
SOUPは、人材育成を目的として
さまざまな研修を企画・実行してきました。
ここでは2015年度に行った
著作権などの権利保護に関する研修と、
新たに設置した運営のマネジメントを学ぶことを
目的としたステップアップ研修、
この二つをご紹介します。

創造する力を
つくる、
SOUPの研修。
著作権研修＆ステップアップ研修
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自分ごととして考える、
著作権研修。

障害のある人の芸術活動のスタイルは、自宅で活動している人、民間のア

トリエで活動している人、福祉施設で活動している人などさまざま。支援者

も家族、アトリエの指導者、施設職員などです。さらに、SOUPの活動で生

まれてきたネットワークには、作品を紹介したいギャラリストやNPO、作品

を商用利用したいデザイナーやレンタル事業に展開したい企業など、多彩

なバックグラウンドを持つ人たちがいました。

本モデル事業では、障害のある人たちの芸術文化活動に携わる人材に

著作権研修を行うことが義務づけられていますが、講座を担当する辻哲

哉弁護士との打ち合わせを経て、表現活動とともに生まれる権利である

「著作権」について、障害のある・なしに関わらずすべての人に共通の権

利として自分ごととして考えることができる、力を育むための方法で研修を

実践できないかと考えました。

また、モデル事業１年目の2014年度は、まだまだテーマの認知度が低く参

加者も限られていたため、2年目である2015年度も、1年目と同様の内容

を「基本編」として実施。さらに、宮城県でも著作権などに関わる相談内

容が増加しつつあったため、実際に宮城県内で発生した事例をもとに、著

作権の考え方、生かし方を対話形式で学んでいく「応用編」を新たに設

定しました。「応用編」には、１年目、または2年目の「基本編」を受講した

人のみが参加可能としました。

　
自宅で活動している人、民間のアトリエで活動している人、福祉施設で活動している人。支援者
で家族、アトリエの指導者、施設職員。また作品を商用利用したいデザイナー、障害のある人の
芸術活動の促進を応援したい企業など。

辻 哲哉 弁護士
Field-R法律事務所（東京）
NPO法人エイブル・アート・ジャパン理事

2016年２月10日（水）14：00～17：00　
みやぎNPOプラザ 第２会議室／参加費無料
ある人が絵を描きました。その作品はだれのもの？.作品を展示したい。だれがどの
ように決めるの？.作品を販売したい。だれがどのように決めるの？.作品の貸出や
販売で売上があがりました。売上はだれのもの？
表現活動とともに生まれる権利「著作権」。すべての人に共通の権利。障害のある
人のアートが盛りあがりをみせる現在。忘れてはならいない視点を一緒に学び身に
つけましょう。

2016年２月25日（木）14：00～17：00
みやぎNPOプラザ 第１会議室／参加費無料
宮城県にもさまざまな活動が生まれはじめています。事例をもとに権利の考え方、生か
し方をディスカッション形式で学んでいきましょう。例えばこんな相談が宮城県でも生ま
れています… 新聞紙のうえにだけ絵を描く人がいます。商標権や肖像権にビミョウに触
れそうなこの作品。ポストカードにして販売してもいいの？福祉施設で、ひとつのテーマ
で複数の人がイラストを描きました。複数の人の複数のイラストがまぜこぜになって、ひ
とつの商品ができました。商品の売上はどのように分配したらいいの？

研修の対象者

ファシリテーター

第1回 アートと著作権 ［基本編］

第2回 アートと著作権 ［応用編］
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（a）所有権との比較
■建物について「所有権をもつ」と、何ができるか
■小説の原稿について「所有権をもつ」と、何ができるか
■小説について「著作権をもつ」と、何ができるか

（b）概念と用語を整理しましょう
■著作者は、〈著作者人格権〉〈著作権〉を享有する。（法17条）
■著作者とは「著作物を創作する者」（法2条1項2号）
■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」
（法2条1項1号）

（c）著作物性の４要件
（1）「思想又は感情」の表現であること
■自然科学的事実、社会的事実は×

（2）「創作的」なものであること
■作成者の個性が何らかのかたちで現れていれば足りる
■幼稚園児の絵も○

（3）「表現したもの」であること
■アイデア、理論、作風、画風それ自体は×

（4）「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
■４分野に限定されず「文化」の範囲に属するもの

（d）著作権の特徴
（1）方式や登録が不要の権利であること
（2）所有権とは別個独立の権利であること
■「発生・消滅」の場面
□顔真鄕自書建中告身帖事件（最判昭和５９年１月２０日）
唐の時代の書家である顔真鄕の書の所有者が、所有
権に基づきその書の出版の差し止めを求め、その請求
が棄却された事案

■「譲渡・移転・使用許諾」の場面
□システムサイエンス事件（東京地判平成７年１０月３０日）
装置の所有権の移転により、装置の回路基盤に装着さ
れたプログラムの複製物（ROM）もその一部品として
所有権が移転するとしても、当該プログラムの著作権
が従属、付随して移転するものとは認められないとされ
た事案

１ 著作権は、どういう権利か
【事例４】
Ｏは、画廊で画家Ａの絵画の原作品を購入して自宅に
帰ったところ、ある美術館に学芸員として勤務している
友人Ｍが遊びに来ました。ＭはＯに、「このＡの絵は素晴
らしい。ついては、今度のウチの企画展でこの絵画を展
示したい。展示期間は１カ月間、貸し出し料は５万円、往
復の運搬費用と貸し出し中の損害保険料はウチの美術
館が負担する」と申し出ました。
Ｏは、その申し出を承諾しました。
なお、その絵画の著作権はＡに帰属しているものとします。

問１：Ａに無断でＯが上述のこと（貸し出し）を行うことに
問題があるでしょうか？
問２：Ａに無断でＭの美術館が上記のこと（借り受けた原作
品の美術館での展示）を行うことに問題があるでしょうか？
問３：Ｍの美術館は、Ｏから借りた絵画の原作品の画像
を使って、Ａに無断で次のことを行おうとしています。問
題があるでしょうか？
a.小冊子を作成して展覧会の来場者に配布すること
b.観賞用のポスター、ポストカード、画集を制作し、販売
すること
c.美術館のホームページに画像を大きく掲載すること

②資料編は、A４判・９ページで構成されました。
１ 著作権は、どういう権利か
２ 著作者人格権は、どういう権利か
３ 美術の著作物について
４ 「誰が著作者か／誰が著作権者か」問題
５ 「誰が所有者か」問題
６ 「誰と、どういう契約を締結するか」問題
７ 表現活動において配慮する必要のある他人の権利とは
＊その一部を紹介します

資料編はこんな内容となっています

※回答はP.56-57にあります

 

 

基本編は、①事例編、②資料編、③回答編の三つの資料で構成
されます。
Step１：参加者には、①事例編、②資料編の資料を配布します。
Step２：一定の時間内で参加者は一つの事例を読み、そこに
つづく問いについて考えます。
Step３：問いについてどう考えたか、講師と参加者による対話
形式で回答を探ります。
Step４：参加者からいくつかの意見や回答がでたあと、②資
料編をもとに「著作権」に関する学びを深めました。ときに辻弁
護士により、身近な話題でわかりやすい具体的な情報が紹介さ
れ、理解を深めていくスタイルでした。
Step５：最後に③回答編を配布。個人でも組織に帰ったとき
でも復習できるスタイルとしました。全体で180分の講座となり
ました。

①事例編は、六つの事例から構成されました。その一部を紹介
します。

【事例１】
Ｏは書店で画家Ａの絵画を集めた画集を購入しました。Ｏ
は自宅に帰る途中、友人Ｊと出会いました。Ｊは、「画家Ａ
は大嫌いで、その絵などみるのもイヤだ」と言って、Ｏが
持っていた画集を取りあげて、破り捨ててしまいました。
なお、その絵画の著作権はＡに帰属しているものとします。

問１：ＪはＯから法的な責任を問われることがあるでしょ
うかまた、それは何故でしょうか？
問２：ＪはＡから法的な責任を問われることがあるでしょ
うか？また、それは何故でしょうか？
問３：Ｊが破り捨てたものが、画集ではなく、Ｏが画廊で購入
した画家Ａの絵画の原作品であった場合は、どうでしょうか？

【事例２】
Ｏが書店で画家Ａの絵画のポスターを購入して自宅に
帰ったところ、先日も遊びに来ていた友人Ｋがその日も
訪ねて来ました。Ｋは、Ｏの部屋の壁に貼ってあったＡの
絵画のポスターをみて、「このＡの絵はとても素晴らし
い。自分の経営する会社のイメージにぴったりだ」と考
えて、Ｏが部屋を外しているすきに、Ａの絵画のポスター
をスマホで撮影しました。Ｋは、帰宅後、撮影したＡの絵
画の画像を会社のホームページのトップ画面に大きく掲
載しました。なお、その絵画の著作権はＡに帰属している
ものとします。

問１：Ｏに無断でＫが上述のことを行うことに問題がある
でしょうか？
問２：Ａに無断でＫが上述のことを行うことに問題がある
でしょうか？

【事例３】
Ｏが書店で画家Ａの画集を購入して帰宅すると、友人Ｌ
が訪ねて来ました。ＬはＯに、「Ａの絵が大好きだ。自宅で
ゆっくり鑑賞したいので、画集を数日貸してくれないか？
レンタル料は後できちんと支払うから」と申し出ました。
Ｏは、Ｌの申し出を承諾して、画集をＬに貸しました。なお、
その絵画の著作権はＡに帰属しているものとします。

問１：Ａに無断でＯが上述のことを行うことに問題はある
でしょうか？
問２：その後、画集の貸し出しに関して、ＯとＬとの間で
“あるトラブル”が生じることになります。どういうトラブ
ルか想像できるでしょうか？そのトラブルを避けるため
には、どうすればよかったのでしょうか？

「基本編」のプロセス

第1回 アートと著作権
［基本編］
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⑤画像をプリントしたTシャツやポストカードの販売
⑥ ⑤に際して、絵画の色彩・構図を変更すること

【事例２】
Pは、民間の絵画教室Cで絵の描き方を学んでいます。
ある日、Pは、Cの教室でスイカをモチーフにした絵画を
描き上げました。

問１：以下の場合、絵画の著作権は誰に帰属すると考え
られるでしょうか？
①キャンバス・絵の具などの材料はCが用意し、創作は
もっぱらPが行った場合
②「スイカを絵のモチ－フ」にすることを、Cが決めてPに
指示していた場合
③CがPにおしえた筆や絵の具の使い方・技法を用いて
絵画が制作された場合
④創作的要素の選択・決定は、CとPが相談しながら共
同で行った場合
問２：以下の場合、原作品の所有権は誰に帰属すると考
えられるでしょうか？
①キャンバス・絵の具等の代金をPが全額負担している
場合
②キャンバス・絵の具等はCが購入し、Pはその代金を
全く負担してない場合
③ Pが、Cが禁止しているにもかかわらず、Cに無断で、 
Cの教室の外の廊下に置かれたC所有の冷蔵庫の扉に
油性マジックでその絵画を描いたという場合

【事例３】
障害のあるPは、利用している福祉施設Cで絵の描き方
を学んでいます。ある日、Pは、Cの施設内の作業スペー
スで、スイカをモチーフにした絵を仕上げました。

問１：その絵画を販売してよいかどうかを決めることがで
きるのは、誰でしょうか？

問２：その絵画の画像をプリントしたTシャツやポスト
カードを販売してよいかどうかを決めることができる
のは、誰でしょうか？
問３：Pが障害のために意思決定や意思伝達をすること
が難しい場合は、どうすればいいでしょうか？

②資料編は、A４判・10ページで構成されました。
１ アートにまつわる権利
２ 美術の著作物について　
３ 「誰が著作者か／誰が著作権者か」問題
４ 「誰が所有者か」問題
５ 著作権が「侵害」される場合とは
６ 商標権の「侵害」が生じる場合とは
７ パブリシティ権の「侵害」が生じる場合とは
８ 「誰と、どういう契約を締結するか」問題
＊その一部を紹介します

所有権　　　 ＝［物］を無断で［使用・収益・処分］されない権利
著作権　　　 ＝［表現］を無断で［複製］されない権利
著作者人格権 ＝［表現］を無断で［改変］されない権利

その他、表現活動において配慮する必要のある他人の権利とは？
① 所有権
② 著作権
③ 著作隣接権
④ 著作者人格権、実演家人格権
⑤ 商標権、不正競争防止法上の権利
⑥ パブリシティ権
⑦ 肖像権、プライバシー
⑧ 名誉、信用

資料編はこんな内容となっています

1 アートにまつわる権利

※回答はP.57にあります

 

 

（3）「権利の束」としての著作権 ～歴史的経緯から～

■同一のモノ・同一の利用行為に複数の権利（者）が働く
場合あり
□誤解されがちな「複製権」などの用語

■同一の著作物でも利用行為によって別の権利（者）が
働く場合あり
□「ワンソース・マルチユース」

（4）著作物の利用が著作権侵害にあたらない場合あり
■「法定の利用」（支分権として規定された利用）でない用法
・本屋での立ち読み
cf.本屋での「デジタル万引き」

■保護期間が満了した著作物＝パブリック・ドメイン
■著作物の自由利用が認められる場合
□私的使用のための複製（法30条1項）
□検討の過程における利用（法30条の2）
□引用（法32条）

（5）著作権侵害が成立する要件
■『実質的同一性（類似性）』と『依拠』
■故意・過失の要件…「差止」を求めるときは不要
　　　　　　        …「損害賠償」を求めるときは必要

応用編は、①事例編、②資料編、③回答編の三つの資料で構成
されます。
Step１：参加者には、①事例編、②資料編の資料を配布します。
Step２：一定の時間内で参加者は一つの事例を読み、そこに
つづく問いについて考えます。
Step３：問いについてどう考えたか、講師と参加者による対話
形式で回答を探ります。
Step４：参加者からいくつかの意見や回答がでたあと、②資
料編をもとに「著作権」に関する学びを深めました。ときに辻弁
護士により、身近な話題でわかりやすい具体的な情報が紹介
され、理解を深めていくスタイルでした。
Step５：最後に③回答編を配布。個人でも組織に帰ったときでも
復習できるスタイルとしました。全体で180分の講座となりました。

①事例編は、三つの事例から構成されました。その一部を紹介
します。

【事例１】
ここにある絵画の原作品があります。Aは、自分で入手した
画材を使ってその絵画をひとりで描き上げた者です。Bは、
Aからその絵画の著作権を譲り受けた者です。Cは、Aか
らその絵画の原作品の所有権を買い受けた者です。

問：以下のことを行ってよいかどうかを決めることができ
るのは、 A, B, Cのうちの誰でしょうか？
①原作品の廃棄
②原作品の画像のインターネット上のサイトへの掲載
③原作品の美術館への貸し出し、美術館内での展示
④美術館での展示に伴って制作する観覧者のための小
冊子への画像の掲載

〈映画の著作物以外〉
　□貸与権（２６条の３）
　□譲渡権（２６条の２）
〈映画の著作物〉
　□頒布権（２６条）

コントロールを
及ぼそうとする行為 支分権の種類

第１
グループ

コピーする行為
それ自体

□複製権（21条）
■翻訳・翻案権（27条）

■
二
次
的
著
作
物
の
利
用
に
関
す
る
原
著
作
者
の
権
利（
２
８
条
）

第２
グループ

第３
グループ

□上演権・演奏権（２２条）
□上映権（２２条の２）
□口述権（２４条）
□展示権（２５条）

生の伝達

ノン・パッケージ
による流通

□公衆送信権（２３条）
　○放送・有線放送
　○自動公衆送信
　○送信可能化　
□公衆伝達権（２３条）

第４
グループ

パッケージ
（複製物）
による流通

「応用編」のプロセス

基本編をふまえて、表現の現場で生じる
権利について具体的に考える

第2回 アートと著作権
［応用編］
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民法246条について、辻弁護士から次のような事
例が説明されました。
「Aさんが木の板を買ってきました。Bさんが『いい
板だね』と、のこぎりと釘をつかって椅子をつくりま
した。さて、出来あがった椅子は誰のものでしょうか。
ここでは、椅子が10,000円で売れたものとします。
答えは材料費1,000円＋価値9,000円。ここで
はBさんのものとなります。これが民法246条にて
らした場合の考え方です」

しかし、次のようなことも講座では議論されました。
例えば、絵画教室を開催している場合で、参加費は
無料、材料費も教室が負担しているものとします。
「いいものが出来たね」とA先生、B先生が言いまし
たが、A先生は「描いた人のものだから持ち帰って
いいよ。みんなが楽しんで描いたからそれで良いよ」
と言い、B先生は「教室で預かって、オークションで
売ります。材料費を教室がだしたから、当然、教室
で売上はもらうよ」と言いました。このようにA先生
とB先生では、出来あがった作品に対して、見解が
異なっています。完成した作品をどうしたらいいで
しょうか。
このようなケースもあるので、先生と生徒の中には、
絵画教室という場でなんらかの関係があるので、話
しあいをしておくことが重要であり、どういう了解を
するかを相談して考え決めておくことが重要だとい
うことです。
さて、この「絵画教室」を「福祉施設」におきかえて
考えてみるとどうでしょうか。
作品を売るか、売らないか。だれが処分するのか。
どのような約束をしていたのか。それを考え、決め
ておくことこそが大切だとわたしたちは改めて考え
させられました。

商標権は、
消費者に、その商品とそのメーカー等との関係・結びつ
きに関して正しく認識・連想してもらうための〈目じるし〉
である限りで法律の保護を受ける権利

■「商標的使用」という考え方～商標権侵害になる場合、なら
ない場合
・「商品」に使用されていない場合
・「商品」に使用されていても商標の機能を害していない使い方の場合

■ポパイ・アンダーシャツ事件（大阪地判昭和51年2月24日）
〈事案〉
「POPEYE」の文字を付記した漫画ポパイの絵を、胸部中央の
ほとんど全面にわたり大きく付したアンダーシャツの製造販売
〈裁判所の判断〉
もっぱらその表現の装飾的あるいは意匠的効果である「面白い
感じ」、「楽しい感じ」、「可愛い感じ」などにひかれてその商品
の購買意欲を喚起させることを目的として表示されているもので
あり、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認められ、
右の表示をその表示が附された商品の製造源あるいは出所を
知りあるいは確認する「目じるし」と判断するとは解せられない
→商標的使用に該当せず、商標権侵害には当たらないと判断

■ポパイ・マフラー事件（大阪地判昭和59年2月28日）
〈事案〉
マフラーのワンポイントマークに「POPEYE」の文字を使用
〈裁判所の判断〉
商標的使用に該当し、商標権侵害に当たると判断

６ 商標権の「侵害」が生じる場合とは       SOUPの気づき
       「誰が所有者か」問題

被告標章登録商標

2 美術の著作物について

3 「誰が著作者か／誰が著作権者か」問題

 

（a）絵画の著作権者の許諾を求めるべきこと
（1）複製権・翻案権が働く場面
（2）公衆送信権が働く場面
（3）展示権が働く場面（★）
美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開
放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公
衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合
（法45条1項、46条3号）

（b）絵画の原作品の所有者の許諾を求めるべきこと
（1）所有権が働く場面
・原作品の原作品を譲渡、貸与その他の処分をすること
・原作品の「廃棄」も所有権を持つ者だけが許諾できること

（2）原作品を美術館などで展示すること（法45条1項）（★）
（3）原作品を美術館などで展示するのに伴って、観覧者の
       ための小冊子に作品を掲載すること（法46条）（★）

■レオナール・フジタ展事件（東京地判平成1年10月6日）
「小冊子」とは、観覧者のために著作物の解説または
紹介をすることを目的とする小型のカタログ、目録また
は図録といったものを意味し、たとえ、観覧者のためで
あっても、実質的にみて鑑賞用の豪華本や画集といえ
るようなものは、これに含まれない旨判示した

（C）絵画の著作者の許諾を求めるべきこと
（１）著作者人格権（公表権）が働く場面
（２）著作者人格権（氏名表示権）が働く場面
（３）著作者人格権（同一性保持権）が働く場面（★）
（４）名誉・声望保持権が働く場面

（a）絵画の「著作者」が誰か問題
創作的表現を行った者＝「著作者」＝「最初の著作権者」
・材料の提供者？
・アイデア・着想の提供者？
■法人の従業員が職務として制作した著作物
■創作の過程に複数人が関与した著作物
□宇宙戦艦ヤマト事件（東京地判平成14年3月25日）

（b）絵画の「著作権者」が誰か問題
＝著作権が譲渡・移転等の処分がされているか、の問題

■他人の委託で制作された著作物
・学校、絵画教室の生徒による絵画
・福祉施設の利用者による絵画
＊音楽出版社と作曲家、レコード会社とアーティスト、漫画
出版社と漫画家との関係もこれにあたります

（a）絵画の「所有権者」とは誰のことか？
■絵画の所有権は絵画の材料の提供者・費用負担者に帰属
する、とする考え方
■絵画の所有権は民法246条の規定に従って帰属者を決
める、とする考え方

民法246条
他人の動産に工作を加えた者（以下この条において「加
工者」という。）があるときは、その加工物の所有権は、
材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた
価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその
加工物の所有権を取得する。
２ 前項に規定する合において、加工者が材料の一部を
供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加
えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工
者がその加工物の所有権を取得する。
（中略）
民法248条
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受
けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その
償金を請求することができる。

※「資料編５ 著作権が『侵害』される場合とは」は省略しています

４  「誰が所有者か」問題
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宮城県の障害のある作家の中では、著名なタレント
の名前や俳優の名前を絵画の画面上にかきこむ事
例、著名なタレントの写真の上にペインティングして
いる事例などがでてきています。講座の中では、こ
の権利についての印象的な考え方が辻弁護士から
述べられました。
「例えば、ある薬局で、『芸能人〇〇さんのおすすめ！
〇〇さんが使っているシャンプーです』と無断で宣
伝し、販売するのはNGです。タレントは、ブロマイド
や写真集などへ出演したり、商品化を許したり、商
品の広告に出演することでタレント活動をしています。
タレントは、消費者に良いメッセージを発することに
大変な努力を払っています。つまり、タレントの氏
名・肖像には、消費者の注意・関心を引きつけて、
商品化や広告宣伝の効果をあげるパワーが宿って
いるわけです。そのパワーを無断で他人に横取りさ
れ、使用されてしまわないようにするための権利、こ
れがパブリシティ権なのです」
障害のある表現者は、タレントの名前を書いている
場合にどんな意図で描いているのでしょうか。その
タレントが好きで好きでたまらないという意味で描
いている場合もあれば、タレントの名前が記憶の中
に残る記号のように捉えられ描かれているかもしれ
ません。さまざまな場合があるでしょう。しかし、これ
らの作品を、表現する人またはそれを支援する人
（例えば障害のある作家本人や家族や福祉施設職
員やＮＰＯなど）が複製したり商用利用する場合に
は、場合によって権利処理をする必要があるという
ことを踏まえておく必要性を感じました。また、その
考え方や判断のあり方のバリエーションを講座で学
べたのではないかと考えています。

（a）そもそも「契約」とは
（b）いま、必要なのは、どういう種類の契約なのか

〈所有権などに関わる契約の主なもの〉
①売買契約
②賃貸借契約（ないしりース契約）
③委託販売契約
〈著作権などに関わる契約の主なもの〉
①著作権譲渡契約
②著作権利用許諾契約（ライセンス契約）
③出版権設定契約
④著作権管理委託契約
〈その他の契約〉
・贈与契約、寄贈に関する契約
・制作請負契約／制作委託契約

（ｃ）誰が契約の当事者であるべきか
その契約で必要とされている権利について処分権限があ
るのは誰か
例）ある絵画の著作権（複製権）が働く取引に関する契約
→その著作権（複製権）の処分権限が誰にあるか
例）ある絵画の所有権が働く取引に関する契約
→その所有権の処分権限が誰にあるか
例）ある絵画の著作者人格権が働く取引に関する契約
→その著作者人格権の処分権限が誰にあるか

（d）契約書が必要か、契約書に何を記載するか
■契約書の5WIH
「誰と誰が」、「どの作品について」、「いつ（いつからいつ
まで）」
「何をして」、「その代金をいくら」、「いつ支払うか」等々
例）絵画の賃貸（レンタル）に関する契約書：あるべき記
載事項とは
例）著作物の商品化ライセンス契約書：あるべき記載事項とは

（e）契約に向けた力関係、交渉力、判断力、情報、専門知識の
不均衡の問題
■「相場」のある取引と「相場」のない取引
□「契約書は、立場が強い者のために作るものなのか」

（ｆ）成年後見制度の利用を検討するべき場面

８  「誰と、どういう契約を締結するか」問題       SOUPの気づき
       パブリシティ権の「侵害」が
       生じる場合とは

 

研修では、画像を通して、さらにいくつかの事例が
紹介されました。「ケロケロケロッピ事件」「博士事件」
「すいか写真事件」などです。

結論として、「著作権侵害の判断は非常に難しい」
ということを会場にいる全員が確認しました。そし
て、わたしたち参加者は、「どうしてこんなに厳しく
判断するのか」という辻弁護士からの説明を注意深
くききました。
「ある特定のアイデア、ある特定のありふれた表現、
ある特定の文字、ある特定の色彩、ある特定のリズ
ムを、ある一人の特定の人に独占させたとすると、
あとから表現する者がこまる。著作権というものは、
文化が発達して、創造的な創作をした人が、何らか
の報いを得られて、さらに表現のいい循環が生まれて、
また創作に打ち込んで、それがさらに買ってくれるも
のに結びつけば、それで食べていくことができる……。
世界はそれで成り立つといいなあ、という思いでで
きているものです。
他方、『そうでもない』表現をつくりだす人に、変な
独占をさせて、あとから似たような表現をする人に
表現させないようにすると、文化活動や表現活動が
窒息してしまいます。そのような配慮も同時にしている、
というのが著作権の考え方です」
著作権の「侵害」が生じる多様な類例を見聞したこ
とで、わたしたちのような作家の活動を社会に広げ
たり価値に結ぶための支援側は、どのように活動す
るのかを思い描く時間となりました。

パブリシティ権は、
①ブロマイド・写真集等への出演
②自分の氏名・肖像を商品化の目的での使用許諾
③CMなどの他人の広告活動への出演・関与（推奨等）
等による有名人の経済的な活動（＝タレント活動）に対する妨
害からの保護が必要となる限りで法律の保護を受ける権利

■ピンク・レディー事件（最判平成24年2月2日）
〈事案〉
・週刊「女性自身」の誌面の3ページに「ピンク・レディー de ダイ
エット」と題する記事を掲載
・記事は、タレントがピンク・レディーの5曲の振り付けを利用し
たダイエット法を解説することなどを内容とするもので、記事
には、ピンク・レディーを被写体とする14枚の白黒写真が掲載
〈裁判所の判断〉
・肖像等を無断で使用する行為は、
①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使
用する場合
②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付する場合
③肖像等を商品等の広告として使用する場合
など、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえ
る場合にのみパブリシティ権を侵害する、との判断基準を示した
・本件の週刊誌記事では、
（1）上記記事の内容は、上記週刊誌発行の前年秋頃流行して
いた、上記歌手の曲の振り付けを利用したダイエット法を解説
するとともに、子供の頃に上記歌手の曲の振り付けをまねてい
たタレントの思い出等を紹介するというもの
（2）上記写真は、約200ページの上記週刊誌全体の3ページ
の中で使用されたにすぎず、いずれも白黒写真であって、その
大きさも、縦2.8cm、横3.60cmないし縦8cm、横10cm程
度のものであった。
→この（1）、（2）など判示の事実関係の下においては、専ら上
記歌手の肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものと
はいえず、当該顧客吸引力を排他的に利用する権利（いわゆる
パブリシティ権）を侵害するものとはいえないと判断

７ パブリシティ権の「侵害」が生じる場合とは       SOUPの気づき
       著作権の「侵害」が生じる場合とは

すいか写真事件
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「契約書」というと、少し他人行儀で、また作業とし
ても負荷を感じると思う人がいるのではないでしょ
うか。講座では、「契約とは、ひらたくいうと『約束』
のことです」という確認がありました。また、なぜ契
約書が必要なのか、次のようなことをわたしたちは
確認しあいました。
とかく、「人」は言ったことを忘れるもので、「法人」
であると今度は担当者がかわることがあり、そのため、
難しい内容、とりわけ財産にまつわるものは、なる
べく書面にしておくのが良いということです。また、
「契約書は相手をまもることにもつながる」という言
葉も印象的でした。なるほど、自分たちが、作品を
知ってほしい、展示してほしい、買ってほしいなど、
こうしたい・ああしたいと思い描く目的のためには、
それについてパートナーシップを結ぶ相手方と、互
いの約束を丁寧に確認して、みえるようにしておくこ
とは大事なのだと、参加者一同大きくうなずく瞬間
でした。

本モデル事業では、「著作権などの権利保護に関する研修」が
義務付けられていますが、辻弁護士との対話では「著作権と
は、表現を無断で複製されない権利」ということばが確認され
ました。つまり、著作権というものは〈保護〉の視点と同時に、
〈表現者との確認や了解のもとに複製することができる権利〉
との視点もあるということです。この権利の意味と価値を、宮城
県の障害のある当事者や支援者とじっくりと考え、共有する時
間となりました。
わたしたちは、2011年から東日本大震災で被災した障害のあ
る人や福祉施設の表現の社会化とビジネスにチャレンジするた
めに、著作権の利用許諾事業の仲介を実施してきました。した
がって、モデル事業2年目をむかえて、ようやく「著作権などの
権利保護に関する研修では、著作物などを保護するための内容

に限らず、権利を行使する考え方を学ぶものでもよい」というこ
とを提言できたと思います。
創造する力をつくる、SOUPの著作権研修。その答えは、これ
からのSOUPと宮城の実践者たちの活動によって、みえるかた
ちとなってくると考えています。
柴崎由美子（NPO法人エイブル・アート・ジャパン代表理事）

【事例１】
問１：不法行為責任（交換・修理もしくは損害賠償請求等）を問
われる。Ｏの所有権侵害にあたるから。
問２：法的な責任は問われない。Ａが著作権・著作者人格権を
有するとしても、これらの権利は著作物の複製物の毀損に対し
て働かないから。名誉毀損等の責任も負うとも考えづらい。
問３：Ｏからは不法行為責任を問われる。Ａからは法的な責任
は問われない。著作権・著作者人格権は、原作品の毀損に対し
て働かないから。
─
【事例２】
問１：問題なし。絵画の原作品もしくは住居の所有権侵害と評
価することは困難。
問２：問題あり。スマホでの撮影行為は複製にあたり、著作権
（複製権）侵害にあたる（当該事例の複製は私的目的複製の要
件を充たさない）。また、ホームページへの掲載は、著作権（自
動公衆送信権）の侵害にあたる。
─
【事例３】
問１：問題なし。当該事例の「公衆」に向けてでない貸し出し（レ
ンタル）は、著作権（貸与権等）の侵害とは言えない。
問２：原作品の貸し出し（レンタル）の条件（貸与期間、レンタ
ル料の金額・支払時期など）について、ＯとＬそれぞれの理解
に相違があることに原因するトラブルが生じることが予想で
きる。トラブル回避のためには、契約書を作成しておくことが望
ましかった。
─

第1回　アートと著作権［基本編］ 回答

       SOUPの気づき
      「誰と、どういう契約を締結するか」問題

研修をふりかえって、腑に落ちたこと。

【事例４】
問１：問題なし。当該事例に見られる原作品の貸し出しは、著作
権（貸与権）の侵害とは言えない。問２：問題なし。原作品の美
術館内での展示は、著作権（展示権）の侵害とは言えない。
問３：ａ．問題なし。著作権法46条

ｂ．問題あり。著作権（複製権等）侵害にあたる。
ｃ．問題あり。著作権（複製権・自動公衆送信権）侵害に
あたる。なお、絵画の譲渡又は貸与の申出の用に供する
ために行う、所定の大きさ・画素数以内の画像（サムネイ
ル画像）の掲載が許容される場合がある  （法47条の2）

【事例１】
① Ｃ（所有権者）
② Ｂ（著作権者）
③ Ｃ（所有権者）
④ Ｃ（所有権者）
⑤ Ｂ（著作権者）
⑥ Ａ（著作者）
─
【事例２】
問1：創作的表現を行った者＝「著作者」＝「最初の著作権者」
※絵画教室の生徒の創作物については、ふつう職務著作の要
件は充足しない。
① Pに著作権が帰属
② Pに著作権が帰属
③ Pに著作権が帰属
④ CとPの共同著作物→CとPが著作権を共有
問２：① Pに所有権が帰属。
②一律には決めがたい。CとPとの問に原作品の所有権の帰属
に関する契約・合意があれば、それに従って所有権者を定める
こととなる。明示的な契約・合意がない場合は、その絵画教室
と利用者との関係等の諸事情に照らして、黙示的な契約や合理
的な意思を探求することを通じて、CとPのいずれが所有権者と
考えるに相応しいのかを決することになる。

③民法246条を手がかりに、その絵画の原作品を成している
冷蔵庫の所有権を考えることになると思われる。中古の冷蔵庫
の価値、また、絵画の創作の価値の評価によっては結論が左右
されるが、その冷蔵庫の美術品としての価値がよほど高く評価
されるようなケースを別にすれば、冷蔵庫の元の所有権者であ
るCに所有権が帰属すると考えるべきケースがほとんどではな
かろうか。
─
【事例３】
問1：原作品の所有権者がそれを決定できる。
→CとPのいずれが所有権者かの問題
→CとPとの間に創作される原作品の所有権の帰属に関する契
約・合意があれば、それに従って所有権者を定める。明示的な
契約・合意がない場合は、一律に決することは難しく、その福祉
施設と利用者との関係等の諸事情に照らして、黙示的な契約や
合理的な意思を探求することを通じて、CとPのいずれが所有
権者と考えるに相応しいのかを決することになる。Pが所有権
者だと判断される場合でも、Cが、Pの承諾・同意を得てPに代
わって原作品の販売を行いうる場合（販売業務の委託等）もあ
りうる。
問２：著作権者がそれを決定できる。
→PとCのいずれが著作権者かの問題
→「著作者」＝「最初の著作権者」
※福祉施設の利用者の創作物については、ふつう職務著作の
要件は充足しないと考えられる。著作権は、まず創作者であるP
に帰属する。PとCとの間に、Pの著作権をCに譲渡・管理委託
等をする契約・合意が存在していれば、問2の事項はCが決定
できることになるが、そうでない限り、著作権者であるPがこれ
を決定できる。
問3：事情によっては、成年後見制度の利用を検討すること
になる。

第２回　アートと著作権［応用編］ 回答
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自宅で活動している人、民間のアトリエで活動している人、福祉施設で活動している人。支援
者で家族、アトリエの指導者、施設職員。また作品を商用利用したいデザイナー、障害のある
人の芸術活動の促進を応援したい企業など。

左：柴崎由美子（NPO法人エイブル・アート・ジャパン代表理事）
中：大久保朝江（認定特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる代表理事）
右：菊地竜生（特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター）

2016年3月3日（木）14:00～16:00 
みやぎNPOプラザ第1会議室／参加費無料
芸術文化活動には、場所、材料・道具、支援者、財源など、発表のためのマネジメ
ントに必要なことが数多くあります。しかし、地域の文化施設や社会教育施設の資
源や人材を活用してできることや工夫できることもたくさんあります。さらに、こうし
た活動を支えるための資金を助成金や寄付というかたちで集めることで、充実した
活動を継続することも可能になります。
わたしたちが住む宮城県で芸術文化活動を豊かに推進するために、芸術文化セク
ター、市民活動セクター、企業などの支援や資源を、みなさんの活動に生かしてみ
ませんか。

研修の対象者

講師

障害のある人たちの芸術文化活動支援・ステップアップ編

illustration ⓒ NAKASHIMA Toshiya

あしたの一歩のために、
ステップアップ研修。

宮城県内で2014年度、2015年度と研修を続けるなか、障害のある人・

家族、市民による小さなグループは、運営のマネジメントを学ぶ必要性が

あるのではないかと感じてきました（＊）。そこで「ステップアップ研修」と

称し、活動を支える人材をどのようにして探すのか、活動に必要な資金調

達はどうしたらいいのか、また充実した活動とともに必要となってくる組織

化とはどのようなものなのかを学ぶ内容としました。

宮城県には約800のNPO法人があり、それらを支援するNPOセクター

が県内12カ所に設置されています。宮城県の社会資源として、こうしたセ

クターや情報サイトの活用法を具体的に知ってほしい、そこから自分たち

の活動に不足している視点や資源を得てほしいという思いからプログラ

ムを構成しました。障害のある人で自ら作家活動をしている人、任意団体

で活動をしている人、福祉施設で活動している人、作家の作品のアウト

プットに関心のある人など、多岐にわたる人たちが参加しました。

＊社会福祉施設の多くは、サービス事業のなかで芸術文化活動の機会を提供し、仕事づくりの
一環として活動に取り組んでいるため、人材は福祉施設職員が兼ねたり専門的な人材を非常勤
として招いたりなど、施設運営の範囲で予算確保している場合が多いが、宮城ではそれにあては
まらない団体もあることがあったため。
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個人でも任意団体でも、工夫によって得られる材料・道具があ
ります。また、特定の芸術団体に所属していなくても、評価・発
信につながる公募展が全国でいくつか開催されています。具体
的な方法や機会を知り、日々の活動に生かしましょう。

①生活の中にあるもの、②企業の中にあるもの、③ＮＰＯの支
援にあるもの、の特性を見定め活用しましょう。
─
①生活の中にあるもの
キーワード：各家庭に、材料・道具は案外、埋蔵している！
・絵の具、紙、キャンバスなど。活動資金集めの際に行うバザー
やミニコミ誌などで、具体的にほしいもの、不足しているものを
アピール
─
②企業の中にあるもの
キーワード：製造の現場の端材、製品のローテーションに生まれ
るモノをチェック！
・地域の印刷屋さん：断裁したあまりの紙、コピー機のメー
カー：廃盤になった機種のロール紙、学校まわりをする画材屋
さん：メーカーからもらうサンプル
・企業などが引っ越しをする際の事務用品、ワークショップや研
修会で使用した筆記具（マジック、ペン）など
─
③ＮＰＯの支援にあるもの
キーワード：中間支援組織がモノ・資金を提供している場合がある！
・エイブルアート・アワード：「画材支援の部」として油絵具やア
クリル絵の具の現物提供、「小さなアトリエ支援の部」として任
意団体にも資金提供
・損保ジャパン日本興亜ちきゅう倶楽部（公益財団法人パブリッ
クリソース財団内に事務局）による「Heart&Artsプログラム」：
美術、音楽、舞台活動などにも資金提供（任意団体含む）。

何を目的に発表するのか、その目的に応じて機会を使い分けま
しょう。
─
①活動する仲間同士の変化や成長を確認するものとして、一人
またはグループで、展覧会（自主／企画）
─
②宮城県、仙台市、福祉系協会などが主催する、障害のある人
たちの社会参加を目的にした展示会
・「障害者による書道・写真・絵画コンテスト」（宮城県）
・福祉まつり「ウェルフェア」（仙台市）など
─
③すぐれた障害のある作家の発掘や表現の質を評価する目的
で開催される大規模公募展
・ポコラート全国公募（主催：千代田区、アーツ千代田3331／
2011～）
・ビッグ・アイ.アートプロジェクト公募作品展（主催：国際障害
者交流センター ビッグ・アイ）
・産経はばたけアート公募展（主催：社会福祉法人産経新聞厚
生文化事業団）
・東北障がい者芸術公募展（主催：Art.to.You!東北障がい
者芸術公募展実行委員会※現・非営利型一般社団法人東北障
がい者芸術支援機構／2014～）
・なかがわまちアートフォレスタ（主催：認定NPO法人もうひと
つの美術館＊3年に一度）など
─
④障害のある人の表現の世界観をまるごと紹介する個展開催支援
・エイブル・アート・アワード「展覧会支援の部」（1998～）など
─
⑤障害者という枠にこだわらず、表現者として作品評価に挑戦
・宮城県芸術祭絵画展・彫刻展（主催：公益財団法人宮城県芸
術協会、宮城県、仙台市、河北新報ほか）
・芸術文化団体の公募展など

（2）発表機会の提供（個展の支援、公募展）

（1）材料・道具の提供（紙、画材、資金）

支援のポイント１
おもに材料・道具、発表の機会提供から

はじめに、わたしたちエイブル・アート・ジャパンが、障害のある人たちの芸術文化活動に向きあ
うときに大切にしている視点をお伝えしました。
障害のある人の表現活動を支えることには「生活と向きあう、成長と向きあう、人生と向きあう」
側面があり、「作品はその人そのものである」という視点を大切にしているということ。またここを
基点に活動すれば、原画の発表、販売、二次利用は作家としての自律と価値づくりにつながる素
晴らしい仕事であると実感できることです。ときに、こうした活動は、日常生活やケアの仕事のな
かで充実した笑顔や成長にふれるときの喜びを得ることにもつながります。
しかし、こうした発表、販売、二次利用などに関する仕事は、作家の意見や支援者側の思いや理
屈がある一方、社会や市場の約束事と折りあうことが重要になってきます。このことを踏まえて
研修内容を構成したことをお伝えしました。
次にエイブル・アート・ジャパンでは、実際に障害のある人たちの芸術文化活動に必要な支援の
視点と、マネジメントのプロセスとを次のように分類し紹介しました。そして、支援のポイントを三
つに整理し、それぞれ担当の講師が研修を進行しました。

（1） 障害のある人たちの芸術文化活動に必要な支援の視点

対応のポイント

はじめに
障害のある人たちの芸術文化活動に必要な
支援の視点とは？

１

2

3

4

5

6

場所 自宅・民間のアトリエや貸スペース・福祉施設・公共施設など

材料・道具 生活のなかにあるもの、企業のなかにあるもの、NPOの支援にあるもの

可能性をひきだす人 みまもる眼・環境をつくる人・発見する人・社会につなげる人・応援する人など

仕組みづくり たくさんの人が集まれば約束事や役割分担が必要

財源 目標の達成には資金は必要

マネジメント たくさんの参画者を生かすためにマネジメントの視点は重要

１

2

3

4

5

意識づくり こうあったらいいな、という意識をもつ。組織になると理念になる

仲間づくり 同じ意識をもつ仲間をつくる。仲間を持てば夢は具体的な目標になる

モノづくり こうあったらいいな、を具体的にやってみる。実践の連続！

仕組みづくり やれば新しい課題がみえる。継続するためには、現実の人や事業を
補強するための組織のスタイルを検討。約束事や役割分担をする

自分づくり こうあったらいいな、が実現できることは自分の人生や社会の充実に！
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宮城県にある公共施設や社会教育施設、市民活動スペースな
どを積極的に活用しましょう！また県内にあるさまざまな団体や
ＮＰＯと連携することで支援者や発表の機会と出会うこともあり
ます。市民活動セクターの上手な活用法を学びましょう。

「みやぎＮＰＯ情報ライブラリー」は、ＮＰＯ・市民活動団体から
団体に関する情報を、地域の市民・企業など社会一般に公開・
発信する情報発信支援システムです。情報公開をすすめるこ
とで、ＮＰＯの信頼性を向上させ、社会からの支援を受けやすく
するためにつくられました。このライブラリーは日本財団が設置
している公益活動コミュニティサイトCANPANのデータベース
と連動しており、団体の基本情報はインターネットでも公開され
ています。
図１は、ＮＰＯ向けに調査を実施しそれをグラフ化したものです。
図の上部は「不足しているもの」、図の下部は「充足しているも
の」ですが、この調査と分析からＮＰＯの課題は、大きく「資金」
「ひと」「広報」の三点であることがわかります。ここでは、とくに
「場」と「ひと」の情報を得るために、どのようにＮＰＯセクター
を活用するか、考えてみましょう。

単純に「人材が足りない」ではサポートは得られません。どのよ
うな性質の、どのような役割の人材が、何人くらい必要か、など
具体的な像を描くことが大切です。ここでは、市民活動に必要
な３種類の人材を考えてみましょう。
─
①活動者：実際に活動を行う人
・プレーヤー：個人や団体が持つビジョンをもとに、具体的な事
業活動を行う人
・事務方：上記のプレーヤーの動きの基盤となり、持続可能性を
高める、総務、経理、労務などの裏方役
─
②フォロワー：活動者の動きに興味関心を注ぎ、自分たちが持
つ資源を提供してくれる人
・サポーター：寄付者（金銭、物品など）、イベント参加者（顧
客）、情報拡散者（SNS活用など）
・アドバイザー：活動の困りごとに対して、適宜サポートしてくれ
る人、ご意見番
・メンター：活動者と伴走し、適切な方向に導いてくれる人
＊概念は広いほどいい。また、フォロワーは「投資」する人、すな
わち社会的成果をもとめるパートナー。「提供」とは違い、「投
資」はリターンを求めるため、投資にどんなお返しをしていくの
かを考えるのは大切。こんな社会の課題を解決した、社会が変
わったなど報告が重要。
─
③当事者：課題を抱えた当事者
・市民活動では当事者＝受益者ではない。
・未来像や課題に気づいた人が、実際に活動していくことに
より、「活動者」や「フォロワー」になるケースが多い。
＊当事者自体が未来を切り開いていく事例も。

（2）活動に関わる人材の種類を
考えてみましょう。

（1）はじめに～ＮＰＯ活動の課題
「ひと」「資金」は永遠の課題？

支援のポイント2
おもに場所、人的資源から

 図1

 

何を目的に商用利用するのか、その目的に応じて使い分けま
す。最近の潮流としては、やりがいをつくることや工賃をあげる
目的で、作品を生かした商品化や二次利用が活発化してい
ます。しかし、企業など第三者との取り組みでは、対価に応じた
リターンがなければ継続が難しい場合が多いです。
めざす目的に応じて類似事例を分析し、自分たちの活動に生か
せる仕組みや事業を研究しましょう。
─
①アーティストや団体のプロモーションの先進事例
・クラフト工房La Mano（NPO法人La Mano／東京都）
・工房集（社会福祉法人みぬま福祉会／埼玉県）
・クリエイティブサポートレッツ（NPO法人クリエイティブサポー
トレッツ／静岡県）
・やまなみ工房（社会福祉法人やまなみ会／滋賀県）
・たんぽぽの家アートセンターＨＡＮＡ（社会福祉法人わたぼう
しの会／奈良県）
・工房まる（ＮＰＯ法人まる／福岡県）など
─
②社会的波及の一環で公募形式、ネットワーク型展開の事例
・アートビリティ（主催：社会福祉法人東京コロニー／1987年～）
・エイブルアート・カンパニー（主催：３つのＮＰＯによる共同
事業／奈良・福岡・東京・東北に事務局／2007年～）
・株式会社ふくしごと（福岡の企業・ＮＰＯによる設立／2015
年～）など

企画書、申請書、プレゼンテーション資料、チラシ、ウェブサイト、
会計報告など、パソコンを使用した作業は必須の時代になって
います。上手に寄贈プログラムを活用しましょう。
─
①認定NPO法人イーパーツ
URL: http://www.eparts-jp.org/
・「リユースPC寄贈プログラム」：ノート型パソコン、OSのライセ
ンス、Officeのライセンス、VirusBusterのライセンス付

・「複合機寄贈プログラム」：電話付き複合機、多機能インク
ジェットプリンター、レーザーモノクロプリンターなどの提供（手
数料は1,000円～5,000円）
─
②認定NPO法人日本NPOセンター（Tech.Soup.Japan運
営団体）  URL:http://www.techsoupjapan.org/
・市民セクターへのIT支援プログラムとして、世界規模で展開さ
れているソフト・サービス支援プログラム。NPO法人、社会福祉
法人、公益法人へ通常価格の約1割でソフト寄贈仲介を行うプ
ログラム。Office.365やGoogle.for.Nonprofitsなどの非
営利団体向けサービスも提供。

（3）商用利用（商品やノベルティ、ＣＳＲ通信や
カレンダーへの提案、企業へのレンタル）

（4）組織を支える支援（パソコン、複合機、ソフト
の提供）

講師：柴崎由美子
連絡先：
ＮＰＯ法人 エイブル・アート・ジャパン／エイブルアート・カンパニー／東北
〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡5番地
 みやぎNPOプラザ内 No.16
TEL. 070-5328-4208　MAIL: soup@ableart.org
ＵＲＬ: http://soup.ableart.org/
ＮＰＯ法人 エイブル・アート・ジャパン／エイブルアート・カンパニー／東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-11-14
アーツ千代田3331 #208
TEL. 03-5812-4622　FAX.03-5812-4630
MAIL: aaj@ableart.org.jp
ＵＲＬ: http://www.ableart.org/
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どのようにして「ひと」を探せばいいのでしょうか。個別に探す
より、情報の塊すなわちプラットフォームから検索していくのが、
効果的かつ効率的です。
・みやぎNPO情報ライブラリー（掲載数107件）
  http://www.minmin.org/
・みやぎNPO情報ナビ（掲載数626件）
  http://www.miyagi-nponavi.jp/
・みやぎNPO情報ネット(掲載数780件）
  http://www.miyagi-npo.gr.jp/
・仙台市市民活動センター「団体情報ファイル」（掲載数約
4,000件）
常時、200種ぐらいのチラシを掲示。イベントが終われば入れ
替わるが、掲示を終えた紙媒体は主催団体ごとにＩＤをふって、
団体ごとのファイルにアーカイブしています。＊活動停止含

どのようにして「場」を探せばいいのでしょうか。ここでは、活動
の「場」、相談の「場」、発表の「場」に分類して紹介します。

地域づくりには「土の人」、「風の人」が必要というのはよくいわ
れる言葉ですが、美術家の藤浩志さんはここに「光の人」「水の
人」が必要といいます。特に「水の人」は興味関心を注いでくれ
る人、つまりフォロワーです。この方々がそろうと、地域に埋まっ
ている種から芽吹き、木が育ち、ここで育まれた木は茂り、やが
て森になるのです。そして森は、その森自体が地域を形成する
「環境」となり、さらに人の営みが生まれる。これをＮＰＯに照ら

せば、はじめは小さな活動でも、それを育み育てれば、その活動
自体が「環境」になっていくと考えることができます。障害のあ
る人たちの芸術文化活動も、こうした環境づくりのために、ひと
つひとつ丁寧に継続していくことが大切だと考えています。
普段、まちなかのサポートセンターに居ますので、ふらりと気軽
に立ち寄ってください。

（3）情報の探し方！ 「ひと編」

（4）情報の探し方！ 「場編」

（5）おわりに ～木を育て森をつくろう。

発表
の場

相談
の場

活動
の場

１ ○ △ △

場 概要

市民活動
支援センター 宮城県内12カ所

2 △ △ ○宮城県内
ギャラリー 参考サイト：みやラボ

3 ○ ○ ○社会教育
施設 宮城県美術館創作室

5 ○ △ ×コワーキング
スペース 仙台市内５カ所

4 △ × ○企業
スペース

クラックス、プロミス、
東北電力の運営スペース

講師：菊地竜生
連絡先：
仙台市市民活動サポートセンター（通称：サポセン）
さまざまな分野の市民活動・ボランティア活動の支援施設です。「自分た
ちの住む街や社会を、もっと良くしたい」そんな市民の自発的な活動を応
援します。
〒980-0811　仙台市青葉区一番町四丁目1-3
開館時間：9:00～22:00（月～土）/9:00～18:00（日・祝日）
TEL. 022-212-3010　FAX. 022-268-4042
休館日：毎月第2・第4水曜日・年末年始
指定管理：特定非営利活動法人せんだい・みやぎＮＰＯセンター

芸術文化活動を支えるためには、資金も必要です。助成金や寄付
というかたちで資金を集めることで、充実した活動を継続すること
もできます。助成金をとるための講座、寄付をうけるための団体
の設立など、財源や組織運営に関わる情報をキャッチしましょう。

地域にはさまざまな問題や課題があります。この課題解決へ向
けて行動するのが「市民活動」であり、この市民活動には、環境
問題、高齢者の問題などいろいろな分野があります。
この市民活動では、ひとりで解決できることと、関わりがないと
解決できないことがあります。地域の課題をだれかが感じ、みつ
けるわけですが、もしそれが一人では解決できない場合、賛同
を得て何人かで解決していきます。複数になればなるほど、それ
ぞれが意見や存在価値をしめすので合意形成は大切になり
ます。市民活動で重視するのは、それぞれの価値判断を大事に
しながら、みんなで決めたことをみんなですすめていくというこ
とです。これを「市民活動」といっています。
また、こうした活動は、通常は簡単に解決できることではないの
で、継続することになります。この活動の継続のためには、やっ
ていく「ひと」と「資金」が必要で、これをどうするのかが課題に
なってきます。

ここで注目したいのは、自分たちが出さない、つまり「他人の
お金」は簡単にだれでもらえるわけではないということです。
お金をだす人たちは、次のようなことを考えて決めます。
・今、必要な活動であるか。
・この活動でこの地域はどう変わるのか。
・それが実現する活動内容は適切か。
・本当にできるだけの体制があるのか。
・結果として、どんなことがもたらされるか。
そして、こうしたことをわかってもらうためには「企画書」が必要
になります。一人の人にだけ伝える場合には、その人に丁寧に
向きあえばいいのですが、一時に多くの人にわかってもらう場
合には、「文字としてください」、「文書としてください」といわれ
るものです。例えば、地元の支店に「お金を下さい」というと、
「私たちは支店で、こうしたことは本社が決めますから本社に伝
えるために企画書をください」と言われる場合があるのではな
いでしょうか。

（3）企画書には何を書くか

（1）はじめに ～市民活動とはなにか

（2）資金はどんなカタチで生み出されるか

支援のポイント３
おもに財源、組織運営から

１

種類 特徴

会費
・自分たちで拠出していくもの
・動く人が出す場合もあれば、労力は提供できないけれど拠出する人もいる
・意思決定に参加する人、応援だけする人もいる

2 寄付金・協賛金 ・共感して賛同により拠出されるもの

3 自主事業収入 ・ＮＰＯは、ここが得にくい
＊例えば「電話相談」などは、お金に結び付かないがとても重要な活動

4 委託・指定管理
事業等収入

・主体は委託者　
・民間も行政もある
＊ここは収益が期待されるところ

5 助成金・
補助金（行政）

・主体は団体
・震災後、被災３県は大きな助成金・補助金が動き、
  助成金の額が増えてきている、寄付金が増えている
・震災前にはみられなかった、震災後の現象

●種類と特徴

１

ポイント 詳細

今の状況は

●企画書のポイントは以下の通りです。

その地域がどんな状況なのか、抱えている課題はなにか。
NPOが課題と感じることが客観的に捉えられているか
・実数の把握
・対象者の実態把握

2 どう変えたいか

課題をどのように解決しようとしているのか
・課題を抱えている対象者が望む姿
・社会的環境を考慮し、可能な範囲を定める
＊ここはダメ、あそこはダメだと指摘するばかりではなく、
ダメだからこういう風にしていきたい、その提案ができるか
が大事。だれかが変えてではなくて、自分たちがどう変え
ていくか、具体的な中身を提案する
＊お金をだしてくれる人たちに、提案後にこうなる、こうだ！
と具体的にひきよせたカタチをみせるのが大事

3 どのような
方法で

変えていきたいことの中身を具体的に提案していく
・対象：だれのために
・実施形態：講演会、ワークショップ、パネルディスカッショ
ン、展示、研修会、体験会、調査・研究、相談会、冊子発
行、ツール作成、サービス事業
・実施時期：いつ、どこで

4 どのような
姿をめざすのか

実施後、地域にとってどんな成果が期待されるのか。
事業実施は、団体に何をもたらし、今後の活動継続にどう
つながるのか

5 どのくらい
かかるのか

企画書でやりたいこと、それをやるにあたっての積算、この
二つを明らかにすることが大事。事業を実施できる予算建
て、項目の予算額は、妥当な金額と数量によって算定する
例：【事業にかかる経費】
・講演会の場合；講師料、交通費、宿泊費、食事費、会      
場費、付帯設備日費、資料作成費、看板、花代など
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資金提供者は、まずどんな団体であるかをみるものです。その
場合、自分の団体は「他から知られていない」という前提に
たち、自分の団体を紹介することが良いでしょう。

＊「こんなことがしたい、あんなことがしたい」など、いい考えだ
けれども、本当にできるのかと問われる、やってなんぼの世界が
市民活動の世界ともいえます。

＊震災後、インターネットの使用の有無で寄付金の額に大変差
が開きました。

＊全国の助成金の場合は、ネットで情報が公開されているかが
審査の第一段階になることがあります。
＊ウェブサイトで検索できない場合、その段階で審査がストップ
される厳しい世界でもあります。

寄付や助成金は、団体を仲介し、実際にその課題に苦しむ人々
のために使われているのかが大事です。次のことをしっかり理
解しましょう。
・寄付者は自分のお金がどのように使われたか知りたい
・助成金は、提供した資金がどのような形で、市民の課題解決
に使われたか知りたい
・他者からの資金は、その活動のためにもたらされるもので、そ
こで働く人件費を補完するために出されるのではない。した
がって、まずは「身の丈サイズ」で活動をすることが大事です。
・高い目標を掲げて活動を続けることは大事だが、実施するた
めの体制づくりが重要
・無理せず、身の丈にあった活動の提案を
・他からの資金は、提案なしにはじまらない
「助成金は申請してもなかなかとれない」とはよく言われるもの
です。しかし、20年活動しているわたしたち「ＮＰＯ法人杜の伝
言板ゆるる」でも、助成金を得られた回数は少ないのです。助
成金の申請書は、書いていけば書いていくほどコツがわかるも
のです。挑戦なしには結果は得られません。そして、やはりお金
は必要であり、気持ちだけでは継続できないのです。さあ、何度
でも挑戦しましょう。

講師：大久保朝江
連絡先：みやぎＮＰＯプラザ
宮城県内のNPO活動を総合的に推進するための中核機能拠点として宮
城県が設置した施設で、平成13年4月に開館しています。ＮＰＯ・市民・
行政・企業など、多様な人と情報が活発に行き来し、ＮＰＯがよりよい成
果をあげる活動支援をするため、さまざまな情報の受発信と場所の提
供、出会いや学びの機会づくりに取り組んでいます。
〒983-0851 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡5番地
開館時間：9:30～21:30（火～土）/9:30～17:30（日･祝日）
TEL.022-256-0505　FAX.022-256-0533
MAIL：npo＠miyagi-npo.gr.jp
休館日：月曜日（祝日に当たる場合も休館）、年末年始（12/29～翌年1/3）
指定管理：認定特定非営利活動法人杜の伝言板みやぎ

（4）資金を得るには素性を示す

参考：震災前と震災後の資金

（5）おわりに ～寄付や助成金は市民のため
大久保：みやぎＮＰＯプラザでは、情報誌を9,000部発行しており、インフォメー
ション欄では、ボランティア募集、職員募集などを掲載しています。この情報誌は、
関心のある人がみるので具体的な人物がひっかかりやすいです。ぜひ、地元の情報
誌も活用してください。
菊地：スキルが必要な団体の活動の事例として、例えば「電話相談を行う団体」な
どでは、有料講座をしながら電話相談の相談者を養成していきます。その広報とし
てイベント開催時に募集チラシを配布するなど、わたしたちはこういうものをしてい
ます、こういう人材が必要です、と自らの活動をひらくことは大事で、ここから必要
な人材を抽出していけることがあります。

大久保：前提として、本人がいいと納得する価値、またそれを社会的に認められる
ようにする価値、その二つがあるということに注意してください。その上で、本当に
それが素晴らしいと思っている人が、客観的にみてもほしいと思えるようなウェブサ
イトをつくる。そうすることで、お金をだすに値する価値が生まれていきます。同時に
商品を選ぶ、評価する中での客観性も必要です。チラシやウェブなど、媒体によって
必要なデザインは異なります。そのことを理解して、お金をかけるべきところはかけ
ましょう。
菊地：「わかってもらう」ために、相手のどんな行動や情報をひきだすか。わたした
ちサポートセンターが意識していることは、無関心層、潜在的関心層、関心層、コア
スタッフなど、対象のセグメントをしっかり分類することです。そして、ウェブサイトで
は情報をストックし、ブログは日常のフロー情報を発信、ツイッタ―では無関心層へ
の拡散を行うなど、ツール、媒体の特性をしっかり組みあわせて発信しています。と
くに無関心層に対しては、デザインのチカラをかりて情報発信を行っています。

Ｑ：障害者に向きあえるアートの先生がほしいなど、具体的な人
物像があるとき、その人とはどこでどうやって出会えるのですか？

Ｑ：施設職員のものです。芸術活動を支えるときの、スタッフの仕
事の役割がわかってきました。
しかし、次に、生まれたものを発表するのに、力を貸してくれ
る人、モノを買ってくれる人と、どのようにつながっていけるので
しょうか。
どこにどのように情報をだしていくべきか、おしえてほしいです。

参加者との質疑応答5 どのくらい
かかるのか

＊どのくらいお金がかかるか、尋ねられた時、すぐにお金が
でないと中身をつめていないことになります。根拠のない
どんぶり勘定はすぐに見破られてしまいます。積算ができ
るということは、社会を知っている、確認できていることの
信頼の証になります
＊人件費は一時間あたりどのくらいの金額がかかるか。こ
れをするのにどれくらい時間がかるかを見積もります
＊人のお金をつかう場合には、ここまでやらないともらえな
いものです。いいことをやっているではダメで、目標、人、お
金のバランスがいると考えましょう

6 だれが
するのか

実施体制を整える
・だれが総括か　　　　・関わる人の確定
・それぞれの役割分担　・資金管理者
＊人員が確保できるか、企画をねって助成金は申請すべき
ものです

7 実施
スケジュール

実施するにあたり、段取りを月ごとに計画する
＊ゴールをどこに据えるか、逆算しながらさかのぼって考
える

◆団体概要 ミッション・組織の沿革・体制・メンバー等

◆事業報告
⇒1年間にどのような事業を実施したのか、数字を含めた
記録が必要
⇒組織の体制や意思決定状況もあればなお良い

◆決算 財務諸表の作成⇒正確な会計処理が求められる
NPO法人会計基準に基づく報告が望ましい

◆情報発信
　及び公開

インターネット活用の普及
⇒年代によってその活用に開き…ICT化の遅れ
Web上で該当しない団体を失格とする助成もある

震災前 ・助成金の相場は100万円が多く、高くても300万円
・人件費がなかなか認められない　・年1回の募集

震災後
・被災したNPOには多くの資金
・被災地支援のNPOにも1,000万円クラスの助成金
・新しい公共支援事業や起業家支援事業で大きな資金が出た
・人件費が認められた　・随時の募集

現在
・まだ震災前より助成金が高いが件数が減っている
・助成事業の内容が変化している
・予算の根拠や事業の成果目標が厳しくなっている
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