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東広連が著作権に基づき作品を管理する意義 

東広連は作品を外部に発信することを想定した上で、学生広告展(以下学展)において加盟員に

対しての平等な制作環境の提供及び作品保護のため、全作品を著作権法に基づき管理させてい

ただきます。また東広連は著作権の規制を設けることにより、加盟員は各々責任を持って作品制

作に当たらなくてはならないため、作品の質の向上にもつながるのではないかと考えています。 

 

 

著作権とは 

■著作権 

著作権は文化的な創作物を保護の対象とし、著作権法という法律で保護されています。 

権利取得のための登録制度などは禁止されており、権利を得るための手続きを何ら必要とし

ません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、以後、原則として著作者の死後 70 年

まで保護されます。 

 

■著作物の種類 

著作物は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」のうち「思想又は感情を創作的に

表現したもの」です。 

言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など 

音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 

舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け 

美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など（美術工芸品も含む） 

建築の著作物 芸術的な建造物（設計図は図形の著作物） 

地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など 

映画の著作物 
劇場用映画、テレビドラマ、ネット配信動画、ビデオソフト、ゲームソ

フト、コマーシャルフィルムなど 

写真の著作物 写真、グラビアなど 
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二次的著作物 
上表の著作物（原著作物）を翻訳、編曲、変形、翻案（映画化など）し創作

したもの 

編集著作物 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など 

データベースの

著作物 
編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの 

 

なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。 

1. 憲法そのほかの法令（地方公共団体の条例、規則も含む。） 

2. 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など 

3. 裁判所の判決、決定、命令など 

4. 1 から 3 の翻訳物や編集物で国や地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの 

 

■著作者の権利 

著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権

（財産権）の二つに分かれます。 

著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはでき

ません 

一方、著作権はその一部または全部を譲渡・相続できます。この場合の権利者（著作権者）

は著作者ではなく、著作権を譲り受けたまたは相続した人ということになります。 

 

■保護期間 

著作権の保護期間は、原則として著作者が著作物を創作した時点から生存年間及びその死後

70 年間です。 

著作物の種類 保護期間 

実名の著作物 

（周知の変名を含む） 
死後 70 年 

無名・変名の著作物 

（周知の変名は除く） 

公表後 70 年 

（死後 70 年経過が明らかであれば、その時点まで） 

プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム 
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団体名義の著作物 
公表後 70 年 

（創作後 70 年以内に公表されなければ、創作後 70 年） 

映画の著作物 
公表後 70 年 

（創作後 70 年以内に公表されなければ、創作後 70 年） 

※期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の翌年の１月１日から起算されます。 

 

■著作隣接権 

著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコー

ド製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利が著作隣接権です。 

 

(1) 実演家 

俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家など実演を行う者。アクロバットや奇術を演

じる人も含みます。 

 

(2) レコード製作者 

レコードに固定されている音を最初に固定した者。 

 

(3) 放送事業者 

放送を業として行う者。NHK、民間放送各社、放送大学学園などが該当します。 

 

(4) 有線放送事業者 

有線放送を業として行う者。CATV、有線音楽放送事業者などが該当します。 

 

著作隣接権の保護期間 

実演 実演が行われたときから 70 年 

レコード 音源の発行（CD 発売等）が行われたときから 70 年 

放送及び有線放送 放送又は有線放送が行われたときから 50 年 

※70 年以内に発行されなければ音の固定（録音）後 70 年とする。 

 

■海外の著作物の保護 

1. 保護期間の相互主義 

我が国より保護期間の短い国の著作物は、その相手国の保護期間だけ保護されます。 

 

2. 保護期間の戦時加算 
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平和条約において、条約関係にある連合国の国民が第２次世界大戦前又は大戦中に取得した

著作権については、通常の保護期間に戦争期間を加算します。1941 年 12 月 8 日から、対日

平和条約発効の前日までの日数（主な国は 3794 日）を加算しなければなりません。また、翻

訳権の保護期間については、上記の戦時加算に、さらに６か月を追加します。 

法的には、保護期間 70 年に加えて戦時加算分が保護されることとなります。 

 

 

■著作物の利用 

著作物を利用する場合は原則として著作権者の許諾が必要です。 

 

著作物の利用にあたっては、できるだけ利用方法を詳しく説明したうえで、文書で、その利

用の仕方、許諾の範囲、使用料の額と支払方法などを確認しておく必要があります。 

他人の著作物は、著作権が制限を受けている場合のほか、原則として、著作権者に無断で利用

することはできません。何らかの形で、法的に利用の権限を取得することが必要です。他人の著

作物を利用する方法としては、次の四つの方法があります。 

 

(1) 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。 

(2) 出版権の設定を受ける。 

(3) 著作権の譲渡を受ける。 

(4) 文化庁長官の裁定を受ける。 

 

(1) 利用の許諾 
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著作物の許諾を得る場合、口頭であっても差し支えありません。できるだけ利用の態様を詳

しく説明したうえ、文書で、その利用の仕方・許諾の範囲・使用料の額と支払い方法などを確

認してください。 

 

(2) 出版権の設定 

著作権者が二重に出版の許諾を与えるのを防止することができ、安定した地位に立つこと

ができます。ただし、文化庁に出版権の設定の登録を行わなければ、第三者に対抗することが

できません。 

 

(3) 著作権の譲渡 

譲り受けた権利の範囲内で自由に著作物を利用でき、さらに他人に著作物を利用させるこ

ともできます。 

 

(4) 文化庁長官の裁定 

(ア) 著作権者不明等の場合 

文化庁長官の裁定を受け、所定の補償金を供託して著作物を利用することができます。 

(イ) 放送及び商業用レコード製作の場合 

法律が認める場合に、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する額を著作権者に支

払うことによって、他人の著作物を利用することができます。 

 

■著作権侵害・罰則 

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となりま

す。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりま

せん。 

また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに

著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。 

さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を有償か無償かを問わず複製

物を公衆に譲渡・貸与、またはその目的で所持する行為や著作物に付された権利者の情報や利

用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。 

 

1. 民事上の請求 

上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し、次のような請求

をすることができます。 

 

(1) 侵害行為の差止請求 

(2) 損害賠償の請求 
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(3) 不当利得の返還請求 

(4) 名誉回復などの措置の請求 

 

こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて判断してもらう

ことになります。 

 

 

2. 罰則 

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰すること

ができます。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10 年以下の懲役又は 1000 万円以下の罰

金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5 年以下の懲役又は 500 万円以下の罰金など

が定められています。 

また、法人などが著作権等（著作者人格権を除く）を侵害した場合は、3 億円以下の罰金と

なります。 

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつ

ダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイト

から自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、２年以下の懲役若しくは 200 万円以下の

罰金が科せられます。 

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります。 

 

 

広告の著作権 

■肖像権 

肖像権は、一般人・タレント・歌手・スポーツ選手などの肖像や氏名等を保護する権利です。 

法律はありませんが、判例によって培われた民法上の権利で、著作権とは異なるため誤解しな

いようにしてください。 

 

(1)人格的権利 

個人として撮影等を拒否できる権利。 

(2)財産的権利（パブリシティ権） 

肖像の利用に関して対価を要求できる権利。 

 

■商標権 

ブランドに蓄積された事業者の信用や信頼を財産として守るための権利が商標権です。 

商標法の目的は、商標を保護することにより使用者の業務上の信用維持を図り、産業の発展に
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寄与すると同時に需要者の利益を保護することです。 

商標は会社のブランド表示であり、文字・図形・記号・立体的形状・色彩、又はこれらの結

合や音その他政令で定めるものとされています。キャッチコピー類もここに含まれています。 

商標権取得後、指定した商品・サービスの範囲内でその商標を 10 年間独占的に使用でき、

その商標を使いたい第三者に売買、あるいは利用許諾を与え対価請求もできます。 

他人の商標を自らの商標として使い出所の混合を生じさせることは、商標権の侵害にあた

ります。また、偶然の類似も商標権においては認められない。 

商標権の有無が分からない場合は、商標検索サービス「特許情報プラットフォーム（略称：

J-Plat Pat）」で検索することを勧めます。独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営し、特

許庁が保有する特許情報を提供しています。 

 

■広告の素材 

(1) 写真 

 被写体・構図の選択・撮影時刻・露光・レンズの選択・陰影のつけ方・シャッター速度・現

像の仕方に創意工夫を凝らしたものであれば、著作物として対応します。 

また、証明写真やスピード写真は機械的に撮影しているため、「思想又は感情を創作的に表

現したもの」とは言えず、著作物にはなりません。 

 

(2) イラストレーション 

 一定の鑑賞性を持っているものを著作物とします。 

 あまりにもシンプルなピクトグラムやアイコンには著作物性がないため、物の外観を機械

的に線画で書き起こしただけのイラストや設計図で使用されるイラストは著作物となりませ

ん。 

 

(3) 漫画・キャラクター 

漫画自体は著作物としての対応が必要となりますが、キャラクターそのものは本来著作物

ではありません。しかし、視覚的に表現されているキャラクターは著作物となります。 

 

(4) ぬいぐるみ・人形・彫刻・オブジェ 

一般的にぬいぐるみ・人形・フィギュア等は実用品であって著作物ではないとされています。

しかし、実用性を超えた一定の鑑賞性を持つ場合は著作物性が生じます。また漫画キャラクタ

ーが使われているものは著作物となります。 

 

(5) ボディコピー 

 商品の利便性・性能・操作性・使い方等を記述しただけのものは、事実を伝えているだけに

すぎず、著作物にはなりません。しかし、生活イメージの提案や個人の「思想又は感情を創作
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的に表現」されているもの等、コピーライターの創意工夫が含まれている場合は著作物となり

ます。 

 

(6) 楽曲・歌詞 

 楽曲そのものだけでなく歌詞も著作物となるため、歌詞のみを使う場合も、著作物として対

応しなくてはいけません。 

 

SNS のロゴ利用について 

Facebook 

配布しているもののみ使用可 

加工・変形不可 

Facebook のブランドリソース：http://ja.facebookbrand.com/facebookapp 

 

Instagram 

配布しているもののみ使用可 

加工・変形不可 

Instagram のブランドリソース：https://en.instagram-brand.com/assets/icons 

 

Twitter 

配布しているもののみ使用可 

加工・変形不可 

Twitter のブランドリソース：https://about.twitter.com/ja/company/brand-resources.html 

 

LINE 

配布しているもののみ使用可 

加工・変形不可 

LINE APP ICON GUIDELINE：https://line.me/ja/logo 

 

YouTube 

配布しているもののみ使用可 

加工・変形不可 

YouTube ブランドの使用について： 

https://www.youtube.com/intl/ja/about/brand-resources/#logos-icons-colors 

 

上記以外の SNS ロゴ等を使用する際も、利用規約をよく読んだ上で使ってください。 

http://ja.facebookbrand.com/facebookapp
https://en.instagram-brand.com/assets/icons
https://about.twitter.com/ja/company/brand-resources.html
https://line.me/ja/logo
https://www.youtube.com/intl/ja/about/brand-resources/%23logos-icons-colors
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外部公開について 

東広連の本搬入を通過した作品は本審査後、東広連がコピーライトマークをつけた作品か

つ東広連の許可を得た作品のみ、個人でのインターネット上での公開を認めます。搬入が完了

した時点で、著作権は東広連に移行していますので、個人での WEB サイト上で公開する際に

は東広連に申請が必要です。 

ただし、搬入後に二次加工・再編集された作品については、新たに著作権侵害が発生する可

能性があるため、インターネット上での公開を禁止します。学内審査で落選した作品について

も東広連の本搬入を通過していないため、公開を禁止します。仮にそれに背き二次加工・再編

集された作品、学内審査で落選した作品の公開が行われた場合は、東広連は一切の責任を負わ

ず、加盟大学・個人の責任とします。すなわち、仮に損害賠償を請求された場合も、東広連は

損害賠償責任を負わないものとします。 

 

 

第 61 回学生広告展について 

搬入を効率化するため、および著作権を守った作品搬入のため、制作した作品で使用した素

材は素材引用元URLとともにWord文書およびPDF文書にまとめて提出していただきます。       

また、搬入チェックシートを用いることで、学内において制作者並びに各媒体や制作の責任者

複数人による確認をすることが可能となり、学内審査以降の東広連搬入が円滑なものとなる

と予想しています。万が一、著作権侵害が発生し損害賠償を請求された場合、本搬入を通過し

た作品については東広連が損害賠償責任を負うこととします。ただし、搬入の際に虚偽の報告

があった作品については、東広連は損害賠償責任を一切負わないものとし、虚偽作品を搬入し

た大学が全ての責任を負うこととします。また、東京学生広告研究団体連盟規約 第 42 条に

基づいて大学側には厳重な処罰をします。 
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この著作権要項は著作権法が改正された場合は変更されることがあります。 

 

 

文責 学生広告展副実行委員長 東朱音 
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