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ライセンスとは？ 

 

ソフトウェアライセンスとは何か？ 

→ソフトウェアの「使用」や「利用」を許諾する契約 

 

ソフトウェアの使用＝インストールされたソフトウェア 

  を使って文書作成、表計算、プログラミング、等々。 

 基本的に、著作権法上、著作物の「使用」は自由。 

 ※ソフトウェアのインストールは、「利用」 

  （著作権法上「複製」にあたる。 

  ただし、インストール用メディア所有者が、 

  自分のPCにインストールすることは原則として自由） 
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ライセンス？ 
 

そもそも、ソフトウェアライセンスとは何か？ 

→ソフトウェアの「使用」や「利用」を許諾する契約 

 

ソフトウェアの利用＝ソフトウェアの著作物を利用すること。 

 著作物を利用とは？→著作権法に定められた著作権者が専有す
る権利を利用すること。 

 ＝コピー、アップロード、カスタマイズなどをすること 

 

利用許諾（ライセンス）＝著作物の利用許諾 

 →ある程度、著作権について理解しておく方がよい。 
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なぜ著作権の話か 

 著作権は、登録をしないで、作品を創作するだけで発生する権利 ＝ 
作成した表現物について、（創作性があれば）何ら登録をしなくても権利
が発生する ＝ 作成されたプログラムについて、もれなくその著作権の利
用が問題となる（著作権が発生しているかはさておき） 

 

Cf. 特許権や商標権、意匠権は特許庁へ出願申請し、審査を経て許可
されない限り、権利化されない。 

 

ＯＳＳライセンスは、主に「著作物」の利用についてのライセンス 

※すべてのプログラムに著作権が必ず発生するわけではないが、 

 デッドコピーの場合は紛争になりやすい（結論はともかく） 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 
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著作権 

 ２１～２８条に著作権の権利内容が記載されている 

 支分権（権利の束） 

 

 ソフトウェアに特に関係するもの 

複製権（２１条）    コピー 

公衆送信権等（２３条） アップロード 

   （例：ウェブページでの公開） 

譲渡権（２６条の２）  販売・無償譲渡 

翻訳・翻案権（２７条） カスタマイズ 

二次的著作物の利用に関する権利（２８条） 

カスタマイズ後のソフトウェアに対しても、元々の著作権者は、 

カスタマイズした人と同様の権利を有する 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

著作権とライセンス 

 著作権法では、著作権の内容は決まっているものの、著作物の利
用許諾（ライセンス）の内容について定めていない。 

   「利用方法及び条件の範囲内」 

    が何かを当事者が決める必要がある。 

 

→どういった条件で、そのソフトウェアを利用することができるか、 

 当事者であるライセンサー（とライセンシー）が定める必要がある。 

    → ライセンス契約 （License Agreement） 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 
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著作権とライセンス 

BSD 3-Clause “New” license の 一部抜粋 （講師仮訳） 

Copyright (c) <年>、＜著作権者＞  All rights reserved 

 以下の条件を満たす場合に、ソース及びバイナリ形式、改変の有無にか
かわらず、再頒布及び使用が許諾されます。 

・ソースコードを再頒布する際には、上述の著作権表示、ライセンス条件、
以下の免責条項を維持しなければならない 

・バイナリ形式での再頒布の際には、その頒布の際に上述の著作権表示、
ライセンス条件、以下の免責条項をドキュメント及び／または他の資料
に複製しなければならない 

・事前の個別の書面による許可なしに、著作権者やコントリビュータ（貢献
者）の名前を、このソフトウェアから派生したプロダクトの宣伝や販売促
進の目的で使用してはならない    （以下略）        

  

※OSSライセンスは、著作権を放棄していない 

   ライセンスで定めた条件の下で利用（再頒布）する必要がある。 
     

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

著作権について（お堅い基礎知識） 

• 文化庁 「著作権テキスト」 

 
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf
/h28_text.pdf 

 

• 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS） 

  「著作権Q&A」 

http://www2.accsjp.or.jp/qa/ 

 

 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/h28_text.pdf
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ＯＳＳライセンス 

ソフトウェアのバージョンは必ず確認 

・・・適用されるライセンスが 

  バージョンにより異なることはよくある。 

 

ライセンスのバージョンも必ず確認 

 ・・・ライセンスの中身が、バージョンごとに異なる。 

 

 １つの「ソフトウェア」に 

  異なるライセンスの複数のOSSが含まれる場合がある。 

 →ソースコードの精査が好ましい 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

オープンソース・ソフトウェアとは？ 

 

  ソースコードがオープン（アクセス可能）なソフトウェア 

  → それだけでオープンソース・ソフトウェア（OSS）か？ 

 

  オープンソース・ソフトウェアとは、 

  Open Source Initiativeの定義する 

  「オープンソースの定義」に準拠したライセンス 

  が適用されるソフトウェアを指すことが多い 

 

  ※ＯＳＩの認定するオープンソースライセンスのみをもって、 

   ＯＳＳを語りつくすことができるわけではない 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 
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オープンソースの定義（Open Source Definition） 

• ひとくちに言えば、いずれの定義も、ソースコードをできるだけ入手しやすくし、
またプログラムの再頒布を活発にするとともに、プログラムのカスタマイズと
カスタマイズしたプログラムの再頒布も活発に行われるようにしよう、という
もの 

• ソースコードを開示する、と言ったところで、その開示のための条件が非常に
厳しいハードルになったり、利用の方法が限られたり、ということがあると、
「オープン」ソースでは無い 

• 「自称」オープンソース・ソフトウェアには注意 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

OSSのライセンス条項 

ライセンスの共通の条項 

● 自由な利用、自由な使用 

● 再頒布条件表示 

● 著作権者の免責条項（無保証） 

なお、OSSライセンス以外でも、免責条項が入れられてい
るソフトウエアは多い。 

● 著作権表示 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 



オープンソースライセンスの基礎講座 2016/11/24 

OLL., All Rights Reserved. 7 

The MIT License (MIT) 

Copyright (c) <year> <copyright holders> 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the 
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, 
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions: 

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 
copies or substantial portions of the Software. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS 
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE. 

  https://opensource.org/licenses/mit-license.php 

著作権表示 

自由な利用・使用、再頒布条件表示 

無保証 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

その他共通のこと 

商用での利用は可能 （禁止していない） 

 5. 個人やグループに対する非差別（非区別） 

 6. 活用分野に対する非差別（非区別） 
 

 

有償での頒布も可能 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

https://opensource.org/licenses/mit-license.php
https://opensource.org/licenses/mit-license.php
https://opensource.org/licenses/mit-license.php
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OSSのライセンス条項 

ライセンスの共通でない条項 

● 特許条項 

● 商標に関する条項 

● コピーレフト条項 

● 準拠法についての条項 

● インストール用情報の開示に関する条項 

 など無数・・・ 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

ライセンスとしてどれを選ぶか？ 
（OSSにしたい開発者として） 

GitHub 

“Choosing an OSS license doesn’t 
need to be scary” 

 

   http://choosealicense.com/ 

 

 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

http://choosealicense.com/
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ライセンスとしてどれを選ぶか？ 
（OSSにしたい開発者として） 

GitHub 

“Choosing an OSS license doesn’t 
need to be scary” 

 

   http://choosealicense.com/ 

 

 

より詳細な 

オープンソースライセンスへの説明 

http://choosealicense.com/licenses/ 
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・シンプルで寛容 
  ⇒ ＭＩＴ License 
 
・特許も気になる 
  ⇒ Apache License 2.0 
 
・改善点をシェアしてほしい 
  ⇒ GNU GPLv3 

 MITライセンス 

The MIT License 

Copyright (c) <year> <copyright holders> 

以下に定める条件に従い、本ソフトウェアおよび関連文書のファイル（以下「ソフトウェア」）
の複製を取得するすべての人に対し、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。
これには、ソフトウェアの複製を使用、複写、変更、結合、掲載、頒布、サブライセンス、お
よび/または販売する権利、およびソフトウェアを提供する相手に同じことを許可する権利
も無制限に含まれます。 

上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分
に記載するものとします。 

ソフトウェアは「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず、何らの保証もなく提
供されます。ここでいう保証とは、商品性、特定の目的への適合性、および権利非侵害に
ついての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。 作者または著作権者
は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、
あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他
の義務について何らの責任も負わないものとします。 

 

http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

http://choosealicense.com/
http://choosealicense.com/licenses/
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license
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Apache License, Version 2.0 概略紹介 

1. 定義 

2. 著作権ライセンスの付与 

3. 特許ライセンスの付与 

4. 再頒布 

5. コントリビューションの提出 

6. 商標 （原則許諾しない） 

7. 保証の否認 

8. 責任の制限 

9. 保証または追加的責任の引き受け 

 

※コピーレフト条項は無い 

 
Open Source Group Japanによる日本語訳を参考にした。 
（http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0） 
Creative Commons 2.1  http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/ 

GPL v3 概略の概略 

• 全17条 

• コピーレフト条項あり 

• 特許条項あり 

• AGPLとの関係についての条項あり 

• 追加的許諾条項の設定についての条項あり 

• 定義が非常に多い（定義条項に限られない） 

 

• 複製と改変との区別に注意。カタカナ語を恐れない 

• ソースコードは、本プログラムをコンベイ（し得る）対象に開示すればよ
い。 

• 日本語での逐条解説あり（ＩＰＡ） 

 
P.20 禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/
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GPL v2 から GPL v3 への主な変更点 

 

0. 定義  ・・・ プロパゲート、コンベイなど 

3. 技術的保護手段回避との関係 

6. インストール用情報の提供に関する条件 

7. 追加的許諾条項 

10. 特許侵害訴訟の提起の禁止 

11. 特許ライセンス明文化 

 

 

 

 

独立行政法人情報処理推進機構発行による日本語訳を参考にした。 

（http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/gpl-3.0J.html） 
禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

特許条項 

 特許条項 

 特許の実施許諾の付与 

 特許権侵害（Patent Infringement） による訴訟等の行
 為をした場合の、ライセンス付与の終了 

 特許条項のあるライセンスは相当数ある。 

  Popular Licensesのうちでも・・・ 

       GPLv3, AGPLv3, Apache2.0, MPL2.0, CDDL1.0,  
 EPL1.0  

 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 
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特許条項 

Apache License 2.0内の特許条項 

3. 特許ライセンスの付与 

 本ライセンスの条項に従って、各コントリビューターはあなたに対し、（略）
無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能な（この項で
明記したものは除く）特許ライセンスを付与します。ただし、このようなライ
センスは、（略）当該コントリビューターのコントリビューションを単独または該
当する成果物と組み合わせて用いることで必然的に侵害されるものにの
み適用されます。 

特許発明の実施許諾 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

特許条項 

3. 特許ライセンスの付与（続き） 

 あなたが誰かに対し、（略）成果物あるいは成果物に組み込まれたコント
リビューションが直接または間接的な特許侵害に当たるとして特許訴訟を
起こした場合、本ライセンスに基づいてあなたに付与された特許ライセン
スは、そうした訴訟が正式に起こされた時点で終了するものとします。 

特許訴訟提起によるライセンス付与の終了 

 

→ライセンスを与えつつ、特許訴訟の提起をけん制 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 
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コピーレフト 
コピーレフトとは？ 

「コピーレフト(Copyleft)とは、プログラム(もしくはその他の著作物)を
自由とし、加えてそのプログラムの改変ないし拡張されたバージョンも
すべて自由であることを要求するための、一般的な手法の一つです。」 
Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2014 Free Software Foundation, Inc. 

（https://www.gnu.org/copyleft/copyleft.ja.html） 

 

•著作物・二次的著作物の利用・コピー・再配布・カスタマイズを制限し
てはならない、ソースコードの開示も制限してはならない、といった頒
布条件（いわゆるコピーレフト条項）をライセンスに設ける。 

 

 

 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

コピーレフト 

「コピーレフト(Copyleft)とは、プログラム(もしくはその他の著作物)を
自由とし、加えてそのプログラムの改変ないし拡張されたバージョンも
すべて自由であることを要求するための、一般的な手法の一つです。」 
Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2014 Free Software Foundation, Inc. 

（https://www.gnu.org/copyleft/copyleft.ja.html） 

 

→ 「コピーレフト条項」の有無による分類 

   「コピーレフト型ライセンス」 、「準コピーレフト型ライセンス」 

   「非コピーレフト型ライセンス」といった分類 

 

 
 

 
禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 
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コピーレフト「型」、 
「準」コピーレフト「型」、「非」コピーレフト「型」 

コピーレフト型ライセンス 改変したソースコード＋組合せて（結合して）利
用した場合の組合せ利用部分のソースコードの開示 

  GPLv2, GPLv3, AGPLv3, Sleepycat License, EUPL1.1 

準コピーレフト型ライセンス（Copyleft について、Weak, Limited, Partial 
などと表現されるもの） 改変したソースコードの開示 

  LGPLv2.1, LGPLv3.0, MPL2.0, Motosoto License 0.9.1, 

  Adaptive Public License 1.0, CDDL1.0, EPL1.0 … 

非コピーレフト型ライセンス 改変したソースコードを開示してもよい 

  BSD License, Apache License2.0, MIT License … 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

コピーレフト 

GPLでの伝播について ・・・  

 GPL適用のプログラムの「改変されたバージョン」、あるいは 

 GPL適用のプログラムに「基づく」プログラム 

 → 結論としてはケースバイケース 

 もし裁判などになった場合、FSFのFAQは参照される可能性大 

 （GPL v2やv3の文言だけでは決められないところがある） 

 → ただし、FAQでもすべてが明確にはならない  

http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#MereAggregation 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLAndPlugins 

https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#MereAggregation 

https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.ja.html#TOCGPLAndPlugins 
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コピーレフト FAQに基づく考え 

• GPLが及ぶと考えられる場合 
• モジュールが同じ実行ファイルに含まれている場合 
• モジュールが共有アドレス空間でいっしょにリンクされて実行されるよう設計さ

れている場合 
• プログラムがプラグインと静的にリンクされている場合 
• プログラムがプラグインと動的にリンクされており、お互いにファンクションコー

ルを使ってデータ構造を共有している場合 

• GPLが及ばないと考えられる場合 
• GPL適用のプログラムがforkやexecでプラグインを呼び出す場合 

• GPLが及ぶかどうか判断が分かれる場合 
• パイプ、ソケット、コマンドライン引数がプログラム間のコミュニケーションに使

われる場合（セマンティクスの親密性、交換する内部データ構造をの複雑性に
よる） 

• プログラムがプラグインと動的にリンクされているが、それらの間のコミュニ
ケーションはいくつかのオプションとともにプラグインの「main」関数を呼び出し
て返値を待つだけという場合 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

GPLについて（ｖ２でもｖ３でも）、 

裁判において、動的リンクであれば他のプログラムにGPLの条件を適用さ
せる必要はない、と判断した判決はない。 

 

※当事者の主張レベルでは、MySQLに関しての裁判で主張されたが、その
点について裁判所の判断は示されていない。 

GPL 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 
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ライセンスそれぞれの特徴は？ 

“Software Licenses in Plain English” 

tl;drLegal   https://tldrlegal.com/ 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

github等、OSSが登録されているサイトで公開されているものであれば、  
特に使用条件が記載されていなくても、自由に利用可能？ 

 

⇒ 使用条件の記載なし ≠ 自由利用可能 

  使用条件について、著作権者の意思が不明なだけ 

  自由に利用可能かも知れないし、そうでないかも知れない 

ライセンスが記載されていない場合 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 
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オープンソースライセンス 
          にまつわるFAQ 

33 

Ｑ１：ＧＰＬの場合、コピーレフトだから必ずソ
ースコードを広く一般公開する必要がある？ 

 

Ａ１：ＮＯ。 

•  コピーレフトであるライセンスの場合でも、ソースコードを開示しなけ
ればいけない対象は、ソフトウェアの受取人。例えばベンダはソフトウ
ェアを納品する依頼元へとソースコードを開示すればよい。 

 （※開示する必要がない場合でも、広く一般公開してもよい） 

•  そもそもソフトウェアをウェブで誰にでもダウンロードできるような形
で広く公開しているような場合には、ソースコードについても、広く公
開する。 

• 要は、ソフトウェアを配布する（又は入手可能にする）範囲の広い・狭
いで、ソースコードを開示する範囲の広い・狭いも決まる。 

•  なお、いずれにしても、ソフトウェアの受取人が広くソースコードを開
示することについては、制限できない。 

P.34 
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Ｑ２：GPLv2が適用されるソフトウェアをカス
タマイズしたものを再頒布する際に、再頒布
先からの再販の禁止ができる？ 
 

Ａ２：ＮＯ。 

• GPLv2やGPLv3では、再頒布は自由で、同じライセンスでの再頒布
が義務付けられているため、他社の再販を禁止することはできない。 

P.35 

Ｑ３：GPLライセンスが適用されるソフトウェ
アでは、カスタマイズしたら必ずカスタマイズ
した内容を開示しないといけない？ 
 

Ａ３：ＮＯ。 

• GPLでは、ソフトウェアをカスタマイズしたときではなく、そのカスタマイ
ズしたソフトウェアを再頒布するときに、カスタマイズ後のソースコード
を開示する必要がある。そのため、カスタマイズしただけで「必ず」カス
タマイズ内容を開示しないといけない、というわけではない。 

P.36 
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Ｑ４：再頒布をするとき、ライセンスは日本語
訳だけ添付してもよい？ 

 

Ａ４：ＮＯ。 

• どのライセンスでも、その原文を添付する必要がある。日本語訳だけ
添付しても、ライセンスを添付する義務を果たしたことにはならない。
ライセンスの原文を要添付。 

P.37 

Ｑ５：バージョン違いのソフトウェアでも、同じ
ライセンス？ 

 

Ａ５：ＮＯ。 

• 同じソフトウェアでも、バージョンが変わったタイミングで異なるオープ
ンソースライセンスを採用することは良くある。例えば、バージョンアッ
プと共に、LGPLとMPLのデュアルライセンスから、AGPLv3（と商用ラ
イセンス）へと変更された例もある。 

• また、同じライセンス名であっても、それぞれのバージョンで内容が異
なるため、どのライセンスのどのバージョンが適用されるのか、きちん
と確認する必要あり。 

P.38 
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Ｑ６：OSSだから人の商標も自由に使用して
よい？ 

 

Ａ６：ＮＯ。 

• ＯＳＳであっても、その商標権者から登録商標の使用についてのライ
センスを受けていなければ、自由に使用してよいわけではない。それ
ぞれの登録商標について、ＯＳＳのディストリビュータが使用のための
ポリシーを決めている場合が多いので、そのポリシーを参照して、その
条件に従って使用する必要あり。 

 

 ex. PHP、Apache、Firefox 

P.39 

Ｑ７：オープンソースライセンスの違反をして
しまったら必ず訴えられる？ 

 

Ａ７：ＮＯ。 

• ライセンス違反があっても、いきなり訴えられることは、珍しい。ライセ
ンス違反があることをライセンサが知った場合、まずは違反の事実を
警告して、是正を求めるのが一般的。 

• そうした警告をしたにも関わらず、是正が全くされないとか、不十分
であるような場合には、ライセンサが訴訟をするかしないかを決断す
る。 

P.40 
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Ｑ８：自社開発のソフトウェア、OSSにしたい
けれど、どのライセンスを選べばいい？ 

 

Ａ８： 

• 例えば、Githubのページを参考にする 

• Githubでは、「OSSライセンスを選ぶのに恐れることはありません」、と
いうページで、いくつかの選択肢を用意。こうしたページや、他の開
発者がどういったライセンスを選択しているかを参考にして、「自分が
どういった形でユーザにそのソフトウェアを利用してほしいか」、「どの
ようにソフトウェアを展開したいか」ということを考えて決める。 

P.41 

Ｑ９：自社開発のソフトウェアを、ソースコード
を開示するつもりは全く無いので自作のライ
センスでリリースするけれど「オープンソースソ
フトウェア」としてリリースしてよい？ 
 

Ａ９：ＮＯ。 

• ＯＳＳとして公開するのであれば、当然そのＯＳＳを入手しようという
人たちは、「ＯＳＳだからソースコードを入手できる」ものと期待する。
ソースコードを開示しないライセンスでＯＳＳとしてリリースすると、誤
解を生むことになる。 

• そうした誤解を生む、ということは、場合によっては、景表法（不当景
品類及び不当表示防止法）違反や、不正競争防止法違反となる可
能性がある。 

P.42 
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Ｑ１０：GPLライセンスが適用されるソフトウェ
アを、上司に言われて社員Ａが勤務中にＢ社
のプロジェクトとして、カスタマイズしてソフト
ウェアＣを開発した。GPLライセンスが適用さ
れるから、ＡはソフトウェアＣのソースコードを
勝手に公開・配布してもいい？ 

Ａ１０：ＮＯ。 

•  著作権法上の、職務著作についての決まりにより、Ｂ社が、Ｂ社の
プロジェクトとして社員Ａにその職務の一環として作成させたソフトウ
ェアについては、Ｂ社が著作者となる。 

•  そのため、ソフトウェアＣのカスタマイズ部分の著作者はＢ社。 

•  著作者ではないＡがソフトウェアＣを勝手に公開・配布してはいけな
い。就業規則などに違反する可能性もあり。 

•  なお、ソフトウェアＣは質問の時点で特に再頒布されているわけで
はないため、ＧＰＬ上のソースコード開示の義務も生じていない。 

P.43 

Ｑ１１．異なるライセンスが適用される複数
の著作物を組み合わせることができるか？ 

Ａ１１： 
• ライセンスの互換性の話。 
• ライセンス間で内容が矛盾しなければもちろん可能 
• ライセンス同士で内容が矛盾する場合、組合せ方、組
合せの結果が、いずれかのライセンスに違反するかど
うかを検証 

• ライセンス違反の場合、組み合わせの修正が必要。あ
るいは、ソフトウェアの著作権者であれば、ライセンス
自体を変更する。 
 
 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 
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Ｑ１２．ＯＳＳを再頒布する場合、再頒布す
る人は、ＯＳＳの受け取り手に対してライセ
ンスを守らせる義務を負う？  

Ａ１２：ＮＯ。 
• オープンソースライセンスは、著作権者と利用者との
間で直接に権利義務が生じるものであり、再頒布者は、
ライセンス上の再頒布条件に従って再頒布すればよい 
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Ｑ１３．ＯＳＳライセンスの違反者から、再頒
布を受けた者は、そのＯＳＳについて正当な
利用権を得ることができない？  
 
Ａ１３：ＮＯ。 
• オープンソースライセンスは、著作権者と利用者との
間で直接に権利義務が生じるものであり、ＯＳＳ受領
者は、ライセンス上の条件に従って利用すればよい 
 
 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 
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その他注意事項 

 再頒布の際にライセンスの添付が必要な場合は必ず原文を 
◦ 日本語訳を添付しても、利用条件を満たしたことにはならない。 

◦ 原文とともに日本語訳を併せて添付してもOK 

 それぞれのライセンスで、同じ用語を用いていたとしても、その意味は
ライセンスごとに異なる場合がある。用語の定義に注意。 

 

 カスタマイズしたOSSを再頒布する場合、元の著作権表示を消さない
（上書きしない）こと。自らの著作権表示を追記する 

 ex.  Copyright (c) 2014 SHIRASAGI Project 

     Copyright (c) 2016 ●●● 

 組み込みの場合もライセンス添付が必要 

 

禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 

事例紹介など 

48 
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日本での現状 
訴訟はないものの、、、 

 ライセンス違反の際のレピュテーション低下リスクに注意。 

 

 違反があった場合には誠実な対応が必要 

◦ ex. スキャナソフトでGPL違反があったケース 

 

 ライセンス違反により？生産終了を決断したケースもあり（ゲーム）。 

 ※ただし発売後６年以上が経った時点でのことで、関連性は明確ではない。 

 

 OSIのオープンソースの定義と矛盾する内容（○○以外において営利目的で
複製などする際は、書面による使用許諾が必要）の独自ライセンスが適用さ
れるソフトウェアについて、オープンソースとして公開 
◦ 結果として、独自ライセンスを撤回してMITライセンスに変更 

  

誠実で迅速な対応が必要。 

そうした対応を行えば、かえって評価が上がることも。 
禁無断転載・複製 弁護士大堀健太郎 


