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専門は知的財産法

 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会委員

 国土地理院測量行政懇談会委員

 内閣府電子行政オープンデータ実務者会議

ルール・普及ワーキンググループ構成員

 オープンデータ流通推進コンソーシアム理事
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1. 国が著作権を有する公共データの権利処理をどうするか？

2. 著作物性のない公共データの扱いはどうなるのか？

3. 第三者が著作権等の権利を有する公共データの扱いをど
うするか？

4. 測量法などの個別法で利用に制約が課されている場合の
扱いは？

5. オープンデータ化により問題が生じた場合の国や自治体
の責任は？

これらの問題に配慮した利用規約・ガイドラインを
設ける必要
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公共データの二次利用を促進するための法制度上の課題
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国や自治体が著作権を有する公共データの権利処理は？
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公共データの中には、国や自治体が著作権を有するものが
ある

►著作権法上の「著作物」（著作権法２条1項1号）：「創作的表現」
・文章や図・写真、イラストなどの多くは著作物→著作権者に利用の独占権
・数値データや事実、簡単なグラフや表は非著作物→著作権法上は自由に利用可

（著作権法は無方式主義をとっているので、著作物・非著作物の境目は不明確）

►国や自治体が作成した著作物の著作権者は国・自治体
著作権法上の「著作者」（２条1項2号）：「著作物を創作した者」

著作物性のある公共データで国等が著作権を有する場合、国等から著
作権法上の利用の許諾を得なければ、二次利用が侵害となるおそれ



TRONSHOW2O14

国や自治体のホームページの現状をみると・・・
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著作権の権利制限規定の範囲内での利用に限定、
商用利用不可、改変不可など、様々な制約あり

⇒自由に二次利用できない

著作権について
「●●省ホームページ」に掲載されている個々の情報（文字、写真、イラスト等）は著
作権の対象となっています。また、「●●省ホームページ」全体も編集著作物として
著作権の対象となっており、ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されて
います。
当ホームページの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権
法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用・転
載複製を行うことが出来ます。
ただし、「無断転載を禁じます」等の注記があるものについては、それに従ってくださ
い。
当ホームページの内容の全部又は一部について、●●省に無断で改変を行うこと
はできません。商用利用については●●省・・・にご連絡ください。

府省ホームページの利用規約の例
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◆ 権利処理のための取引コストがオープンデータ戦略の
阻害要因となる

◆ 他方、公共データは著作権というインセンティブがなくと
も創作されるので、国や自治体の作成する公共データを
著作権で保護する正当化根拠なし

国や自治体の有する著作権の権利処理コストの問題
をどう解決すべきか？
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課題解決の方向性

出典：２０１２年データガバナンス委員会報告書

課題解決の
方向性

具体的内容と課題

（１）立法による
パブリックドメイ
ン化

○ 国や自治体の著作権は著作権法で保護しない旨の著作権法改正をすれば、
二次利用者が権利処理をする必要はなくなる
（cf．米国連邦著作権法）

× 著作権法の改正には長期間の検討が必要

（２）国や自治体
による著作権放
棄

○ 国や自治体が著作権を有することを前提としつつ、著作権を国や自治体が自
ら放棄すれば、二次利用者は権利処理をする必要がなくなる

× 著作権も国や自治体の財産であり、国有財産法、財政法、地方自治法、補助
金等適正化法等との関係において、権利放棄を行うことが適当かどうか検討が
必要

（３）二次利用促
進のためのライ
センス採用

○ 国や自治体が著作権を有することを前提としつつ、二次利用を広く認めるパ
ブリック・ライセンスを採用し、個別の交渉なしにオンラインで処理できるようにす
れば、（１）と（２）と同等の効果が期待でき、早期の実現が可能

（３）のライセンス採用が現実的選択肢
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① 改変自由

② 営利・非営利を問わず利用可能

③ 原則無償（限界費用）

④ 標準化・相互接続性の確保
←重ね合わせ利用の円滑化

⑤ 機械判読可能性（メタレベル）

（参照：OECD勧告、EU・PSI再使用指令）

オープンデータ戦略のための理想的なライセンスは？
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ライセンス名 ライセンスの概要

Creative 
Commons 
License

・クリエイティブ・コモンズが作成しているライセンス。
・商用・非商用と、改変（再利用）の可否等について、選択肢がある。
・複数の国（政府）で、出典表示のみを義務付け広く二次利用を認めるCCBYが採用

されている（オーストラリア、ニュージーランド）。

Open 
Government 
Licence

・イギリス・カナダの政府機関のオープンデータに利用されているライセンス。
・改変可能、営利利用も可能
・利用条件としては、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのCC-BYに相当する。

Open License
(LICENCE 
OUVERTE)

・フランスの政府機関のオープンデータに利用されているライセンス。
・ライセンスの種類は１つしか無く、利用条件としては、CC-BYに相当する。

Open Data 
Commons 
License

・Open Knowledge Foundationの作成しているライセンス。
・改変（再利用）を許諾する際に、継承ライセンスか、継承無しのライセンスかを選択で

きる。パブリックドメインライセンスも準備している。
・パリ市やドイツなどが採用。
・ODC-BYはCC-BY、ODbLはCC-BY-SAに相当する。

【出典】各ライセンスに関する文書をもとにデータガバナンス委員会事務局作成

諸外国で採用されているライセンス
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クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは？

 クリエイティブ・コモンズとは、クリエイティブ・コモンズ・ライ
センス（CCライセンス）を提供している国際的非営利組織
とそのプロジェクトの総称。

 2001年に組織が設立され、2002年にアメリカにおいて
Ver.1公開（日本では2004年にVer.1公開）

 CCライセンスはインターネット時代のための新しい著作権
ルールの普及を目指し、様々な作品の作者が、著作権を
保持したまま、「この条件を守れば私の作品を自由に使っ
て良い」という意思表示をするためのツールである。
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クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの特徴

【出典】 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン ウェブサイト（ http://creativecommons.jp/licenses/ ）参照
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●CCライセンスは三つのレイヤーから構成されている

① 法律に詳しくない人でもライセンスの内容がすぐに理解できる簡潔な説明文
として、「コモンズ証」

② 同じ内容を法律の専門家が読むために法的に記述した「利用許諾」（ライセン
ス原文）

③ 検索エンジンが利用するための、作品そのもの（コンテンツ）に付随する説明的
な情報である「メタデータ」
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クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの種類

基本要素
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イメージ ライセンス名称
要求事項 ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀ戦略

への適合性出典表示 商業利用 改変

表示 2.1 日本
(CC-BY 2.1 Japan)

必須

（タイトル、全ての著
作者、URLを表示）

許可 改変を許可する（※）
最も利用範囲が広い
ので、推奨。

表示-非営利 2.1 日本
(CC-BY-NC 2.1 Japan)

必須

（タイトル、全ての著
作者、URLを表示）

許可しない

（改変されたもの
の商業利用も許可
しない）

改変を許可する（※）

電子行政オープンデー
タ戦略では、「営利目
的・非営利目的を問わ
ず」としている。

表示-改変禁止 2.1 日本
(CC-BY-ND 2.1 Japan)

必須

（タイトル、全ての著
作者、URLを表示）

許可 許可しない
改変（二次利用）を行う
ことができない。

表示-非営利-改変禁止 2.1 
日本

(CC-BY-NC-ND 2.1 Japan)

必須

（タイトル、全ての著
作者、URLを表示）

許可しない 許可しない

電子行政オープンデー
タ戦略では、「営利目
的・非営利目的を問わ
ず」としている。

表示-継承 2.1 日本
(CC-BY-SA 2.1 Japan)

必須

（タイトル、全ての著
作者、URLを表示）

許可

改変を許可するが、改変され
てできた二次的著作物は、こ
のライセンスと同一のライセ
ンスを採用すること。（※）

同一ライセンス同士で
なくては結合できない
ため、利用しづらい。

表示-非営利-継承 2.1 日本
(CC-NC-SA 2.1 Japan)

必須

（タイトル、全ての著
作者、URLを表示）

許可しない

（改変されたもの
の商業利用も許可
しない）

改変を許可するが、改変され
てできた二次的著作物は、こ
のライセンスと同一のライセ
ンスを採用すること。（※）

同一ライセンス同士で
なくては結合できない
ため、利用しづらい。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの種類

【出典】 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン ウェブサイト（ http://creativecommons.jp/licenses/ ）等をもとにデータガバナンス委員会事務局作成
※ 著作者の人格権を侵害する改変は許可しない
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オープンデータ戦略に適合的な選択肢は？
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① 改変自由

② 営利・非営利を問わず利用可能

③ 原則無償（限界費用）

④ 互換性・相互接続性の確保←重ね合わせ利用の円滑化

⑤ 機械判読可能性（メタレベル）

・出典表示以外は広く二次利用を許容するCCBYが適合的
・国際的には、少なくともCCBYとの互換性に配慮する必要
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著作物性のない公共データの扱いは？
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クリエイティブ・コモンズは、著作権の権利処理のためのライセンス。
しかし、公共データの多くは著作物性のないデータ

例：気象データ、数値データ、簡単なグラフ・図表等

クリエイティブ・コモンズを採用すると、著作権がない公共データまでも
ライセンスでカバーされているかのような外観を呈することに
（負のラベリング効果）。

【考えられる対応方法】
◆著作権の有無を峻別し、著作権のない部分を表示する

（参考） 豪やニュージーランドは ”No known rights”と明示。
⇒著作物性の判定は微妙で仕分けに多くの労力がかかる

◆実質的にCCBYに対応する内容で、著作物性の有無にかかわらず
適用されるライセンス（利用規約）を設ける
（参考） イギリス・フランス等の独自ライセンス
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第三者が権利を有する情報の扱いは？

公共データの中には、第三者が著作権その他の権利（肖像権、商標権
等）を有するデータが含まれていることがある（例：白書、ホームページ等）

•国や自治体は第三者の権利について勝手に許諾することはできないの
で、別途権利処理をしないと、二次利用が権利侵害となるおそれ

•他方、公共データを保有する国や自治体も、どの部分に第三者の権利が
あるか把握していないことが多い

【考えられる対応方法】
◆過去のデータについて

・国や自治体が第三者の権利がある部分を把握している場合は、その部分を明示し、利
用者による権利処理を促す注意喚起

・利用者の責任において第三者の権利を処理すべきことを利用規約に明記

◆これから作成するデータについて
・第三者の権利の生ずる部分について明確化し、可能であれば予め権利処理
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個別法の利用制約がある公共データの扱いは？

公共データの中には、個別法により、利用制限が課せられているものが
ある（例：測量法、気象業務法）

※地図等の測量成果については、測量法の下で二次利用に承認申請が必要
となることがある

個別法による利用制限のある公共データについては、ライセンス（利用
規約）に定められた条件を守るだけでは足りず、別途、個別法を遵守す
る必要がある

【考えられる対応方法】
◆ライセンス（利用規約）において、関連する個別法を利用者にわか

りやすく表示することが望ましい
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二次利用により問題が生じた場合の国や自治体の責任は？

国や自治体の懸念する二次利用によるリスク

公共データに含まれる第三者の権利の侵害（①）

データの誤りによって利用者に損害（②）

利用者の悪意の改竄等（③）

問題が生じた場合に国や自治体の責任が問われるのでは、オープン
データ化に委縮効果 ⇒国や自治体の懸念を低減する必要

【考えられる対応方法】
第三者の権利についての利用者への注意喚起を十分に（①）

利用規約に無保証条項を入れる（②）
利用規約が利用者による悪意の改竄等を認めるものでないこと

の確認規定を置く（③）
※CCとの互換性が維持できるか検討必要
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 現在公開されている公共データ
二次利用を広く認めるライセンス（利用規約）をデフォルトに

（表面上は二次利用に制約のあるかのような利用規約になってい

るが、実際にはオープン化して問題ないものがほとんど）

 今は公開されていない公共データ
データの性質により二次利用を無制約に認めることが困難なもの
も二次利用に一定の制約をかける利用規約も選択できるようにす
る必要

※ 国や自治体が、漠然としたリスクをおそれて、安易に二次利用を制
約する利用規約を選択することがないよう、具体的で明確な理由
があるものに限るべき
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これから公共データのオープンデータ化を推進するには？
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ご清聴ありがとうございました。

井上 由里子

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科
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