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ケータイ・インターネットの歩き方３

「著作権編」

〜誰でも作者になれる、だからこそみんなで権利を守ろう〜
201２年１2 月１2 日版
インターネット上には、様々な作品が配信されています。着メロやマンガ、ケータイ小
説や写真。これら人が創作した作品にはどんなものにも著作権があります。ブログや掲示
板などに掲載した自分の文章やイラスト等も同様です。ケータイ・インターネットを利用
するにあたり、自分や他人の持つ著作権について正しくルールを学んで、上手な使い手に
なりましょう。
１．

著作権って？

音楽やマンガ、小説、ゲームなど作品を創る人を著作者と言います。著作者は、自分の
作品について、人に「使ってもいいよ」と許可したり、「使わないで」と禁止したりするこ
とができます。また「使ってもいいけど、次のような条件を守ってね」と条件を示すこと
もできます。作品の利用を許可したり、禁止したり、また条件を付けたりすることのでき
る権利のことを「著作権」といい、その内容は著作権法という法律で定められています。
この法律によって権利が認められている作品を著作物と呼びます。著作物は、作者の考え
や気持ちが作者なりの方法で表現されたものであり、プロが創ったものだけが対象ではあ
りません。自分や友だちが書いた文章、絵や写真、音楽、習字、Web サイトのデザインや
内容など様々なものに著作権があることを知っておきましょう。
２．

なぜ著作権を守らなければいけないの？

他人のものを使いたいときは、あらかじめその人に許可をもらうのがルールですよね。
他人のものを勝手に使ってはいけないのと同じように、著作物を使う場合にも著作者の許
可が必要です。自分の作品を無断でコピーされたり、多くの人に勝手に配られたりしてし
まったら、みなさんはどう思うでしょうか。特に創作活動によって収入を得て生活をして
いる人、つまり、作曲家や小説家のような人は、著作物が勝手に使われてしまうと正当な
対価すなわち収入を得ることができず、生活ができなくなってしまい、結果として新しい
作品を創作することが難しくなってしまいます。また、自分の思いがこもった作品につい
て、勝手に内容を変更されたり、名前を書き変えられたり、まだ公開してない作品を勝手
に発表されたりする場合、大切な作品がそんな目にあうくらいなら、秘密にしておいた方
がいいと思って、作品を公開する人がいなくなってしまうかもしれません。著作権を守る
ということは、著作者の創作活動を支えていくということだけではありません。見たり聞
いたりして生活を楽しくしてくれるような作品が次々に生み出され、これらを皆がルール
を守って利用することで生活が豊かになることを願って、法律で守ることを決めたのが「著
作権」です。
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３．

こんなことも著作権侵害？

① 【ケータイ着メロ（うた）サイト】
・違法サイトからのダウンロードに注意
配信サイトや掲示板に、著作権者の許可を得ないまま音楽や映像をアップロードする行
為は著作権侵害となり違法です。自分や家族などの限られた範囲の人が利用するために著
作物を複製する行為（コピーする行為）は、許可なく行うことが基本的には許されていま
すが、2010 年 1 月からは、違法にアップされたものであることを知りながら音楽や映像
を、ダウンロードする行為（ダウンロードとは自分のＰＣなどにコピーする行為ですね）
は著作権侵害となりました。特に、2012 年 10 月からは、違法にアップされた有料で販
売・配信されている音楽や映像をダウンロードすると罰則が科されることとされています。
無料でダウンロードができるからといって、違法に掲載された音楽や着メロをダウンロー
ドすれば、あなたも違法行為を行ったことになり、場合によっては刑罰を科せられること
さえあるので、利用しているサイトが、権利者から許可を得ているかどうかを確かめてか
ら利用しましょう。また、違法サイトの多くは、著作物をダウンロードするユーザーに向
けて、広告を掲載し、広告料収入を得ていますが、もともとが違法な行為をしているサイ
トなので、そこで得た収入がどのような事業に使われるか分かりません。不正な事業に使
われている可能性も少なくありません。このような不正なサイトが増えると、許諾をとっ
た上で正当に運営しているサイトの運営ができなくなる可能性もあります。モバイルを利
用して私たちがいつでも安心して、さまざまな情報、著作物を利用することができるよう
に、違法サイトの不正行為に加担しないようにしましょう。
・適法なサイトの見分け方
JASRAC（日本音楽著作権協会）の管理作品の利用について、JASRAC から許可を得
ているサイトは、TOP 画面に JASRAC が発行している許可番号と許可マークが掲載され
ています。その他の管理事業者の場合も、同様の表示を義務付けています。
レコード会社・映像製作会社との契約によって、レコード（CD）音源や映像などが適法
に配信されているサイトには、
「

エルマーク」が TOP 画面などに表示されています。

著作物を利用する際には、このようなマークが表示されていることを確認しましょう。
② 【動画投稿（共有）サイト】
・動画投稿（共有）サイトの利用に関連する著作権
一般のユーザーがアップロードした映像や動画の視聴や、ダウンロードが可能なサイト
を、動画投稿（共有）サイトといいます。テレビ番組や音楽クリップなどは、テレビ会社
やレコード会社などが権利を持っていますので、これを勝手に複製し、それを動画投稿サ
イトにアップロードすることは権利侵害になります。もちろん、他のユーザーのリクエス
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トに応じてアップロードしてもいけません。ユーザーは、他者が作成した映像コンテンツ
（放送番組、音楽プロモーションビデオ、映画等）を権利者の許諾を得ずに投稿したり、
市販もしくはレンタルされている CD の音源を無断で利用して投稿したりすることはでき
ません。ユーザーが投稿できるのは、原則として、自作自演による音源や映像コンテンツ
のみとなります。
・まずサイトの注意事項の確認が必要
動画投稿（共有）サイト上で「音楽」を利用する場合は、運営事業者が、JASRAC など
の音楽の著作権を管理している事業者に許可を得ていれば、その許可条件の範囲内で、そ
の事業者の管理する作品を自ら演奏して映像コンテンツに録音・録画し、投稿することが
できます。映像コンテンツを投稿する前に、どのような作品であれば自ら演奏して投稿す
ることができるのか、まず、各サイトに掲示された注意事項を確認することが重要です。
③ 【ブログ、掲示板サービス】
・アップロードしてもらうこと、されることにも注意
無償でブログや掲示板を開設できるサービスを利用して、インターネット上で、ブログ
を運用したり、掲示板を管理したりするユーザーが増えています。
これらのサイト上で、友だちに知らせたい、聴かせたいという気持ちから、好きなアー
ティストの歌詞や音楽ファイルを自分でアップロードしたり、音楽に関心のあるユーザー
を喜ばせたい気持ちから、アップロードのリクエストやアップロード自体を募ったりする
ケースがありますが、いずれの場合も、著作権者らの許可を得ないまま行うことは禁じら
れています。
違法なアップロードをしないだけでなく、受けつけることのないよう、また違法なアッ
プロードが行われた場合に、それを放置しないよう、気をつけましょう。
・イラストなどの掲載にも注意が必要
大好きなキャラクターのイラストを使いたい、誰かのサイトにあった作品を友だちにも
見せたいと思う場合があると思います。しかし、人が描いたキャラクターは自分の著作物
ではありませんので、法律で認められた例外規定にあてはまるような使い方をする以外は、
著作権者からの許諾がなければ使うことができません。利用条件などが定められている場
合は、その利用条件にそった使い方なら許諾の範囲ということになります。
好きなキャラクターを使いたいという気持ちは分かりますが、自分の著作物以外の何か
を掲載しようと思った際には、それがどんなものであっても、気軽にウェブに掲載するの
ではなく、自分の意図した使い方が許されているかどうか確認をするようにしましょう。
④ 【インターネットオークション】
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・
「海賊版」を出品・販売する行為は著作権侵害
著作権者の許可を得ないでコピーされた CD、DVD などの録音・録画物、また同様にコ
ピーされたビジネスソフトやゲームソフトなどは、一般に「海賊版」と呼ばれています。
勝手にコピーを作成し、インターネットオークションなどに出品・販売する行為は著作権
侵害になります。録画したテレビ番組を、販売を目的に DVD などに複製する場合も同様で
す。また、自分でコピーしたものでなくても、海賊版と知りながら出品、販売する行為も、
著作権侵害となりますので、海賊版と判っているものは決して販売などしないようにしま
しょう。
・
「海賊版」の購入は危険
海賊版をそれと知って購入した場合、トラブルがあっても返金や返品などの交渉につい
ては当事者間で行うしかありません。海賊版の売上は、犯罪組織の資金源になっていたり、
購入者の個人情報を悪用されたりするなどのトラブルが起こることもあります。違法にコ
ピーされたプログラムを、違法コピーであることを知って取得し業務で利用する行為も著
作権侵害にあたり、刑事罰や損害賠償責任のリスクもありますので十分注意しましょう。
⑤ 【ファイル共有ソフト（P2P ソフト）
】
・P2P ソフトの悪用がもたらす深刻な問題
携帯電話だけでなく、パソコンでも注意が必要です。ユーザーが「ファイル共有ソフト
（P2P ソフト）」を利用していると、ウィルス感染や不注意により、CD、DVD などの録
音・録画物、またビジネスソフトやゲームソフトなどそのユーザーが購入していた他のフ
ァイルがインターネット上に流出する場合があります。
ファイル共有ソフトとは、ユーザー同士が直接アクセスし合って情報等を共有するもの
で、代表的なものでは、
「WinMX」や「Winny」、「Share」、また Gnutella 系と呼ばれる
「Cabos」
「Lime Wire」など多数のものがあります。これらのソフトでは、利用者間で瞬
時に大量なファイルが共有できるため、悪用されると著作権が侵害されるだけでなく、個
人情報の漏洩、インターネット回線の占有など、深刻な社会問題を引き起こします。
P2P ソフトを利用して、著作権者に無断で著作物のファイルを共有する行為も著作権侵
害にあたり、映画・音楽などのファイルをダウンロードする行為も、違法サイトからダウ
ンロードと同様に違法行為となりますので、P2P ソフトの安易な利用は絶対に避けましょ
う。
４．

作品の創作者・情報発信者として（盗用と引用）

作品を創作するにあたって、個人で楽しむだけでなく、何かに出品し、または、多くの
人が閲覧できるようにする場合、特にインターネットを使ってブログや掲示板に書き込み
をする場合には、著作権を侵害しないように注意が必要です。他人の著作物の表現を勝手
4
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に自分の作品や投稿での表現に使ってしまうと「盗用」、すなわち権利を侵害したことにな
ります。どうしても他人の作品の表現や書き込みを使いたい場合には、
「引用」として一定
のルールを守る必要があります。引用する場合には、自分がオリジナルに創作した部分に
比べ、引用対象の作品の分量が少ないものであること、「」などをつけてその部分が引用で
あることを明確にすること、また、引用部分の出典元を明記するなどの配慮が必要です。
引用は一歩間違えれば著作権を侵害することになってしまうので注意しましょう。
５．

著作権を侵害するとどうなるの？

著作権を侵害した場合は、損害賠償などの民事上の責任とともに、刑事上の罰則を受け
ることがあります。著作権法では、10 年以下の懲役または 1,000 万円以下の罰金、また
はその両方と大変に重い罰則です。罰則だけでなく、捜査の過程で、家宅捜査、証拠品の
押収などが行われ、逮捕されることもあります。こうした場合には、自分だけではなく、
家族や学校、友人にまで迷惑をかける可能性もあります。インターネットは匿名と言われ、
誰が行なったのか分からないと思われていますが、捜査上の適切な手続きによれば利用者
を特定することが可能です。著作権の侵害は、非常に重い犯罪行為とされていますので、
安易に「これくらいはたいしたことない」
「自分だけは大丈夫」などと思わず、侵害行為を
行わないよう十分注意してインターネットを利用するようにしましょう。
６．

最後に（権利を守って豊かな社会に）

・著作権を守ることで社会が豊かに
音楽や映画、小説やマンガなど、私たちの生活を豊かにしてくれるものはたくさんあり
ます。しかし、こうした作品は創作する人たちがいなければ生まれてきません。また創作
物を皆さんが手に取れるようにするためには、様々な人たちの活動がなければ成り立ちま
せん。著作権やそれに関連する権利を侵害する行為は、これらの人たちの生活を脅かすこ
とになります。著作物を扱う時には、
「自分一人くらいは大丈夫」などと考えずに、世の中
全体のことを考え、社会のルールをきちんと守って楽しむことが大切です。みなさん一人
一人が注意しながら楽しむことで、よりたくさんの作品が生まれ、またそれを楽しむこと
ができるようになり、豊かで文化的な社会を守っていくことができます。著作権などの権
利の正しい理解を心掛け、安易な権利侵害で犯罪を犯すことのないように注意をして作品
を楽しみましょう。

【補足資料】
著作権やそれに関連した権利には、さまざまなものがあります。
・著作権のいろいろ
【複製権】
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音楽を録音したり、小説などをコピーしたりすることに関する権利

【上演権・演奏権】
脚本にもとづいて劇を上演し、または音楽を演奏することに関する権利

【上映権】
映画やビデオなどを上映することに関する権利

【公衆送信権】
テレビやラジオで放送したり、インターネットで情報を発信したりすることに関する権利

【口述権】
多くの人の前で本などを読み上げることに関する権利
【展示権】
絵や彫刻などの美術作品やまだ発行されていない写真を展覧会などで展示することに関する権利

【頒布権】
映画の著作物を貸し、または他人に譲り渡すことに関する権利

【譲渡権】
映画の著作物以外の著作物を他人に譲り渡すことに関する権利

【貸与権】
音楽用 CD やゲームソフト、書籍・雑誌などを多くの人に貸すことに関する権利

【翻訳権・翻案権】
小説などを翻訳し、または漫画のキャラクターを元に人形を作るなど、既にある著作物を元に、新たに創
作性を加えて、別の作品を創作することに関する権利

・著作者人格権
【公表権】
著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、どのように公表するかを決めることができる権利。

【氏名表示権】
著作物に氏名を表示するかしないか、表示するとすれば、どのように表示するのかを決めることができる
権利。

【同一性保持権】
自分の著作物の内容を、勝手に変えられることのない権利。

また、著作権については、他人に譲ることができますが、人格的な利益を保護する著作
者人格権を他人に譲ることはできません。常に創作した人が持っている権利であることを
念頭においておきましょう。
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・著作隣接権
作品そのものをつくる著作者が「著作権」を持っているのに対し、その作品を世の中の
多くの人に伝える歌手や俳優などは、著作権に隣り合わせの権利として「著作隣接権」と
いう権利を持っています。具体的に著作隣接権者として保護されるのは、歌手や俳優など
の「実演家」
、CD などをつくる「レコード製作者」
、番組を放送する「放送事業者」、
「有線
放送事業者」の 4 者です。
例えば、ホームページやブログで好きなアーティストの CD の音源を流す場合には、著
作者である作詞家、作曲家の許可と、歌を歌っている歌手や曲を演奏しているミュージシ
ャンの許可、さらに CD を製作したレコード製作者の許可が必要になります。
【著作物を自由に利用できることがある】
●著作物を自由に使えるケース
保護期間の経過により著作権が消滅した著作物（日本の場合は、原則として著作者の死
後 50 年まで。映画の著作物の場合は、公表後 70 年）については、自由に利用できます。
ただし、著作権の保護期間と著作隣接権の保護期間（公表後 50 年まで）は連動していない
ため、著作権が消滅している作品の市販 CD でも、演奏している実演家や製作したレコー
ド会社が著作隣接権を持っている場合がありますので、注意が必要です。また著作権が消
滅している場合でも、その著作者が生きていると仮定した場合に著作者人格権を損なうよ
うな態様での利用は禁じられています。
自分や家族など限られた範囲の人が聴くために、市販の CD の音源をコピーする場合に
は、著作権に関する許可を得る手続きは必要ありません。ただし、たとえ自分が聴くため
であっても、違法サイトと知りながら、そのサイトから音楽・映像などをダウンロードす
る行為は、2010 年 1 月以降、著作権侵害とされ、禁じられています。
また、図書館や学校の授業での複製、営利を目的としない演奏などは、著作権者の許可
を得ないで、自由に利用できる場合があります。
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「著作物について考えよう」 学習指導案
１

学年 小学校第６学年

２

本時のねらい
○ インターネット上の作品や自分や友だちの作品など，全ての作品に著作権があることを知る。
○ 著作権の大切さを理解し，尊重しようとする態度を養う。
○ 著作物を利用する際の，正しい対処方法について理解する。

３

資料名 ケータイ・インターネットの歩き方３「著作権編」ショート・ビデオ集
（一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構制作）

４

本時の展開（４５分）

配時
導入
５

学

習 活 動

留 意 点 （・）と 評 価 （◇）

１ ．事例アニメを
事例 アニメを見
アニメを 見て，本時の
本時の学習課題
を知る。
○アニメなどのキャラクターや友だちの

・図工や家庭科などでの作品作りの経験を

イラストなどを見て、「自分の作品に使い

想起させる。

たい」と思った経験を出しあう。

・真似したり，真似されたりした経験につ
いても取りあげる。

○事例アニメ（どんなものにも著作権があ

・「えっ？ホント？？」の吹き出しが表示

る）を途中まで見る。

されたところで一時停止する。

※利用コンテンツ

◇本時の課題に気付いたか。（態度）

「どんなものにも著作権がある」
展開

２ ．プロフで見
プロフで見つけたイラストを，
つけたイラストを ，自分

３０

のプロフに載
のプロフに載せることについて考
せることについて考える。
える。

(10)

○自分の考えをワークシートに書く。

・「良い」「悪い」の判断だけでなく，そ

・「問題はない」

う考えた理由も書かせる。

・「どちらとも言えない」

◇自分なりの考えを持つことができたか。

・「問題がある」

（ワークシート）

○意見を発表する。

・「著作権」という言葉が出たら，取りあ
げる。

○事例アニメ（どんなものにも著作権があ

・インターネット上の作品にも，著作権と

る）の続きを見る。

いう権利があることを確認する。

○事例アニメ（著作権って？）を見る。

・自分や友だちの作品にも著作権があるこ

※利用コンテンツ

とを確認する。

「どんなものにも著作権がある」

・「著作権」と「著作者」について，整理

「著作権って？」

して確認する。
◇全ての作品に著作権があることを理解す
ることができたか。（発言）

３ ．著作物が
著作物が法律で
法律 で守られている理由
られている 理由に
理由に
(10)
ついて考
ついて考える。
える。
○自分の考えをワークシートに書く。

・自分が作品を作った時に苦労したことな
8

どを想起させる。
○考えを発表する。

・著作権者の努力や工夫を中心に取りあげ
る。

○事例アニメ（作品の創作・公開）を見る。 ・著作物を守ることは，安心して公開でき
※利用コンテンツ

る環境作りのためにも必要であることに気

「作品の創作・公開」

付かせる。
◇著作権を守る必要性について理解するこ
とができたか。（発言）

(10)

４ ．著作物を
著作物を利用したい
利用 したい時
したい時 には，
には， どうし
たら良
たら良いか考
いか考える。
える。
○自分の考えをワークシートに書く。

・会いに行ける相手と，ネット上の相手に

・友だちの著作物

ついて分けて考えさせる。

・ネットの著作物

◇自分なりの考えを持つことができたか。
（ワークシート）

○考えを発表する。

・許可をもらうことが必要であるという意
見を取りあげる。

○事例アニメ（許可を得る）を見る。

・「著作物は利用することができない」で

※利用コンテンツ

はなく，勝手に利用してはいけないことを

「許可を得る」

知らせる。
・許可を得るための，具体的な方法につい
て理解させる。
◇著作物を利用したいときの対処方法を理
解することができたか。（発言）

まとめ

５ ．携本時の
携本時の学習のまとめと
学習 のまとめと振
のまとめと振り 返りを

１０

する。
する。
○事例アニメ（豊かな暮らし）を見る。

・著作権は，権利を主張するためだけのも

○学習して分かったことや感じたことを

のでなく，わたしたちの暮らしを豊にする

ワークシートに記入する。

ために必要なものあることに気付かせる。

○意見を発表する。

◇著作権の大切さに気付き，尊重しようと

※利用コンテンツ

する態度が養われたか。（発言，ワークシ

「豊かな暮らし」

ート）
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ワークシート

（

）月（

）日

著作権について
著作権について考
について考えよう
（ ）年（ ）組 名前（

）

１ ネットで見
ネットで見つけたイラストを，
つけたイラストを，自分のプロフにのせることについて
自分のプロフにのせることについて，
のプロフにのせることについて，あなたはどう
思いますか。
いますか。
（

） 問題はない
問題はない

（

） どちらとも言
どちらとも言えない

（

） 問題がある
問題がある

そう思
そう思う理由を
理由を書きましょう。
きましょう。

２ なぜ，
なぜ，著作物が
著作物が守られているのだと思
られているのだと思いますか。
いますか。

３ 著作物を
著作物を利用したい
利用したい時
したい時には，
には，どうしたらよいと思
どうしたらよいと思いますか。
いますか。

友だちの作品
だちの作品

ネットの作品
ネットの作品

４ 学習を
学習を終えて，
えて，分かったことや感
かったことや感じたことを書
じたことを書きましょう。
きましょう。
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著作権について考えよう
プロフに他
プロフに他の人がかいた

著作権

・著作物
・著作者

イラストをのせていいか？
イラストをのせていいか？
・ネットの作品
・ネットの作品も
作品も
・自分や
自分や友だちも

よい

○

・権利があるから
権利があるから
何のためあるのか

どちらでもない
・著作者を
著作者を守るため
・プロの作品
・プロの作品はだめ
作品はだめ
使いたい時
いたい時はどうする

だめ
・プロフならいい
・みんなやってる

・許可を
許可を得る

・著作権は
著作権は全ての人
ての人が持っている。
っている。
・著作者を
著作者を守るだけでなく，
るだけでなく，暮らしを豊
らしを豊にするために必要
にするために必要な
必要な権利。
権利。
・著作物を
著作物を使いたい時
いたい時は，許可をもらう
許可をもらう。
をもらう。

「著作権について考えよう」 学習指導案
１

学年 中学校第２学年

２

本時のねらい
○どんなものにも著作権があることを知る。
○著作者、著作権、著作物の違いや意味について考える。
○著作権を守らなければならない理由と著作権を守ることが豊かな社会につながること
について気付く。
○著作権を侵害している例について知る。

３

資料名 ケータイ・インターネットの歩き方３「著作権編」ショート・ビデオ集
（一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構制作）

４

本時の展開（５０分）

時配

学

習 活 動

導入

１．どんなものにも著作権
どんなものにも著作権があることを
著作権があることを

１０

知る。
○好きな本・マンガや音楽などをどのよう

留 意 点 （・）と 評 価 （◇）

・いろいろと答えを引き出す。
買う・レンタル・ダウンロード

に自分は楽しんでいるかを個人でワーク
など
シートに記入する。
・著作権に関して説明する。
※利用コンテンツ
「作品の利用を許可したり、禁止したりす
「１どんなものにも著作権がある」
ることのできる権利のこと。無断で他人に
○著作権について聞いたことがあるかを
利用されないように保護。」
聞く。
○著作物にはどんなものがあるかをワー

・インターネット上の音楽やマンガ、ケー

クシートに書く。（補足欄）

タイ小説や写真、どんなものにも著作権が
あることを気付かせる。
◇著作権に関する基本的な意味を理解でき
ている。（発言）

展開

２．著作権はなぜあるかを
著作権はなぜあるかを考
はなぜあるかを考える。
える。

３０

※利用コンテンツ
「２著作権って」

・著作者ということを理解した後、自分が
作文を書いたり絵を描いたりしたりしたと
きの場合を考える。

○著作者はどんな人か聞く。
・自分たちも著作権を持つことができるこ
○自分の作品についても考える。
とに気付かせる。
○著作権はなぜあるのか、守らないとどん
・著作権法という法律があることを紹介す
な問題がありそうか考える。
・個人で考え、ワークシートに記入する。 る。
・著作物は作った人の考えや気持ちが作っ
・グループで話し合う。
○発表する。

た人なりの方法で表現されたものであるこ

※事例として海賊版の製品や動画投稿サ

とにも気付かせる。

イトを見せる。

◇著作権の問題点について気付くことがで
きたか。
（ワークシート，発言）
12

３ ．なぜ著作権
なぜ著作権を
著作権を 守らなければいけない
のかを理解
のかを理解する
理解する。
する。
※利用コンテンツ

・仕事にしている人（作曲家や小説家）は、

「３著作権を守る」

著作物が勝手に使われてしまうと収入を得

○コンテンツをしっかり見て自分たちの

ることができなくなることに気付かせる。

発表した内容と比べてみる。

・ 著作物を使う場合に著作者の許可が必要

○必要に応じてワークシート３①②に記

なことに気付かせる。

入する。

・ 作品の創作・公開について 勝手に自分
の著作物を使われたら作品を公開する人が
いなくなってしまうことがあることに気付
かせる。
・罪を犯すと罰金を１０００万円も払う場
合や著作権法違反で中学生が逮捕された事
例を説明する。

発展・応用

発展・応用

「４著作権侵害のいろいろ」

・事例アニメを途中で止め，ストーリーの

○許可の取り方を考える。

顛末を予想させることで，問題に気付く力

○作品の創作・公開について考える。

を育てる。

※利用コンテンツ
「５盗用と引用」
まとめ

４ ．権利を
権利 を守って豊
って 豊かな社会
かな社会にすること
社会にすること

１０

に気づき、
づき、考える。
える。
○著作物を正しく使うためのルールを３

・ケータイ・インターネットを利用すると

つワークシートに書く。

きにはこの著作権について気を付け、上手

・個人で考え，ワークシートに記入する。 に使うようにさせる。
・グループで話し合う。

◇著作物を正しく使うことについて気付く

○発表する。

ことができたか。（ワークシート，発言）
・海賊版は絶対買わない。

「７権利を守って豊かな社会に」

・不法ダウンロードは絶対しない。
・無断で人の著作物を使わない。
・JASRAC などのマークを確認する。

・「自分一人くらいは大丈夫」などと考え
ずに、世の中全体のことを考え、社会のル
ールをきちんと守って楽しむことの大切さ
に気付かせる。また、一人一人が注意しな
がら楽しむことで、よりたくさんの作品が
生まれ、またそれを楽しむことができるよ
うになり、豊かで文化的な社会を守ってい
くことができることに気付かせる。
13

◇著作物の大切さに気づき、尊重しようと
する態度が養われたか。（ワークシート，
発言）

14

ワークシート

（

）月（

）日

著作権について
著作権について考
について考えよう
（

）年（

）組 名前（

１ 読みたい本
みたい本や聞きたい音楽
きたい音楽をどのように
音楽をどのように手
をどのように手に入れていますか？
れていますか？

２ 著作物にはどのようなものがあるでしょう
著作物にはどのようなものがあるでしょう。
にはどのようなものがあるでしょう。

３ ①著作権はなぜあると
著作権はなぜあると

②著作権を
著作権を守らないとどんな問題
らないとどんな問題
が起きると思
きると思いますか？
いますか？

思いますか？
いますか？

４ これがわたしの著作権
これがわたしの著作権を
著作権を守るためのルール３
るためのルール３つ！！
１．

２．

３．

５ 著作物を
著作物を使用する
使用する際
許諾を得るにはどうしたらよいでしょう。
るにはどうしたらよいでしょう。
する際に許諾を

15

）

著作権について考えよう
著作権とは
著作権とは？
とは？ ・作品の
作品の利用を
利用を許可したり
許可したり、
したり、禁止したりすることのできる
禁止したりすることのできる権利
したりすることのできる権利
・無断で
無断で他人に
他人に利用されないように
利用されないように保護
されないように保護すること
保護すること

著作物とは
著作物とは？
とは？
・音楽
・書籍（
書籍（マンガ・小説
マンガ・小説）
小説）
・キャラクター
・コンピュータプログラム
・ゲーム
・自分や
自分や友達が
友達が書いた絵
いた絵・写真

著作者とは
著作者とは？
とは？
・作品を
作品を創ったり書
ったり書いたりした人
いたりした人 （自分も）

著作権を
著作権を守らないとどうなる？
らないとどうなる？

習字・
習字・作文 やＨＰ

①権利を
権利を守って豊
って豊かな社会
かな社会にしよう
社会にしよう
②社会のルールをきちんと
社会のルールをきちんと守
のルールをきちんと守ろう

・仕事の
仕事の人は、収入がなくなる
収入がなくなる
・いい作品
・いい作品を
作品を公開しなくなる
公開しなくなる
・嫌な気持ちになる
気持ちになる
・罰が与えられる

ルールを３
ルールを３つ考えよう！
えよう！
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