事例を挙げながら具
体的に説明します。グループを作り、ブレーンスト
ーミングを行って著作物の事例を集め、その意義と
目的を理解させます。事例を通じて知的財産権を身
近に感じることで、著作権の学習にも意欲が生じる
ものと思います。 

【第 2時】
　携帯電話や PC を使って、文字、画像、音声、動
画などデジタル化された情報を日常的に取り扱うよ
うになってきました。デジタル化された情報（以下、
デジタル情報と記す）の取り扱いで最近問題になっ
た事件や事象を題材にして、デジタル情報を取り扱
う場合の留意点について、グループディスカッショ
ンを行うなどして生徒に考えさせます。
　デジタル情報とデジタル化されていない情報を取
り扱う際の相違について考えさせ、デジタル情報は、
複製や送受信が容易であることを認識させます。ま
た、情報機器の発達とインターネットの普及により、
個人レベルの情報の収集や発信が容易になったこと
で、著作物を無断で複製、公開、交換するなど著作
権を侵害する事象が増え、その被害が拡大しやすい
状況であることを理解させます。

高等学校における著作権教育の授業展開例
九州工業大学大学院情報工学研究院 教授　西野和典　　
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【第 3時】
　思想や感情を表現した創作が著作物となります。
一方、法律や公知の事実のみを伝える報道などは著
作物にはならないことを示し、著作権で保護される
著作物にはどのような種類があるかについて理解さ
せます。次に、旧来からの著作物について具体例を
挙げて説明します。次に、旧来からの著作物に対比
させて、表 1 に示すようにデジタル化された創作性
のある著作物（以下、デジタル著作物）についてそ
の具体例を挙げ、著作物の種類や範囲が拡大したこ
とを説明します。

表 1　著作物とデジタル著作物の事例

　その他、コンピュータプログラム、電子書籍、
Web 上の図形や地図等のデジタル情報も著作物で
あることを学ばせます。
　次に、著作権について説明します。著作権につい
ては、小・中学校でもある程度学んでいますが、高
等学校では、著作権の発生（無方式主義）や、種類
とその内容、著作権は著作者だけに与えられる財産
的権利であることなどを体系的に学ばせます。
　また、著作権には限界（時間的限界、公共的限界）
があることについて説明します。日本では、著作権
には著作者の死後 50 年間（映画やアニメは公表後
70 年間）の時間的限界があります。また私的使用
のための複製、図書館における複製、論文やレポー
トでの引用、教育機関での授業のための複製などは、
著作者の許諾がなくても著作物の利用が認められて
いることを説明します。

【第 4時】
　著作隣接権、著作者人格権について説明します。
また、判例等で保護されている肖像権やパブリシテ
ィ権、キャラクタの保護などについても事例を出し
て説明します。
　著作者の許諾を得て著作物を利用する場合でも、
著作者の氏名を表示するかどうかの意向を聞く必要
があること等、著作者人格権についての理解を図り

ます。また、無断で人を撮影したり描写する行為は
認められないことや、アニメのキャラクタを無断で
宣伝に利用することはできないことなどの理解を求
めます。
（留意点）
　著作権が及ばない著作物に関しても、著作者人格
権は残されていることや、たとえば音楽 CD を複製
する行為は、作詞・作曲家の著作権を侵害するだけ
でなく、実演家（演奏者や歌手）やレコード製作者
の著作隣接権を侵害する行為であることを説明しま
す。たとえば、Web ページやブログで情報を発信
する場合、うっかりこれらの権利を侵害する場合が
多いので注意を促します。

【第 5時】
　事前に生徒が自分で制作、あるいは友人が制作し
た Web ページ等のコンテンツを相互に評価し、著
作物の正しい利用について実践的に学習します。
　まず、インターネットに公開する前段階で、イン
トラネット上に互いに制作した Web ページを公開
し、著作権を侵害していないかを相互評価し、改善
します。また、著作権を侵害してインターネットに
著作物が公開されていた事例を挙げ、著作者や著作
隣接者に対して公衆送信権や送信可能化権が与えら
れている理由について理解を求めます。
　必要に応じて正当に著作物を利用するために、次
の Web サイト等を利用して、著作物を利用する方
法やその手続きについて調べさせます。

a) 音楽の利用：日本音楽著作権協会（JASRAC）
　　http://www.jasrac.or.jp/
b) 書籍の利用：日本複写権センター
　　http://www.jrrc.or.jp/
c) 映像の利用：日本映像ソフト協会 
　　http://www.jva-net.or.jp/
e) 実演の利用：実演家著作隣接権センター
　　http://www.cpra.jp/web2/

　また、DRM（Digital Rights Management）など、
デジタル著作物の著作権を保護する技術について紹
介します。DRM の技術はデジタル著作物を扱うソ
フトウェアや記録媒体等に組み込まれ、不正利用を
防止していることを理解させます。
　著作権の学習の評価では、著作権に関する知識の
定着を見る必要がありますが、単に著作権の種類や
その意味を覚えるのではなく、具体例を通じての実
践的な理解が求められます。例えば、「自分の好き
な歌手のポスターを撮影し、自分の Web ページに
貼り付ける行為」などの事例を挙げ、どのような権
利を侵害しているかを記述させて評価する必要があ
ります。
　著作権が文化の発展に寄与していることを高校生
が理解し、知識の創造についての関心や意欲を高め
るような授業を行うことが望まれています。

小説、脚本、論文、
詩歌、手紙等

作曲、作詞

演技者の振り付け

絵画、彫刻、版画、
漫画、書、挿し絵

上映映画、テレビ番組、
ビデオ作品

電子メール、ブログや
掲示板の記述

デジタル化された音楽
データ

３DCGで制作した
キャラクタの振り付け

言語

音楽

舞踏

美術

映画
映像

CG、3DCG、アニメー
ション等の作品、Web
ページのデザインや動画

Web上の公開映像、
DVD等に保存された映
像、デジタル放送番組

著作物種類 デジタル著作物
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１　子ども達と著作権
平成 22 年６月に「ユーチューブ使い違法配信

中３逮捕」のニュースが流れました。著作権法違反
で中学生が逮捕されるという衝撃的なニュースで
した。記事によると再三の注意にも耳を傾けず、違
法配信を繰り返していたため、逮捕に踏み切ったよ
うで、被害総額は19億円にもなるとのことでした。

ゲームソフトの違法コピーをはじめ、子ども達
の著作権に関する意識は希薄で、この事件は氷山
の一角に過ぎないように思います。

著作権法違反をする子ども達が、いけないこと
とは知らずにやってしまっているのか、わかって
いてやってしまっているのか、あるいは、金儲け
をしなければいいのではないかなど、著作権に関
する誤った理解によるものなのかは不明ですが、
少なくとも著作権法の規制内容を知らずにやって
しまっていることのないよう、学校教育において
しっかりと指導していく必要があるかと思います。

２　子ども達の著作権教育
情報社会の進展に伴い、ディジタルデータが容

易に複製できたり、やりとりすることができたり
する時代となり、この著作権に絡む問題が急速に
クローズアップされてきました。

著作権の歴史は古く、以前から著作権教育として
進められてきましたが、情報モラル教育が誕生し
てからはその中核をなす存在ともなっています。
また、著作権に関する内容は幅が広く、また、奥
が深いため、これらの内容全てを学校教育で行う
ことは時間的に不可能です。

そこで、限られた時間の中で、学校教育として
著作権に関してどこまで扱い、何を身につけさせ
ておく必要があるのかを明らかにし、小中高とス
パイラル的に計画的に取り組んでいく必要がある
といえます。

中学校段階では、小学校段階での学習を踏まえ、
主に身近な人たちから社会一般へと対象を移し、
著作権のルールや権利と義務など、社会人として
の視野から内容を捉えることが中心になるかと思
います。そこで中学校段階では、著作権に関する
基本的な考え方や態度を身につけさせることを目
標としました。

３　技術教育の中で扱う具体的な学習内容
学習指導要領の改訂で、中学校において技術・家

庭科だけでなく、国語、音楽、美術において著作
権に関する記述が加わりました。また、情報モラル
の一環として道徳や学級活動、総合的な学習の時
間等でも取り上げられることが可能となりました。

そのような状況のもと、技術・家庭科の技術分
野では、技術教育の視点から、情報技術及び情報
通信ネットワークの特性から著作権を捉え、内容
を絞り込むことが必要と考えます。具体的には、
ディジタルデータは容易に複製ができること、情
報通信ネットワークを通して容易にディジタルデ
ータのやりとりができること、著作物を不特定多
数に容易に公表できることなどがあげられます。

４　具体的な授業実践
（１）指導時間及び指導学年

現行学習指導要領のもとでは、１学年及び３学
年において各１時間、著作権に関する授業を行っ
てきました。ただ、学習指導要領の改訂で、情報
教育の時間が相対的に減ったため、著作権の授業
を２時間扱うのは厳しくなりました。

そこで本校では、他の学習内容の関連から、新
学習指導要領のもとでは著作権に関する授業を１
学年において１時間扱いで行うことにしました。
（２）指導内容及び指導方法

授業時間数の関係で１時間しか扱うことができ
ないので、基本的に昨年度まで１学年で行ってき
た内容をベースに考えることにしました。したが
って、３学年で行ってきた、著作権法や著作隣接
権、ファイル共有ソフトの仕組みについての問題
点等の内容は中学校では扱わないことにしました。

著作権をはじめとする情報モラルを扱う際、よ
り身近で具体的な事例やデータを取り上げ、それ
について何が問題なのか、なぜいけないのか、自
分だったらどうするのか等、できるだけ考えさせ
る場を設定することが有効であると言われていま
す。このような学習を繰り返すことによって、情
報に対する適切な判断力が身につき、めまぐるし
く変容する情報社会において新たな事象に遭遇し
ても、適切に判断し対処していけるのではないか
と考えています。

そこで、著作権の授業においても、中高生を中
心に実際に起こった事件や中高生の間で問題とな
っている事例を具体的に取り上げ、どこが問題な
のか、どうすれば良いのかを考えさせることにし
ました。
（３）具体的な授業の流れ

授業ではまず、著作権という言葉の持つ意味につ
いて扱います。その際、「権」という漢字に注目さ
せ、著作物を作成した人を守るための権利であるこ
とを確認し、権利者の視点から考える姿勢が大切で
あることを指導します。また、著作物を創作した時
点で権利が発生すること、著作権の保護期間は著作
者の死後 50 年であること、著作権法に基づいて改

中学校技術・家庭科における著作権教育の授業実践
千葉大学教育学部附属中学校 主幹教諭　三宅健次　　
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変しても著作権は改変した人には移らないことな
ど、著作権のもつ特徴や、アイデアや発明は著作
物には含まれないなど著作物の種類について扱い
ます。ここでは著作者人格権や著作隣接権などの
言葉についてはふれないようにしています。

次に具体的な検討課題に入ります。
Ａ　違法コピー
１つ目の課題として、実際に高校生が引き起こし

た事件で、ファイル共有ソフトで違法に入手したゲ
ームソフトを友達に配ったことを自分のブログで
紹介したため、不特定多数から非難をあび、ブログ
炎上状態になったというニュースをアレンジして
取り上げます。ここではファイル共有ソフトの仕組
みには深入りせず、著作権法上どこが問題なのか、
なぜいけないのか、どうすれば良いのかを考えさ
せます。そして、対価を支払って使用できるソフ
トを違法にダウンロードしたこと、及びそれを複
数の人にコピーして渡したこと、これら２つの問
題点を整理します。そして、企業が本来得るべき
利益を妨げるという経済的損失を生じさせ、それ
がクリエイターの質を低下させることになり、結
果として楽しいゲームで遊べなくなることに繋が
ることを理解させます。

 
Ｂ　違法なダウンロード
２つ目の課題として、日本レコード協会が 2007

年に行った、「違法な携帯電話向け音楽配信に関す
るユーザー利用実態調査」結果のデータ（注）を表示
し、何を表しているのかを考えさせます。そして、
「違法着うたサイト」の利用者は中学生が最も多い
ということを確認します。そして、著作権法の改正
で、違法とわかっているサイトから音楽データや動
画データをダウンロードすると、私的使用の範囲
内でも違法となることになったことを紹介します。
Ｃ　違法な投稿
３つ目の課題として、冒頭の中学生が引き起こし

た事件（人気漫画をディジタルカメラで連続撮影
し、それを動画投稿サイトに投稿したため、著作
権法違反で逮捕された事件）を取り上げます。こ
こでも同様に、どこがいけないのか、なぜいけな
いのか、どうすれば良かったのかを考えさせます。
そしてこの事例においても経済的な損失について
ふれます。最後に動画投稿サイトにテレビ番組や

音楽が配信されていることがありますが、一般の
人が行ったとき、著作権の違反になるときとなら
ないときがあります。なぜそのようなことが起こ
るのかについて紹介します。

 
これら情報通信ネットワークの特性を利用し

た、実際に問題となった３つの事例を通して、他
人が創った著作物に対してどのような態度で対応
することが良いのかについて、著作権をもつ権利
者の視点から考えさせます。そして、最後に、著
作権に関する基本的な考え方や態度を確認してま
とめとします。

 

５　まとめと今後の課題
著作権に関する Web 教材や資料は次第に充実し

てきています。ただ、最新のものが見あたりませ
んでしたので、この授業では使用せず、中高生の
間で実際に起こった問題をアレンジして教材とし
ました。今後もできるだけ最新の情報を切り口に
し、著作権の本質に迫る授業展開をしていきたい
と考えています。

現行学習指導要領のもとでは２時間で実施して
いたものを１時間に短縮したため、中学校の技術
教育で扱うべき内容を網羅できているとは決して
言えません。さらに効果的な授業実践を追求してい
くか、時間を捻出して以前のように２時間で実施す
るかして対応していきたいです。

また、著作権に関して効果的に実践していくには
他教科等の連携が不可欠です。さらに他教科等との
連携を図っていきたいと考えています。

（注）日本レコード協会が2007年に行った、「違法な携帯電話向け音　
　　楽配信に関するユーザー利用実態調査」のもので、そのことを紹　
　　介したITmedia Newsのサイトのデータを利用しています。
　http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/29/news043.html


