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「絶版」状態の放送アーカイブ
教育目的での著作権法改正の私案

メディア研究部  大髙　崇　

はじめに

文部科学省が推進するGIGAスクール構想
が本格化し，全国の児童・生徒向けの「1人1
台端末」が実現されようとしている。NHK放
送文化研究所が2020年に行った調査では，タ
ブレット端末を利用する小学校の62％，中学
校の51％がインターネットで児童・生徒に動画
視聴をさせており1），授業における映像のニー
ズは今後も高まることが予想される。

こうした中，放送局が保存する放送済みの
ニュース・番組の映像・音声（本稿では以下

「放送アーカイブ」と総称する）を教育機関に提
供するサービスが徐々に増えている。

放送アーカイブは，NHKが保存する番組だ
けで100万を超える。学校教育番組はもとより，
教養番組や報道番組など，さまざまなテーマの
番組群があり，教育ときわめて相性がよいが，

提供にあたっての課題は多い。
本稿は，放送アーカイブの教育目的での提

供・利用促進に向けて，権利処理の課題に注
目し，筆者の実務経験と研究に基づく著作権
法改正の私案を示し，その妥当性を検討する
ことが主眼となる。

第1章では，「NHKティーチャーズ・ライブラ
リー」を事例に，放送アーカイブの教育機関向
けサービスの現状と課題を確認する。第2章で
は，放送アーカイブの権利処理の特徴を示した
うえで，国内外で進む「絶版等資料」の利活用
を促す新たな法制度に着目しながら放送アーカ
イブの再定義へと展開する。そして第3章では，
現行著作権法の権利制限規定を踏まえて改正
案（私案）を検討する。第4章では，このほか
の課題として，初等中等教育機関の校内ネット
ワーク環境などを指摘し，それらを乗り越えた
先の展望を示す。

学校のICT 活用が本格化する中，放送局に保存される膨大な数の放送アーカイブを，授業等で利用するニー
ズが高まりつつある。本稿の主眼は，放送局等から教育機関に放送アーカイブを提供するうえでの権利処理の
課題に注目し，著作権法の新たな権利制限規定の私案を提示して，その妥当性を検討することにある。私案は，
放送アーカイブのうち権利処理が難しく，一般の市場で入手困難なものを，「絶版」として再定義し，それらを授
業等の目的・範囲に限定して配信する場合は著作権を制限とするというものだ。国際的な手法「スリー・ステップ・
テスト」にもあてはめ検討し，私案の妥当性を確認した。併せて検討した拡大集中許諾制度の効果と課題も示す。
また，仮に私案が実現しても，学校のネットワーク環境や認証システムなど，ほかにも課題はある。しかし，それ
らの課題を克服すれば，放送アーカイブが多くの社会的ニーズに貢献する可能性があることを指摘する。
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第 1 章  
放送アーカイブ教育機関向けサービス
～「NHK ティーチャーズ・ライブラリー」を中心に～

（1）教育向け配信サービスの概況

はじめに，放送アーカイブの教育機関向け
サービスを俯瞰する。筆者が確認したNHKと
その関連団体，在京民放キー局，そして，放
送番組センターが事業として取り組むサービス
の概況は表1のとおり。それらは有料と無料，
オンラインとオフラインに区別できる。

オンライン有料サービス
～テレビ東京とNHKエンタープライズ～

有料サービスは，テレビ東京とNHKエンター
プライズ（以下，NEP）が行っている。この2
つは，主に高等教育機関（大学等）を対象に，
授業等で配信される放送アーカイブを提供す
る。

テレビ東京は，会員限定のウェブサイト「テ
レ東 BIZ（テレビ東京ビジネスオンデマンド）」
を，2019年から教育機関向けにカスタマイズ
したサービスを開始した 2）。毎日更新される
ニュースや，『ガイアの夜明け』『カンブリア宮
殿 』といった人気番組など合わせて5万超の
アーカイブが見放題というのが魅力だ 3）。

NEPが「オンライン授業用番組ライブラリー 4）」
を開始したのは2021年。『NHKスペシャル』
などの大型番組を中心に201本をラインナップ
する。2022年3月末現在，4つの大学と利用
契約を結んでいる。

オンライン無料サービス ～放送番組センター～

無料サービスを行うのは，放送番組センター
（神奈川県横浜市）である。ここは，放送法に
基づき，NHK・民放のテレビ・ラジオで放送さ
れた番組やCMを収集・保存し，館内公開な
どの放送ライブラリー事業を担う，総務大臣に

表１　主な放送アーカイブの教育機関向け提供

NHK
ティーチャーズ・

ライブラリー

NHK
NHK for School

放送番組センター
大学向け配信サービス

NEP
オンライン授業用番組

ライブラリー 

テレビ東京
テレ東BIZ

教育機関向け

開始年 2009年 2011年
（※先行サービスは2001年～） 2013年 2021年 2019年

提供
方法

DVD貸し出し（限定公開）
※一部配信（一般公開） 配信（一般公開） 配信（限定公開） 配信用権利処理をして

提供（限定公開） 配信（限定公開）

提供
本数 316 「ばんぐみ」2,100以上

「クリップ」7,000以上

テレビ約18,000，
ラジオ約4,800のうち，
提供実績は延べ226

201 50,000以上

主な
番組

• NHK特集
• NHKスペシャル
• その時 歴史が動いた
• ハートネットTV
• サイエンスZERO　
• プロフェッショナル
　仕事の流儀
• クローズアップ現代＋
• 証言記録 東日本大震災
• ETV特集
• みんな生きている
• 仕事ハッケン伝

• スマホ・リアル・ストーリー
• ふしぎがいっぱい
• ことばドリル
• おはなしのくに
• 未来広告ジャパン！
• さんすう犬ワン
• 歴史にドキリ
• はりきり体育ノ介
• ストレッチマン・ゴールド
• ぼくドコ
• 昔話法廷

• 四季ユートピアノ（NHK）
• 日本の素顔（NHK）
• コント55号！裏番組を

ブッ飛ばせ！！（日テレ系）
• 忘れられた皇軍（日テレ系）
• フィルムドキュメンタリー
（テレ朝系）

• 名作のふるさと（テレ東系）
• 市民たちの水俣病（RKK）
• 原発のまちに生まれて
（福井テレビ）

• ジェットストリーム（FM東京）
• 街頭録音（NHK）

• 映像の世紀
• ドキュメント太平洋戦争
• 欲望の経済史
• 文明の道
• 100 分de名著
• 人体 神秘の巨大ネットワーク
• プロジェクトX 挑戦者たち
• 恐竜超世界
• 病の起源
• 激動の世紀
• BS 世界のドキュメンタリー

• Newsモーニングサテライト
• WBS
• 日経ニュース プラス9
• ガイアの夜明け
• カンブリア宮殿
• 池上彰の報道特番
• 知られざるガリバー
• マネーのまなび
• 都会を出て暮らそうよ
• 未来世紀ジパング
• THE名門校
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認可された国内唯一の団体である 5）。2013年
から大学向けストリーミングサービスを開始し
た。コロナ禍の2020年からは，在宅などのリ
モート授業や，一部の高校での試験運用も行っ
ている。

以上の，主に高等教育機関（大学等）を対象
とした配信サービスに共通するのは，利用契約
した教育機関の教員・学生のみの視聴に限定
されたネットワークシステムのもとで放送アーカ
イブを提供している点である。

無料の教育用配信コンテンツで知名度が高
いのは，NHK for School 6）だろう。こちらは
サービスの主な対象が初等中等教育機関（小・
中学校，高校など）である点が前述のものと異
なるだけでなく，何よりもインターネットで一般
に広く公開されているという点で，ほかの配信
サービスとの差が大きい 7）。

NHK for Schoolと同様に，主に初等中等
教育機関を対象にするサービスとして，「NHK
ティーチャーズ・ライブラリー（以下，TL）8）」が
ある。このTLのみ，オンラインの配信ではな
く，DVDの貸し出しというオフラインのサービ
スを今も続けている。

TLは，教育機関向け放送アーカイブ提供
サービスの草分け的存在といえるが，1人1台
端末のGIGAスクール構想が進む中，DVDに
代わる新サービスの検討を始めている。しか
し，実現に向けての課題は多い。以下では，
その理由を，TLの特徴，強みとともに詳しく
見ていきながら，教育向けに放送アーカイブを
提供するうえでの問題点を抽出する。

（2）NHK ティーチャーズ・ライブラリー

TLは2009年，映像資産の社会還元を目指
して，NHKが過去に放送した番組のDVDを，

教育機関に無料で貸し出すサービスとして始
まった。当時，インターネット環境が整備され
た教室はまだわずかで，DVDプレーヤーなど
の再生機での視聴が主流だった。DVDでの提
供は，学校現場のニーズにかなっていた。

提供する総数は，2022年3月時点で316番
組。それらは，「平和」「キャリア（職業観，勤
労観）」「ともに生きる（命・生き方，共生）」「情
報（情報リテラシー，表現）」「防災」「環境」「学
ぶ楽しさ」の7つのカテゴリーに大別される。
現場の教員の要望も踏まえ，総勢12人の教育
関係者からなる編集委員会（委員長：鳴門教育
大学大学院・藤村裕一教授）とNHK知財セン
ターが，学校教育に必要なテーマを協議して
番組を選定し，毎年20本程度を新たに追加し
てきた。番組活用をイメージしやすいよう，編
集委員が学習展開例を作成し，TLのウェブサ
イトなどで紹介している。

「大人向け」番組の強み

TLの特徴と課題を，NHK for Schoolと比
較しながら示してゆく。

NHK for Schoolの動画コンテンツは，放送
法 9）に定められているように，学習指導要領に
沿って制作された学校教育番組をベースにして
いる。授業内容と合致する動画が豊富で，教

ティーチャーズ・ライブラリーのDVD
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員には扱いやすい内容といえよう。
これに対してTLは，学校教育番組だけでな

く，オンラインでも公開されていない「一般番
組」を主として提供する点が，何よりの特徴で，
強みである。学校の枠を越えた「大人向け」の
番組が目立つ（表2）。
「平和」のカテゴリーには，原爆が投下され

た広島・長崎，地上戦の舞台となった沖縄を
取材した，凄惨だが目を背けてはいけない歴
代の特集番組がそろう。「ともに生きる」のカ
テゴリーには，ホームレスの人々に密着し，そ
の暮らしぶりと心情を描く『ETV特集 ひとりと
一匹たち 多摩川 河川敷の物語』や，部落解

放運動とその思想を説
き明かす『その時 歴史
が動いた 人間は尊敬
すべきものだ～全国水
平社・差別との闘い～』
などがある。『人間は
尊敬すべきものだ』は，
中学・高校での貸し出
し件数が毎年トップク
ラスである。

これらは，教員によっ
ては，授業中に文献や言葉だけで子どもに理
解させるのが困難なテーマだといわれる。しか
し，映像の臨場感ある表現が生徒たちを深い
学びへと導く助けになると評価されている。

また，ここに記述した番組は特に，普段の
放送でも取り上げられる機会の少ない，一般
的には人気があるといえないテーマを扱ってい
るが，そうした番組がよく視聴されているのも
特徴的だ。自宅などでくつろいで見るのとは違
い，授業で集中して視聴するには，こういった

“重い”けれども内容が濃く，時を経ても色あ
せない放送アーカイブが，真価を発揮しやす
いようである。

表2　NHKティーチャーズ・ライブラリー 貸し出し上位タイトル（2021年度）

（3）ニーズから見える課題
ニーズ1　使い勝手をよくしてほしい

ここからは，TLの課題について
言及する。

TLの利用は年間で約2,500件10）。
決して多いとはいえない。さらに近
年，貸し出し件数は減少傾向にある。
利用した教師たちが事務局に寄せる
感想や要望から見えるのは，現在の
TLの「使い勝手の悪さ」である。

『その時 歴史が動いた 人間は尊敬すべきものだ
～全国水平社・差別との闘い～』

順
位 番組 放送年

1 その時 歴史が動いた 人間は尊敬すべきものだ ～全国水平社・差別との闘い～ 2008

2 NHKスペシャル アニメドキュメント あの日，僕らは戦場で～少年兵の告白～ 2015

3 にんげんドキュメント 大人ってすごい！ ～ 14歳の職場体験～ 2005

4 仕事ハッケン伝 安田大サーカス クロちゃん×保育業界 2011

5 特集番組 長崎の鐘は鳴り続ける 2000

6 NHK特集 夏服の少女たち～ヒロシマ・昭和20年8月6日～ 1988

7 その時 歴史が動いた 6000人の命を救った外交官 ～杉原千畝 ビザ大量発給決断の時～ 2001

8 探検バクモン ハンセン病を知っていますか 2015

9 プロフェッショナル仕事の流儀　心を込めて，当たり前の日常を ビル清掃 新津春子 2015

10 NHKスペシャル “ヒロシマの声”がきこえますか～生まれ変わった原爆資料館～ 2019
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貸し出し期間は最大でも2か月で，延長
は不可。利用は，授業や教育活動に関わる
目的のみに限られている。誰もがいつでも
視聴できるNHK for Schoolと比較すると，
TLは利用範囲，期間とも非常に限定的で，
明らかに利便性が低い。

ニーズ2　提供番組を増やしてほしい

さらにNHK for Schoolが9,000余りの動画
コンテンツを提供しているのに対し，TLは約
300番組。その差は大きい。

TL事務局には，「つい先日，放送で見た番
組を授業で使いたい。貸し出してほしい」とい
う教員からの要望がたびたび届く。ほかにも，
さまざまなジャンルの番組の利用希望があるが，
実際に提供可能となるのはその半数にも満た
ないのが現状だ。

ニーズ3　オンラインで提供してほしい

そして最も多い要望は，オンラインでの提供
に切り替えてほしいというものである。

サービス開始当初は歓迎されたDVDだが，
学校では1人1台端末が進んでいる。教室で
DVDを再生できないので，もう視聴できないと
いう学校も増えている。

利用する番組を選ぶため，オンラインで事前
視聴ができるようにしてほしいという教員たち
の声も多い。

現状は，全国のNHKの放送局などにある
「公開ライブラリー」に出向いて事前視聴する
方法をとっている。しかし，ただでさえ教員は
多忙だといわれる。加えて，公開ライブラリー
はほとんどが都道府県庁所在地にしかなく，
教員がそこから離れた場所に住む場合，往復
に長い時間を割いて視聴しに行くのは相当に無

TLのホームページより

理がある。さらに，コロナ禍により，地域によっ
ては公開ライブラリーを閉鎖する事態も発生し
た。仕方なく，とりあえず借りてみたが，求め
ていた内容とは違った，ということも避けたい。
職場や自宅で手軽に視聴できる環境を，とい
うのは自然なニーズだろう。

TLでは，DVD貸し出しに加え，利用者から
のオンライン化の要望に応えて，特に社会的意
義の高い番組をオンライン配信する「NHKオー
プンアーカイブス11）」と連携し，一部の番組の
インターネット配信（一般向け公開）にも取り組
んでいる。タイトル数は，2022年4月の段階で
42番組である12）。

権利の壁

オンライン化などのニーズに応えられない大
きな理由となるのが，権利処理コストである。

放送番組が制作段階で権利処理を行う際，
権利者から利用許諾を得る範囲は，放送と，
その時点で予定されている二次利用についてだ
け，というのが大半である。TLでの提供にあ
たっては，改めて権利処理が必要となる。次章
で詳述するが，権利者との交渉が難航し，提
供をあきらめることも決して少なくない。

現在提供中の約300番組の多くが，「教育目
的」という公益性への理解と，「授業」などの
狭い範囲，短い期間の利用に限るためにDVD
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（オフライン）で提供するという条件で，権利者
から許諾を得たものだ。

番組数の少なさは，NHKと，教育のプロで
ある編集委員の目で選定した，教育効果が期
待できる番組を提供するという方針に基づいた
結果である。だが，見方を変えれば，あまり利
用されそうもない番組に，コストをかけて権利
処理をする非効率性を回避する判断をした結果
でもあるのだ。

仮に，TLもNHK for Schoolのように，広く
一般にオンライン公開しようとすれば，提供中
の番組も改めて権利処理を要する。許諾を得
られない可能性も大きい。オンライン化を目指
すなら，現在のDVDと同様に，授業の参加者
だけが放送アーカイブを視聴できるよう，提供
対象を限定して配信するシステムが必要になる。
第4章でも言及するが，初等中等教育機関の
ネットワーク環境などの課題が指摘されており，
これも懸案となっている。

オンライン化で期待される「激変」

TLの編集委員長である藤村教授は，GIGA
スクール構想の意義を踏まえて，TLの課題克
服の必要性と可能性を次のように語る。

GIGAスクール構想は，今までの教員主導の

「知識注入型授業」に代わって，子ども1人1

人が自ら問題を発見し，仮説を立て，自分で

調べたりみんなで知恵を出し合ったりしなが

ら，問題解決の方法を見いだす力を育むこ

とを目指している。教員が提示した資料に頼

らず，子どもがそれぞれの関心で調べて探せ

るよう，資料はオンライン上に豊富にそろっ

ていることが必須になる。事前の権利処理を

簡便化させるよう制度を変えることで，NHK

アーカイブスの膨大な数の番組の多くが利

用できるようになれば，劇的な変化が期待

できる。

子ども1人1人の異なる課題意識を尊重する
教育にTLが対応するためには，より多くの放
送アーカイブをオンラインで視聴可能にすること
が求められる。大人の判断で見るか見ないかを
決めつけてしまわず，子どもたちの選択肢を増
やすことが重要となる。

そのためには，オンライン化と権利処理の簡
素化は，喫緊の課題だ。そして，このことは
TLだけに限らず，アーカイブ全般に共通する問
題でもある。

次章以降では，オンライン化を目指すにあ
たって抽出された権利処理の課題をどのように
解決すべきか，法制度の改正も視野に検討を
進めてゆく。

第 2 章  放送アーカイブは「絶版」か

（1）放送アーカイブの権利処理の困難さ

放送番組，特に放送から時間が経過したアー
カイブの二次利用のための権利処理が非常に
煩雑だという理由を，具体的に示してゆこう。

放送番組は「権利の束」と呼ばれるほど，多
くの権利者が関係して成立している。ほとんど
の番組には，代表的な分野だけで以下のような
著作権者が関与する（図1）。
• 音楽（楽曲）（番組のテーマ曲，BGM，楽曲

や歌詞が登場する場面のすべて）
権利者：作詞・作曲家，音楽出版社，CDな
ど音源使用でのレコード会社など

• 実演（俳優・声優，歌唱・演奏などのパフォー
マンスの場面のすべて）
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権利者：俳優・歌手などの実演家
• 文芸（ドラマの原作や脚本，バラエティーの

シナリオなど）
権利者：小説・脚本などの作者
このほか，絵画や彫刻などの美術，写真，

第三者から提供された「借用映像」など，作品
の創作によって発生する著作権と，作品の伝達
に関わる者の著作隣接権が，まさしく束となっ
て放送番組を形成している。学校に貸し出した
いとなったら，原則としてすべての権利者から
二次利用の許諾を得なければならない。また，
著作権とは別に，映像に写った人の肖像権の
処理も検討する必要がある13）。

ただし，著作物の分野別に著作権を集中的
に管理する団体（例えば音楽ではJASRACな
ど）がある場合，そうした集中管理団体と放送
局が二次利用の条件などについて契約を交わす
ことで，権利者がその団体に所属していれば，
一元的に権利処理が行える。しかし，権利者
が団体に所属していない「ノンメンバー」であっ
た場合は，個別に連絡し，交渉することになる。
当然，許諾が得られず使用をあきらめるケース
も多々ある。

さらに，TLのように放
送から一定期間が経過し
たアーカイブでは，権利者
を探し出せない困難さに直
面することも多い。

その大きな要因は2つ。
1つは，かつての放送局は
アーカイブ活用や権利に対
する意識が低かったこと。
放送当時の担当者が残し
た権利者情報の記録は不
備が多く，出演者の名前

すらわからない，ということも往々にしてあり，
人物特定作業はきわめて困難になる。

もう1つは，仮に人物が特定できても，当人
はすでに亡くなっており，その権利を誰が継承
したのか，どこにいるのかがわからない，と
いった「権利者不明」の事態が日常茶飯事であ
ることだ。

著作権法には，このような権利者不明の場
合，文化庁に申請し所定の手続きを行うことで，
最終的には文化庁長官が権利者に代わって許
諾（いわゆる「強制許諾 14）」）をする「裁定制度」
の規定がある15）。だが，権利者を探索したが
見当たらないと言うに足る「相当の努力」を示
す必要があるなど，許諾の裁定を受けるまでの
手続きは煩雑である。近年，制度の改善がな
されているが，それでも大量の放送アーカイブ
を利用可能にするには，手続きを担う人件費な
ど，多大なコストが予想される。

こうした事情もあり，放送アーカイブの大半
は，コスト倒れを覚悟してまで権利処理をする
必要なしとみなされる。民放にとっては，不採
算のため経営を圧迫する可能性が高く，NHK
にとっては，視聴者からの受信料をアーカイブ

図1　放送番組の著作権者

権利者団体所属原作
脚本

映画

マンガ

美術

写真

団体に所属しない
「ノンメンバー」

所在不明

音楽

実演
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活用に対して過剰に出資することは，本来の使
命である放送制作の予算削減にもつながりかね
ず，あるべきではない。提供の見込みは立たず，
視聴される機会もないまま，放送アーカイブは
眠り続けることになる。現状では，「死蔵」の
状態は解消されない。

（2）入手困難な「絶版」状態

また，利用者（教員など）の側から見れば，
配信や市販パッケージなどで現在視聴可能な
一部の番組を除き，放送アーカイブを入手して
利用することは，ほぼ無理な状況である。

NHKが保存する映像・音声・写真の提供
を受ける際の使用料の参考になる「料金シミュ
レータ16）」を使って仮の計算を試みる。

使用目的が授業と比較的近い「学術利用・
検定教科書」で，最も安価な「25年以内」の
映像，最も画質の低い「SD素材」で，使用秒
数600秒（10分）と設定した場合の合計額は

「おおよそ39万5,000円」。1人の教師が気軽
に支払える金額ではない。継続的な利用はな
お無理な話だ。

何より，大半の放送番組は放送のためだけ
に制作されるもので，市場での流通を想定した
ものではない。放送アーカイブは，もともと「一
般に入手困難」なのである。

そこで参考としたいのが，一般に入手困難
な著作物の死蔵化に対処し利用を促すための
制度改正の先行事例である。代表的なものと
して，国立国会図書館が保存する「絶版等入
手困難な資料」を，オンラインで利用できるよ
うにする取り組みがある。
「入手困難な資料」とは，資料デジタル化及

び利用に係る関係者協議会（国会図書館と所
蔵作品に関係する著作権者や出版社などを代

表する団体で構成 ）が公表した文書の中で，
以下のように定義されている。

入手困難な資料とは，流通在庫（出版者，書

店等の市場）がなく，かつ商業的に電子配信さ

れていない等，一般的に図書館等において購

入が困難である資料とする。ただし，オンデマ

ンド出版されている資料及び電子書籍として流

通している資料は，現に商業的に流通している

事実を踏まえ，入手可能なものとして扱う。17）

この定義は，主に紙媒体の資料や書籍を対
象としたものだが，それを放送アーカイブに置
き換えてみても，特段，違和感はない。大半
の放送アーカイブは入手困難，言い換えれば，
出版物でいう「絶版 」等と同じ状態と考えても
よいのではないか。

　
（3）「絶版」の放送アーカイブを

権利処理不要とする立法の合理性

EU各国では，近年，絶版等の理由で一般
に入手困難（アウト・オブ・コマース）な作品を，
図書館，アーカイブ機関などの「文化遺産」を
扱う機関が，非営利目的でオンライン公開でき
るようにする制度の導入が急ピッチで進められ
ている18）。そして日本では，2021年，前述の国
会図書館が絶版等入手困難な資料をデータ化
し，利用者に直接メール送信する行為を，権利
処理をしなくとも可能とするよう著作権法が改
正された 19）。

この世界的な潮流の中，放送局等が，「絶
版」状態にある放送アーカイブを，教育現場に
対象を限定して，授業という公益性の高い目的
のために提供（オンライン配信）する場合は，
権利処理を不要とするような著作権法改正は，
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理にかなったものではないだろうか。
提供対象を教育現場に限定することで，例

えば国家権力による事後検閲を目的とした視聴
は不可能になり，表現の自由を脅かす要素も発
生しづらい。

教育現場に「絶版」状態のアーカイブを提供
する意義を考えるうえで，早稲田大学大学院の
上野達弘教授の言葉を引用したい。著作権研
究の第一人者で，文化審議会著作権分科会の
法制・基本問題小委員会の委員を務める上野
教授は，委員会の議論の中で，教育と著作物
利用について次のように述べている。

……あらかじめ特定された著作物だけ利用で

きれば教育目的を達成できるというものでは

なく，様々な出版物やテレビ番組など，不特

定の著作物を網羅的に利用できる環境が効

果的な教育活動のために必要となる場合が少

なくない。20）（下線は引用者）

できるだけ多くの作品に触れさせることが，
教育において，幅広く深い理解を導くために重
要だとの指摘は，TL編集委員長の藤村教授
の言葉とも共通する。動画に親和性の高い子
どもたちに，放送アーカイブを網羅的に利用で
きる環境を与えることで，より豊かな学びが期
待できるだろう。

そこで次章では，放送アーカイブの教育現場
への配信を可能にするための私案を提示し，そ
れが現行法や従来の解釈などに照らして妥当
なものかを検討する。

第 3 章  著作権法改正の私案

「絶版」状態の，入手困難な放送アーカイブ

を教育現場に配信できるようにするには，権利
者の許諾なく提供と利用を可能にする著作権
法改正，すなわち，新たな「権利制限規定 」
を設けるというのが，筆者の私案である。

この私案を検討するにあたって，まず，現行
法上の権利制限規定，特に教育利用における
規定と運用を確認する。そのうえで，国際的な
権利制限規定の考え方にも照らし，妥当性と課
題，あるべき制度設計について考察してゆく。

（1）現行著作権法の権利制限規定

著作権法における権利制限規定は，「一定の
『例外的』な場合に著作権等を制限して，著作
権者等に許諾を得ることなく利用できる21）」も
のだと文化庁は説明する。具体的には，第30
条から第47条の6までの規定である。その条
文のほとんどすべてに，具体的な利用の場面や
目的，利用方法等が列挙される。それぞれの
範囲に限定して，「例外的」に著作権者の権利
が制限される，すなわち許諾なく利用できる。
中でも，教育という公益性の高い利用について
は，権利制限の対象となることが多い（表3）。

これらの規定の中には，単に無断で自由に
利用できるもののほか，無断で利用できるが
権利者への補償金を支払うことが条件になる
ものもある。かつての日本では，何より権利者
の許諾権を認めるか，あるいはその権利と経
済的利益ともに全面的に放棄させるか，といっ
た「オール・オア・ナッシング」の考え方が主
流であった。しかし近年の権利制限規定では，
自由な利用と権利者への利益分配の両立を目
指す，利用者・権利者双方に配慮した条項が
増える傾向にある。

そして著作権法第35条には，教員や生徒
が，授業の過程で使用するために必要な範囲
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内で，著作物の複製や，オンライン授業での
公衆送信（配信）などをする場合，権利者の許
諾は不要である旨が規定されている。

注意すべきは，この条文は，無許諾で複製・
公衆送信ができる主体を「教員や生徒」に限っ
ていることである。例えば，教員が自宅でテレ
ビ番組を録画する，あるいは市販パッケージを
購入して授業で使う場合はこの規定の対象とな
る。しかし，TLのように，第三者（放送局等
も含む）が教員らに著作物（番組等）を提供す
る行為は，権利制限の対象ではない。

なお，現行法では，例えば，第32条の「引
用」にあてはまる範囲で番組映像を利用する
場合や，第38条の「非営利での番組の上映」
なども権利制限の対象だが，そもそも教員や
生徒が番組を入手できない状態では意味をな
さない。現行の権利制限規定には，「絶版」の
放送アーカイブの教育目的の提供・利用が見当
たらないことも，私案の必要性を高めていると
考えることができる。

授業目的公衆送信補償金制度と
「SARTRAS」

2018年，補償金を支払う条件で，授業の過
程での著作物の配信を権利制限の対象とする，
前出の著作権法第35条の改正がなされた。

翌年，教育機関が支払う補償金を徴収し，
各権利者に分配するまでを円滑に行うため，一
元的な窓口となる集中管理団体「授業目的公
衆送信補償金等管理協会（以下，通称である

「S
サ ー ト ラ ス

ARTRAS」という）22）」が設立された。
SARTRASは，JASRACや日本文藝家協会

をはじめ，新聞，出版，写真など，各分野か
ら23の権利者団体が参加して構成され，権利
を制限される側である権利者たちの保護にも取
り組む。NHKや民放連，日本ケーブルテレビ
連盟も構成員として加わっている。

補償金は，学校の種類に応じて基本額（例
えば小学校は年額120円，中学校は180円な
ど）を定めたうえで，授業などの参加者の総人
数を乗じて算出される23）。SARTRASは全国

の教育機関から補償金を徴収し，
権利者が特定されているものに
ついて，受託団体を通じて分配
を行う（図2）。

前章でも指摘した，権利者が
所在不明の場合はどう対応する
のか。分配ができない補償金収
入額をSARTRASが管理し，所
在不明の権利者を受託団体が最
大10年間捜索する。見つけられ
れば分配し，見つからなければ

「権利者全体の利益となる事業」
に拠出するための共通目的基金
となる仕組みだ。

私案では，この補償金制度

私的使用のための複製（30条） 家庭内での番組録画など

図書館等における複製等（31条） 調査研究目的の利用者のための資料コピー，
国会図書館による絶版等資料の送信など

引用（32条） 報道，研究等での正当な範囲内での使用

教科用図書等への掲載（33条） （※通知と補償金支払いが条件）

学校教育番組の放送等（34条） （※通知と補償金支払いが条件）

学校その他の教育機関における
複製等（35条）

教師らによる授業目的のコピー，公衆送信
（※公衆送信は補償金支払いが条件）

試験問題としての複製等（36条） 入学試験などへの掲載
（※営利目的の場合は補償金支払いが条件）

視覚障害者等のための複製等（37条） 点字図書作成のためのコピー，公衆送信

営利を目的としない上演等（38条） 非営利・無償での上映会・演奏会など

公開の美術の著作物等の利用（46条） 屋外の彫刻や建築物の撮影など

電子計算機における著作物の利用に
付随する利用等（47条の4） コンピューターでのキャッシュの作成など

表3　主な「権利制限規定」
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の中で，放送局等が，権利者らの許諾を要さ
ずに「絶版」状態の放送アーカイブの提供を行
い，そのサービスを利用した教育機関が補償
金を支払い，最終的に番組の権利者たちに分
配されることを想定している。現在の運用に
沿ったもので，無理ではないと思われる。

（2）権利制限の趣旨と
「スリー・ステップ・テスト」

著作権の権利制限規定を新たに設けるにあ
たっては，「著作者の権利の保護」と「文化の
発展 」のバランスを図る著作権法の理念にか
なったものでなければならない。教育という公
益性を重視するあまり，いたずらに権利を制限
していては，著作者・権利者の経済的利益が
損なわれ，社会全体としても創作の環境を悪化
させ，文化の発展を阻害することにもつながる
だろう。

このバランスを見極めるための伝統的な手
法として「スリー・ステップ・テスト」がある。
これは日本も含む世界179か国 24）が加盟する
著作権の国際条約「文学的及び美術的著作物
の保護に関するベルヌ条約」の第9条第2 項
に示された，権利制限規定の3つの要件に適

合するか否かを検討し，判断する
ものだ。

3つの要件とは以下のとおり。
①特別な場合であること

②著作物の通常の利用を妨げな

いこと

③著作者の正当な利益を不当に

害しないこと

これらすべてを満たした場合，
権利制限規定の対象として妥当で
あるとされている。本稿で示した

私案は合致するのか，以下で検討してみたい。

私案をスリー・ステップ・テストする

①特別な場合

著作物を利用する目的や範囲，利用方法な
どが「質的な意味でも量的な意味でも狭い範囲
に止まるもの 25）」を指す。

量的には，授業という限られた空間と人数で
の狭い範囲の利用であり，質的には，教育の
公益性に照らせば議論の余地はないと考えら
れ，この要件は問題ない。

②著作物の通常の利用を妨げない

権利制限による著作物の利用が，それまで
権利者が利益を得られる状況にあった市場と
経済的競争を生じさせ，「権利者から多量の，
または実質的な商業的利得を奪う26）」状況に
ならないことを指す。

市場に流通していない，入手困難な「絶版」
状態の放送アーカイブは，そもそも通常の利用
が存在していない。この点も問題ないと考える
べきだろう。

ただし，ここで留意すべきは，放送アーカイ
ブ全体から見れば一部であるが，第1章で述べ

図2　授業目的公衆送信補償金制度

教育機関

権利者不明の場合

利用報告
補償金

分配業務
受託団体SARTRAS 分配の

委託

共通目的基金
各権利者・権利者団体に分配
※権利者が分かる場合・権利者から
　申告があった場合

SARTRASウェブサイトに基づき筆者が作成
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たテレビ東京やNEPのような有料配信サービ
スがすでに存在し，市場が形成されていること
である。権利制限規定の創設によって「絶版」
のアーカイブが大量に出回れば，当然，非営
利・無料サービスへのニーズが増加する蓋然性
は高い。またその際，無料で配信した番組が，
有料配信サービスでもすでに配信されていたと
いう重複も起こり得る。そうなれば，有料サー
ビス事業者にとって「通常の利用の妨げ」とい
えるかもしれない。

これについては，前述した，絶版等入手困
難資料の送信にあたっての，国会図書館で行う

「除外手続き 27）」が参考となる。
送信対象を入手困難な資料に限定するため，

電子書籍の目録などとの突
とつごう

合作業を行い，市
場にあることが判明した場合や，権利者や出版
社などから申し出があった場合は，資料を送信
対象から除外する，つまり「絶版」状態ではな
いとするものだ。

仮に私案が実現した場合，放送アーカイブ
も入手の可能性，番組が市場に存在するか否
かの確認と対応のルールを決めて実施すること
で，要件を満たすことになるはずである。

③著作者の正当な利益を不当に害しない
著作権者の不利益，被害が不合理なまでに

大きいものにならないことを指す。
放送局に「死蔵 」された「絶版 」状態の放

送アーカイブからは，権利者の金銭的利益は，
まず永遠に発生しない。利用されることで補償
金が分配される可能性があり，むしろ利益が
得られるため，この要件も問題ない。

これまで「スリー・ステップ・テスト」に基づ
いて私案を検討してきたが，この手法が提唱さ
れたアナログの時代と異なり，現代は，デジタ

ル化によって大量のコンテンツが流通して変化
が激しいため，権利制限に関してもより柔軟な
解釈を求める意見が少なくない 28）。

厳格なスリー・ステップ・テストを用いること
の適正さが問われるかもしれないが，今回はあ
えて伝統的な手法に基づいて検討することで，
私案の確実性を示そうと試みた。

その結果，スリー・ステップ・テストにも，私
案は適合していることが確認できた。

（3）結論　法改正の提言
期待される効果と求められること

私案に関する検討の結果，改めて，著作権
法第35条（学校その他の教育機関における複
製等）に条文を追加する形での権利制限規定
は，妥当なものと考える。

以下，改めて著作権法改正の私案を示す。
教育現場での放送アーカイブの利用を促進する
ため，放送界，教育界をはじめとする関係各
位への提言としたい。

この法改正私案の実現によって，期待され
る効果は，以下のようなものが挙げられる。

絶版等入手困難な資料と同様の状況にあ

る放送アーカイブを保存する機関は，教育

機関に対し，授業の過程における利用に

供するための公衆送信を，著作権者等の

許諾なく行うことができる。ただし，上記

の目的で放送アーカイブを利用した教育機

関が，授業目的公衆送信補償金制度に基

づいて，相当額の補償金を著作権者に支

払うことを条件とする。
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【期待される効果】

• 放送アーカイブの「死蔵」状態の激減。
• 提供可能な番組が激増し，教員・生徒の選

択肢が広がることで教育効果が高まる。
• 教育機関での利用については，現行の権利

制限規定とSARTRASを軸とした運用が今
までどおり適用されるため，大きなルール変
更がなく実施できる。

• 補償金の分配によって，その番組に関わった
権利者に予定外の利益をもたらす。

同時に，制度の運用上，以下のような取り
組みが求められる。

【求められる取り組み】

• NHK・民放連，放送番組センターなど放送
関係機関と番組提供サービス事業者が中心
となり，「絶版」の放送アーカイブを教育機関
に円滑に提供する運用ルールを策定し，教育
機関，各権利者団体，SARTRASと一層の
連携を図る。

• 「絶版」状態の放送アーカイブを提供する者
（放送局等）は，すでに配信（教育向けを含
む）や市販パッケージで市場に流通している
番組の利用を妨げないよう，「除外手続き」を
行うとともに，提供中，および提供予定の番
組の一覧を公開し，関係者の利便性を図る。

• 放送から一定期間が経過したアーカイブを
（教育目的に限定とはいえ）公開することで，
出演者などに名誉権等の侵害を及ぼす場合
も考えられる。本人の申し出に対応し，特段
の事情がある場合は配信を停止するなどの判
断ができる機能・体制を整える。

ただし，権利制限規定は，利用者側にとっ

て，メリットとともにデメリットもある。無許諾
で利用できるのはメリットだが，利用の範囲や
使い方が厳しく限定されているのがデメリット
だ。それらを越えた利用は権利処理を要する
ため，教育機関側は，その利用が権利制限の
対象内か対象外かを，注意して確認しなけれ
ばならない。現行の35条でいえば，例えば入
学希望者を対象としたオープンキャンパスの模
擬授業での著作物の配信などは，権利制限の
対象とはならず，別途許諾を要する。

本来は教育現場が必要に応じて柔軟に利用
できることが望ましい。権利制限規定に縛られ
ず，提供側の放送局等と利用者側の教育機関
が，現場のニーズに合わせた利用許諾契約を
結び，権利処理がなされた著作物（放送アーカ
イブ）を心配なく利用できるのであれば，それ
に越したことはない。

（4）「拡大集中許諾制度」や
「新しい権利処理の仕組み」について

そのため，今回の法改正私案の検討と並行
して，権利制限規定は設けず，権利者の許諾
権を生かしたままで，より簡便で円滑に利用が
可能となるような利用許諾（ライセンス）契約の
あり方についても模索した。すなわち，入手困
難な「絶版」状態の放送アーカイブを教育目的
で提供・利用するための「拡大集中許諾制度」
である（図3）。

拡大集中許諾制度は，著作物のより円滑な
利用が求められる近年，ヨーロッパを中心に導
入の動きが加速している。権利を集中管理する
団体が利用者と締結した利用許諾契約の効果
を，その団体の構成員はもちろん，構成員で
はない著作権者にも拡張して及ぼすことを認め
る制度である 29）。
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権利者側には許諾権があるため，団体とし
て，希望する条件について利用者側と交渉し
決定することができる。権利制限規定では選
択，判断する余地がないのとは大きく異なる。

放送アーカイブを提供する側にとっても，契
約の締結後は，そのつど許諾を得る必要はな
くなるため，大量の著作物を流通させやすくな
る。「絶版」状態の放送アーカイブの活用には
とても適した制度といえよう。

日本でもこの制度の導入がたびたび検討され
ており，2021年の著作権分科会基本政策小委
員会でも議題となった。しかし，権利者団体か
らは，既存ビジネスへの影響や制度の目的な
どに対する懸念の声が上がり，導入を促す議
論には至らなかった。

拡大集中許諾制度の目的を，まずは「絶版」
の放送アーカイブの教育提供に限定して着手す
れば，議論も前進するのではないだろうか。

ただし，例えば写真やマンガなど，集中管
理が進んでおらず，大半の権利者がノンメン
バーだという著作物の分野も多い。そうした中
での制度導入は，多くの権利者の混乱を招き，

実際の運用は困難では
ないかという懸念はぬ
ぐえない。

2021年12月，基本政 
策小委員会は中間まと
めを公表した 30）。そこ
には，より実現可能な
方策として，著作物の
分野を横断する一元的
な窓口組織を創設し，
共通のデータベースを
活用して権利者探索を
簡便化させ，特に所在

不明や連絡がとれない権利者に対しては「新し
い権利処理の仕組み」を作るなどの案が盛り
込まれた。現在，具体化に向けた検討が続け
られている。こうした効率的な権利処理の仕
組み作りには，デジタル化が著しい現代社会
でのコンテンツ流通を促すうえで大きな期待が
寄せられている。

しかし，1つの番組だけでも多数の権利者が
存在する放送アーカイブは，膨大な数にのぼる。
新しい権利処理の仕組みによっても，「死蔵」
状態のドラスティックな解消は難しいように思わ
れる。

以上を検討した結果，前述の，「絶版」の放
送アーカイブを権利制限の対象とする法改正の
私案が，現状ではより有効であるとの結論に
至った。併せて，権利制限規定のもとで，教
育現場の事情に即した，より柔軟な，かつ適
切な利用を可能とする運用のために，今後も検
討が必要であることが抽出された。

図3　拡大集中許諾制度

教育機関提供の
許諾契約

構成員 非構成員 所在不明

集中管理団体

教育機関放送局等

同条件での許諾を認める

放送アーカイブ提供・配信
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第 4 章  さらなる課題と，
　　    その先に広がる文化の発展

本稿では前章までの権利処理の課題とその
解決に向けた考察に主眼を置いたが，教育現
場に放送アーカイブを提供するうえで，なお大
きな課題がある。

第1章でも触れた，初等中等教育機関の配
信ネットワーク環境の整備の遅れ，そしてID
管理や認証基盤をどう確保するかである。

仮に前章の権利制限規定の改正案が施行さ
れ，著作権法上は大量の放送アーカイブを提
供できるようになっても，学校側が視聴・利用
できない状態であれば，法改正をする意味が
ない。

教育目的利用の放送アーカイブ提供は，TL
が厳しい条件のもとでDVDを貸し出すように，
授業の参加者などに限定して配信する必要が
ある。それ以外の人が別の目的で視聴できる
状態では，権利制限の対象からは除外しなけ
ればならない。信頼できる認証システムや，大
容量の放送アーカイブの一斉視聴に耐えられる
だけの通信環境が不可欠である。

（1）初等中等教育機関の
ネットワーク環境と認証基盤の課題

GIGAスクール構想の推進によって，児童・
生徒への1人1台端末は整いつつある。しかし，
大きな課題として，各学校内の高速通信ネット
ワーク環境が，全国レベルではまだ整っていな
いことが指摘されている。

新型コロナ感染拡大の第5波が続く2021年
8月下旬，さいたま市の小・中学校は，教室で
の対面授業と自宅でのオンライン授業を組み合
わせた「ハイブリッド授業」を始めた。しかし，

通信障害が相次ぎ，オンラインをやめて登校に
切り替える児童も出るなどの混乱が生じる結果
となった 31）。学校のインターネット回線が，授
業中のアクセス集中によって許容量を超えたと
見られる。

通信環境の面では，高等教育機関は先進
的である。国立情報学研究所（NII）が構築，
運用する通信システム「学術情報ネットワー
ク（SINET）32）」に，国内の多くの大学，研究
機関が接続し，海外の研究機関とも情報共有
が可能になっている。これは世界最高水準の
400Gbps回線による超高速性と安定性を誇る，
独自のネットワークシステムである。登録した機
関のみが利用できるグローバルIP認証によっ
て管理するため，第三者の侵入を防止するセ
キュリティー機能も高い。

初等中等教育機関もSINETに接続できるな
ら理想的だが，それには接続のための高いコ
ストと，通信システムに長けた人材配置が必要
になる。また，SINETへの接続に必要となる
グローバルIPアドレスは，特に公立の初等中
等教育機関の多くが未取得のため，現状のま
までは利用することができない。

第1章で述べた，主な提供対象が大学と
なっているテレビ東京，放送番組センターの番
組配信サービスは，現在，高校にも提供でき
るよう取り組んでいる。これまでの高等教育機
関同様に，限定的で，安心できる環境が整う
かは，事業の重要なカギとなる。

TLも，これらの課題（校内ネットワーク環
境と，視聴対象・範囲を限定するための認証
基盤の整備）が解消されなければ，DVDか
ら配信への本格的な転換の道は開けないだろ
う。仮にNHKが独自に，SINETのような安
定性のあるシステムを構築するとしても，開発
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費と維持費は膨大なはずで，現実的ではない。
ICT活用のための初等中等教育機関の環境整
備が強く求められている。

（2）放送番組センターを軸とした
「絶版」アーカイブの学校向け配信

「絶版」状態の放送アーカイブの配信は，各
局・事業者がおのおので行うより，1つのライブ
ラリーにまとめるほうが，利用する教育機関の
利便性は高まる（図4）。

本来は，NHK・民放を問わず番組保存と公
開を行う機関である放送番組センターに一元化
し，TLをはじめとした，授業用の「絶版 」放
送アーカイブを，統一のプラットフォームから
各学校に配信されるのが望ましい。この場合，
放送法にも義務として明記したうえで，多くの
放送アーカイブが放送番組センターに保存され
活用が進むよう，各放送局の連携も一層求め
られる。

（3）学校の先に広がるアーカイブの未来像

以上のように課題は多いが，それを克服した

先には，「死蔵」の放送アーカイブが，文化の
発展に貢献できる可能性が広がっている。利
用主体は学校だけに限らない。

第3章で詳述した現行著作権法第35条（授
業等での権利制限規定）の対象は，「学校その
他の教育機関（営利を目的として設置されてい
るものを除く。）」となっている。
「その他の教育機関」とは，公民館，博物

館，美術館，図書館，生涯学習センターなど
を指す。これら地域の文化を担う社会教育施
設が，自らの事業として公開講座を行うような
際，補償金の支払いを条件に，無許諾での著
作物の利用が可能となっている。

子どもや学生に限らず，世代を越えて，「絶
版」の放送アーカイブは，地域でさまざまな貢
献ができるだろう。

自分が暮らす街の昔の映像，郷土の偉人を
取り上げた番組，大事件の決定的瞬間，若い
ころ好きだった番組，知られていない昔の名作
……。例えば高齢者が昔の思い出を語り合うこ
とで認知症予防に効果があるといわれる「回想
法」に役立てるなど，放送アーカイブが貢献で

図4　絶版の放送アーカイブ　提供イメージ
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きる場面はさまざまあり，公益に資するはずで
ある33）。

しかし，絶版・死蔵が続くうちは，何も起き
ない。このままで本当によいのだろうか。

むすびに

第3章で述べた著作権法改正の私案は，あ
くまで筆者の個人的見解であり，勤務先の
NHKはもとより，放送界の総意ではない。

この拙い私案には，未だ多くの検討すべき
論点があろうし，そうした指摘，批判を筆者は
歓迎し，よいものは受け入れて私案を修正・更
新しようと思う。私案は，放送アーカイブの「死
蔵」状態に対する問題提起である。ぜひとも
対案や改善案をいただきたい。

2023年にはテレビ開始から70年，2025年
には（ラジオの）放送開始から100年を迎える。
放送アーカイブには，この100年の諸相を記録
した音声・映像が詰まっている。これを社会還
元することは，放送界の使命としてますます重
要になり， 放送文化の価値を改めて示すことに
もつながるはずだ。

放送局は，関わった権利者たちとともに，
問題意識を共有して真剣に議論し，よりよい方
策を見いだすべきときなのである。

　　　　　（おおたか たかし）

注：
 1） 宇治橋祐之，渡辺誓司「GIGAスクール構想と『オ

ンライン学習』に向けたメディア利用～2020年度
『新型コロナ下の小学校，中学校，特別支援学
校でのメディア利用に関する調査』から～」『放送
研究と調査』2021年6月号p.56

　 2） テレ東 BIZ 教育機関向け
https://www.nikkeimm.co.jp/service/detail/
id=1646&edu_param=1

 3） テレ東 BIZは2022年，学習サイト「locus」と共
同で高校向け配信の実証実験を開始している。

 4） NEP オンライン授業用番組ライブラリー
https://www.nhk-ep.co.jp/wp-content/themes/
nep-202107/assets/data/nep-expo/catalog/
daigakutv.pdf
サービス開始時の名称は「大学向けオンライン授
業用 番組ライブラリー」。

 5） 放送法第167条から第173条参照。設立には総
務大臣の指定を要することや業務内容や番組収
集基準などが規定されている。

 6） NHK for School
https://www.nhk.or.jp/school/

 7） NHK for Schoolの先行研究として，注1のほか，
宇治橋祐之「『学校放送オンライン』『NHKデジタ
ル教材』から『NHK for School』へ」『放送研究
と調査』2021年4月号などがある。

 8） NHKティーチャーズ・ライブラリー
https://www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/

 9） 放送法第106条「当該番組が学校向けのもので
あるときは，その内容が学校教育に関する法令
の定める教育課程の基準に準拠するようにしな
ければならない」。学習指導要領は「学校教育に
関する法令の定める教育課程の基準」にあたる。

 10） 『NHKティーチャーズ・ライブラリー ガイドブック
2021〔Vol.13〕』p.7参照

 11） NHKオープンアーカイブス（NOA）
https://www.nhk.or.jp/archives/noa/

 12） 2022年4月8日時点の番組数
 13） 肖像権の判断は，2021年にデジタルアーカイブ

学会が公表した「肖像権ガイドライン～自主的な
公開判断の指針～」（http://digitalarchivejapan.
org/bukai/legal/shozoken-guideline/）や大髙
崇，数藤雅彦「放送アーカイブ活用と肖像権ガイ
ドライン 過去の映像に写る顔は公開できるか」

『NHK放送文化研究所年報 2022　第65集』な
どを参照。

 14） 2005年8月25日付「文化審議会著作権分科会
法制問題小委員会 審議の経過（案）」『6.裁定制
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