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司会：IPA の公開データのオープンデータ化勉強会を始めたいと思います。昨年度はオー
プンデータとはそもそも何なのかという勉強会をしましたが、今回は自分たちの持ってい

る公開データをオープン化、つまり二次利用できるような形にすることを、事例を交えて

勉強していきたいと思います。 
本日の講師はクリエイティブ・コモンズ・ジャパンから渡辺さん、同じく野口さん。それ

から、オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパンから東さん。それではよろし

くお願いします。 
 
渡辺：渡辺です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 
（スライド） 
今日のメニューですが、大きく分けて 3つあります。 
「オープンデータについて」は昨年すでに基本的なこともカバーされたということですの

で、1番目のセクションは全てをご説明する必要はないかもしれないですね。ただ、ライセ
ンスに特化して、手持ちデータをオープンデータに移行しようという際にどういう考慮の

ポイントがあるのかということを掘り下げて扱ってみたいと思っています。で、それをか

なり具体的な事例で説明に落としたのが 2番目です。そして最後 3番目に Q&Aです。今回
IPA 様から最初に質問リストをいただいていました。それが資料後ろ 3 ページにございま
す。Q1から Q10までありまして、最初はこの順番で説明していこうかと思いましたがいろ
いろ考えるところがあって話の構成を変えさせていただきました。ざっとご覧になって、

皆さんの中で特に気になる質問があるかどうかを 1、2分見て考えていただければと思いま
す。 
（間） 
では、簡単に挙手をお願いしてもよろしいでしょうか。1から 3のあたりの質問に特に興味
があるという方は？ほとんどいらっしゃらない。では、4から 7はいかがでしょうか？4か
ら 7は結構多いですね。それでは、8から 10は？	 8から 10も多い。はい、わかりました。
ありがとうございます。これらの質問については、お話をしながらお答えできるところは

答えて行って、最後にこの質問についてまとめてお話ししたいと思います。 
（次のスライド） 
	 「オープンデータ」というのはそもそも何か？	 ということをまず確認し、それとの関

係で「ライセンス」を考えてみたいと思います。 
	 「オープンデータ」というのは、定義らしく言えば、政府機関などの保有するデータを

民間利用に開放すること、と言われます。政府がデータをオープン化することは「オープ

ンガバメントデータ」と呼んで、それらを包摂する上位概念である「オープンデータ」の

下位概念と位置づける考え方もあるのですが、日本では「オープンデータ」といった場合

は、イコール、政府機関のデータをオープンにするということを意味することがまだまだ

多いかなあと思います。つまり、政府機関の保有するデータを民間利用に開放することが
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オープンデータだと。 
	 ここで言う「データ」というのは数値だけでなくて、当然、地図も含まれます。ほかに

も文字など、ほとんど何でもデータの概念に含まれます。ただ、「デジタルのデータ」とい

う限定がついていることが多いとは言えると思います。 
	 それから、「オープン」というのは、いわゆる「オープンソース」の文脈で言われるよう

な「オープン」という言葉とかなり似た概念で、「複製ができる、改変ができる、商業利用

も可能である」という意味です。また、「こういう利用者に限って利用できます」とか、「こ

ういう利用目的に限って利用できます」といった限定がない。だから、かなり自由に利用

ができるということがオープンデータの基本的な特性です。 
	 オープンになったデータを通じて、様々な人の経済的な便益を図る。それから、これは

特に政府機関の場合に強調されますが、透明性の向上を図る。おそらくご案内の方が多い

と思いますけれども、アメリカでもヨーロッパでもアジア内でもアフリカ諸国の中にもこ

ういった取り組みをしているところがあります。それから国だけではなくて、市町村レベ

ル、あるいは県や地域のレベルの政府でも取り組んでいるところがあります。 
	 さて、「データ」は著作権が働く著作物であることが多いです。全てのデータが著作物で

あるわけではないのですが、無視できない割合です。著作権法の原則では、許諾なしに他

人の著作物を利用してはいけません。ということは、データを広く利用してもらおうとい

うオープンデータの試みは、この著作権法の原則と真っ向からぶつかってしまうわけです

ね。そこで、ライセンスと呼ばれる許諾ツールを使って、誰でも一定の条件にしたがえば

広い範囲の利用をして良いというような許諾を与える。このような法的な効果を持たせる

ツールとしてライセンスを用いるというのが、オープンデータにおけるライセンスの基本

的な考え方です。 
（次のスライド） 
	 著作物とは、思想や感情の創作的表現というのがよく言われる定義です。データがそれ

に該当する場合もあります。例えば事実を淡々と記述したようなデータは本来著作物にあ

たらないと考えられますが、取捨選択とか配列とか体系化の方法などに創意工夫が見られ

て、何らかの思想や感情が見てとれる場合には、データやデータベースも著作物であると

言われます。それから、これは境界線を引くのは非常に難しくケース・バイ・ケースです

が、数値データや単純な図表の類であれば著作物に該当しないこともあります。例えば、

この部屋の温度のデータを 1 分間ごとに時系列にプロットしたようなものは著作物に該当
しません。温度をどう計るかとか、温度計の設置基準をどうするとか、そういった創意工

夫があっても、数値データにそれが現れるわけではないので、著作物になることはありえ

ません。 
（次のスライド） 
	 著作物かどうか微妙なものも含め、データにライセンスを付す必要があります。ライセ

ンスの中にもいろいろ種類があるのですが、オープンデータに使われるのは「オープンラ
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イセンス」と呼ばれる特殊な種類のライセンスです。例として比較的皆さんにお馴染みで

はないかと思うのがGPLですね。これはオープンソースやフリーソフトウェアの世界では、
デファクトスタンダードと言えると思います。それから私が関わっている、クリエイティ

ブ・コモンズが提供するクリエイティブ・コモンズの CC-BYライセンス、それから本日お
越しいただいている東さんが関わっていらっしゃるオープンストリートマップのほうでは

… 
東：ODbLです。 
渡辺：ですね。同じ系統で、ODC-By というまた別のライセンスもありますが、そういっ
たライセンスが、「オープンライセンス」と呼ばれます。オープンソースとかフリーソフト

ウェアなどソフトウェアで使われているだけではなく、Wikipediaのようなコンテンツサイ
トでも使われている。それから、オープンストリートマップのような、「地図をみんなで作

ろう」といったプロジェクトでも使われています。 
（次のスライド）	  
	 ライセンスの種類です。典型的なライセンスでは、2者の当事者間で、権利者＝ライセン
サーと利用者＝ライセンシーがいます。一方、オープンライセンスはそれとは異なる「パ

ブリックライセンス」の一種であるという特徴があります。これは利用者＝ライセンシー

にあたる人が特定の人に限定されておらず、「誰でも使っていい」という形で、公衆一般に

対してライセンスが提供されているのが 1 つの特徴です。それからもう 1 つ、単に提供さ
れているだけではなく、広い利用を許諾していて、制約条件も少なく、利用者の自由度が

高い形で提供されている。そのようにして著作物を提供するためのツールがオープンライ

センスというふうに言えるかと思います。 
（次のスライド） 
	 では、オープンデータを実施するにあたってライセンスを選ぶときに、どんなことを考

えればいいのか？	 これが皆様の大きなご関心ではないでしょうか。 
	 オープンデータの目標は、データを利用してもらい、それによって経済効果や透明性が

向上するということですから、ユーザー目線で考えるのが非常に重要です。これは、非常

に大きな原則であるとわたくしは思っています。 
（次のスライド） 
	 そういう意味で、ライセンスがいいか、どういう内容がいいかを考えるプロセスの中で、

「実際に利用する利用者の方々と相談して選ぶ」ということが重要です。逆に、提供者側

の事情とか意向だけで選んでしまうと、利用者から見て使いにくいものになるということ

がよくあります。実際、海外の政府でも、提供者側の事情や意向からライセンスを決めた

ために、オープンデータとしては失敗に近い事例になったという話も聞いています。 
	 ライセンスに付す条件の記述の仕方ひとつとっても、実際に全部実現することはほぼ不

可能と言えるくらい困難なのですが、「簡潔に書かれていて読みやすい」とか、「厳密に書

かれているので、どういう場合には何をしていい、何をしていけないかがよくわかる」と
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か、「具体的である」といった性質を備えたライセンスは、利用者から見て使いやすい、良

いライセンスであると言えます。 
	 逆に、「長い」「複雑」「専門的」「抽象的」なライセンスというのは、利用者からすると

都合が悪いです。もっとも、「専門的」という性質と、使いやすい性質の例として挙げた「厳

密」という性質は表裏一体です。また、専門的に記述しないと、仮に裁判に持ち込まれた

時に裁判官がそのライセンスの意味を解釈するのに困難をきたすので、ある程度は法律の

用語を使わなければならないという事情もあります。だから、ライセンスをどう記述すべ

きか？	 という問いについては答えにくく、おそらくは究極の万能薬みたいな答えがない

世界と言っていいかと思います。 
	 また記述の仕方以外にも、ライセンスの名前の付け方とか文章の構成の仕方とかデザイ

ン面などにも、いろいろな注意が必要ですし、工夫の余地があります。具体的なことにつ

いては、今日は省かせていただきます。 
	 さらに、他で使われているオープンデータのライセンスとの共通性を図ることが非常に

重要です。なぜなら、「保有するデータを公開する」という提供者側の視点だけでは、とも

すると忘れがちな点かと思いますが、利用者側の視点に立つと、データを利用する場合と

いうのは色々なソースからのデータを色々な形で組み合わせて使うということが多いわけ

です。そうした利用を妨げないためには、広く統一のライセンスがいろいろな種類のデー

タにまたがって提供されているのがある意味で理想的です。それが不可能であれば、せめ

て用語の使い方であるとか、ライセンスの構成、あるいは制約条件を標準化して、その標

準化されたパーツの組み合わせのようなものでライセンスが構成される、あるいは、ライ

センス同士の互換性を確保することができないか。統一は無理であっても、こうしたこと

が実現されていると、利用者にとっては使いやすい状態であることになります。 
	 逆に、データ提供主体ごとに独自のライセンスが設定されてしまうと、データの利用者

＝ユーザーからすると非常に不便になります。ヨーロッパなどは国ごとに異なるライセン

ス、英国の OGLやフランスの OLなどがありますが、加えて場合によっては自治体も独自
のライセンスを作ってしまい、ライセンスに詳しい人の一部から「ヨーロッパでのオープ

ンデータの展開は非常に問題がある」という共同声明が出されたりもしています。実際、

そのような状況で、利用者が例えばヨーロッパを横断するような交通とか旅行のアプリケ

ーションを作ろうと思ったとしましょう。すると、各国のデータを集めるわけですが、そ

れぞれが違うライセンスになっているので、それを統合して扱うようなアプリケーション

を作るときに、非常に多くの労力が必要になります。組み合わせて利用するためには一つ

一つのライセンスを理解して、その間で「矛盾がないか」とか、「どれとどれを同時に満た

すことができるか」というような検討をしなければいけなくなるわけですね。こうしたコ

ストが上昇すればするほど、結果として利用が縮小してしまう、あるいはエンドユーザー

の利用コストが上がるということになってしまいます。ですから、それを圧縮するために

は、先程述べたように、ライセンス同士の標準化や互換性確保の努力と、提供者がライセ
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ンスを選択する際にそれを考慮にいれることが必要になるわけです。 
	 それからもう 1つ考慮すべきことがサポート体制です。ライセンスというのは実は「1回
決めてしまえばそれで終わり」ではユーザーが困ることが結構あるのです。それは既存の

GPL もそうですけれども、クリエイティブ・コモンズもそうですし、例えば政府が開発し
たものの中ではイギリスの OGL というのがありますが、これらは「バージョン・アップ」
をしています。ライセンスを策定した後も、いろいろな方面からの質問や要望に応えるた

めに、解説資料を用意したり、質問に答えたり、機会があればセミナーを開いたりといっ

たサポート体制が必要です。さらに、新たな要望に応えるためには、ライセンスの内容を

改訂する必要も出てきます。逆に言えば、ライセンスの提供だけして「あとは何もしない」

というのは、ユーザーから見ると困ったことになる可能性があります。 
	 ここまでしてきた説明の繰り返しになりますが、ユーザーの視点から見ると、まず 3 つ
のデータに 3 種類のライセンスがあるというのは困ったことになりやすいわけですね。最
悪の場合、データを組み合わせて利用することができない。あるいは、組み合わせること

ができるというのが判明するまでに非常に時間がかかるのでは困ります。例えば、まった

く読んだことのないライセンスがたくさんある場合に、よくよく読んでみるとお互いに互

換性があって、データの組み合わせを妨げるほどではない。しかし、それを確かめるまで 1
つ 1 つのデータセットについて時間を費やさなきゃいけない、利用者の視点ではこれが大
きな問題です。 
	 これらは全て、ユーザーの視点から考えれば当たり前といえば当たり前です。しかし、

提供側の主体から見ると、やはり個別にいろいろな事情、思惑、意向といったものがあり

ますので、なかなか実現できず、ともするとユーザーの利便性が犠牲になってしまう。そ

れで結局、オープンデータの取り組みが全体として失敗してしまう。これが非常に難しい

ところです。 
（次のスライド） 
	 次に、政府データに関して追加で考慮すべきことを検討します。これは政府だけに限ら

れる話ではなく、独立行政法人でもおそらく同じだと思いますが、「データ提供者の責任」

に関する２つの問題です。これら２つは背中合わせのような問題と言ってもいいかもしれ

ません。これらについては、オープンデータのライセンスを議論していると様々な方面か

ら非常に問題である、懸念があるというような話が出てきます。 
	 1つはデータの悪用とか濫用を防止したいという要求です。そのための手段として、ライ
センスで「データの改変を禁止したい」とか、「利用の用途を既存のオープンライセンスよ

りも制限したい」ということにつながります。こうした懸念に対する返答としては、「既存

のオープンライセンスでも、一定の手段は講じられている」ということが言えます。例え

ば利用者がデータを改変した場合には改変したことを記し、元のデータと同じではないこ

とを記すとか、あるいは、クリエイティブ・コモンズでは、ライセンサーから見てまずい

使い方をした利用者に対して、ライセンサーが、「私の名前をその作品から消してください」
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と、つまり出典を消すことを要求できる手続きが規定されています。このように、利用者

の自由を制限することなしに、つまりオープン性を損なわずに、提供したデータを利用さ

せ続けつつ、弊害を避けるという工夫の例がいくつかあります。後ほど少し時間をかけて

お話します。 
	 責任問題の 2つ目は、「提供したデータの利用者に生じた一切のトラブルに関して、デー
タ提供者が免責を主張したい」という要求です。これはデータ提供者にとっては普遍性の

ある懸念といえますし、実際に多くのライセンスに何らかの免責条項が入っているのも、

その懸念の表れであると言っていいかもしれません。ただ、独立行政法人や国の場合です

と、免責条項に関わらず国家賠償法等の規定が優先する可能性がありますし、そうでない

場合でも「あらゆる場合に責任から逃れられる」ということをライセンスとして規定する

のは難しいかと思います。これについても後で触れます。 
	 まず悪用・濫用問題についてですが、「悪用」「濫用」というのはそもそも前もって定義

するのが難しいところがあります。それでもなんとか禁止したいということで、そのよう

な条項を設けるとしましょう。すると、例えば「悪用」「乱用」について、データごとに異

なる定義がされてしまうことで、先ほど述べたとおり、ライセンスの互換性が減るといっ

た問題が生じ、データの利用価値が減ってしまう。それが利用の障害になり、オープンデ

ータの取り組みそのものが失敗し、社会がオープンデータの取り組みから利益を得られな

いことになりかねないわけです。つまり、利用を制限する方向の条件を追加するにあたっ

ては、それを上回る利益があるかどうかを考えるっていうのは非常に重要だということで

す。また、「悪用」や「濫用」を抽象的に規定したとしても「そのような不明確な利用制限

を追加して公開されたデータは、オープンデータと言えるのか？」という問題もあります。

「オープンデータというのはこういうものである」とか、「オープンデータによるオープン

とはこういうものである」という議論が世界で既に蓄積されてスタンダードが見えてきて

いるのですが、それに照らし「これはオープンデータとは呼べない」となってしまう可能

性があります。 
	 責任問題の 2つ目について、例えば、「ライセンスされた他人の文章を改変して、他人の
名誉を毀損するということがあっては困る」ということで、ライセンスの中でそうした行

為を禁止条項として記述しようという考え方があります。実際、そういうライセンスを作

っている方もいらっしゃいますが、オープン性とかオープンライセンスに詳しい方に聞く

と、そんなことはやらないほうがいい、むしろやってはいけない、という強い意見をお持

ちの人がたくさんいます。名誉毀損のように、既存の法律ですでに違法とされている行為

については、「その法律によってすでに禁止されているので、ライセンスで規制する必要は

ない」というのはよく言われることですね。オープンデータのためのライセンスは通常、

著作権法上の権利のライセンスであって、自分が持っている著作権について「のみ」許諾

を与えるものです。一方で、そのほかの権利、例えば名誉毀損で言うところの他人の名誉

権のようなものは、そもそもライセンスによる許諾の対象外です。（名誉を毀損するような
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利用は許諾していません。）それにも関わらず、ライセンスの中でわざわざ規定を設けて、

何か特殊な条項を持ち込む（たとえば名誉を毀損するような使い方をしたら、単に名誉毀

損が既存の法律によって成立するだけではなく、ライセンスの規定によって著作権侵害に

もなるようにしておくなど）、それによってライセンスの内容を必要以上に複雑にする必要

はないという意見もあります。 
	 例として、CC ライセンスの場合はどうしているのか。CC BY と呼ばれる、著作者名を
「表示」すれば自由に利用できるライセンスの、「バージョン 2.1 日本版」を見てみましょ
う。なお、同じ CC BYライセンスでも、バージョンにより若干内容が異なることがあるの
で、具体的なライセンスの検討の際には注意していただければと思います。この中で、例

えば第 5 条の１に「許諾者は、利用者の利用の仕方が気に入らなければ、利用者に対して
出典などの表示を削除させることが要求できる」という内容の規定があります。この規定

によって、利用者はライセンサーからの通知があった場合には、実行可能な範囲で要求に

応じ、元の作品を加工してできたものから、許諾者または原著作者への言及をすべて除去

しなければならないということになっています。よって例えば、オープンデータを活用し

た報告書で、「この報告書は●●●のデータを活用しています」という文言を付していて、

またそのデータの元のタイトルは「●●」です、という形で書いてあったときに、報告書

の内容が明らかにデータを改悪し、事実を歪曲して伝えていたときはどうでしょうか。許

諾者であるデータの提供者が、利用者に対してデータの利用を禁止するというのはオープ

ンデータの精神に反するので、利用禁止はせずに、許諾者であるデータ提供者の名前を削

除してくれと要求できるようにしています。利用者がデータを改悪し、事実を歪曲してい

るにも関わらず、許諾者であるデータ提供者の名前を使って、仮に政府機関や独立行政法

人のような、ある種公的な性格を帯びている機関の名前を使うことで、信頼性を高めてい

るようなことがある。そういう場合、利用者に対して、許諾者の名前や元のタイトルへの

言及は消し去るよう法的に要求できるように工夫されています。それから、著作物を改変

して利用している場合には、元の著作物を「改変してこの作品の中で使っています」とい

うような文言を入れる必要があるように規定されていますので、これは元の著作物の通り

ではないのだということが分かりやすいようになっています。なお、このあたりの利用条

件の記述はバージョン 2.1 よりも後のライセンスのほうがもうちょっと洗練されているか
と思います。 
（次のスライド） 
	 それから、CCライセンスだと先ほど申し上げたバージョン 2.1にはなくて 3.0以降に明
記されているものなのですが、何かを禁止するという禁止条項ではなくて注意喚起の文言

なのですが、例えば IPAさんが提供したデータについて、利用者に対し「これは著作者 IPA
です」ということを記述するように義務付けるのと同時に、クレジット表記とか出典表記

をする際に、利用者に対して「許諾者であるデータ提供者が、利用者に何らかのお墨付き

を与えているかのように表示して良いとは言っていない」という文言を一言付け加えてお
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くという工夫もあります。言ってみれば、釘を差しておくことで、そういった不当な信用

力の借り出しのようなことが起こらないようにしておく工夫です。これも、クリエイティ

ブ・コモンズだけではなくて、今では例えばイギリスのオープン・ガバメント・ライセン

スなんかにも入っています。 
	 それから、法的な工夫とはちょっと違うところで、大きな話として考えると、次のよう

なことが言えると思います。これはオープンデータに関わった政府の担当者とかライセン

スの専門家と話をしているとよく出てくる話の一つですが、政府や公的な機関が情報の提

供主体である場合に、提供する情報の質をその提供主体が管理して保証し、そのために用

途とか利用者を区分けして制限するのではなく、よりオープンにして利用者や各種の関係

者、第三者も含めて質の評価を委ねるべきであるという考え方もあります。「この情報はど

うもいい情報らしいね」とか、「この情報は信頼できるよ」という評判を、言ってみれば第

三者、外部の者に委ねる。それで、その代わりに自由に利用させるのが、オープンデータ

の本来あるべき取り組みであって、そのほうが結果としては社会全体にとって便益が大き

いのではないか、そういう思考ですね。あるいは、そういった形で情報を流通させること

が、より効率的な社会をもたらすという精神が背景にはあると言っていいと思います。こ

の精神は何もオープンデータだけではなくて、オープンソースのソフトウェアの世界にも

ありますし、ウィキペディアのようなコンテンツの世界にもある話であると言えると思い

ます。 
	 ここまでで何かご質問やコメントはありますか。今のところは私の中では比較的重要か

なあと思ったところだったんですけれども、結構皆さん納得されましたかね。 
野口：実際、データ提供者側の方が、自分たちのデータを出して外に出そうと、ライセン

スを検討するときに、オープンデータは基本的に利用者に改変を許して自由にそのデータ

をいじらせることが主眼の一つであると言われているのですが、そこにすごく恐怖感とか

不安感を持っていらっしゃる方がすごくたくさんいらっしゃいます。その不安の根源は、

やはり「変な使われ方をする」とか、「変な改変の仕方をされて、それによって自分たちが

責任を問われたり、自分たちの組織の評判が落ちる」といったことです。基本的にクリエ

イティブ・コモンズとしては、改変は許諾していただく方向です。一方で、「変なことをし

た人」というのは世の中の人が見ているので、それは例えば「IPA さんのデータが悪かっ
たから変」なわけではなく、「改変をした人が変な改変をしたんだ」と、見る人が見ればわ

かることでもあるし、不愉快に思えば法的に表示を消してもらう手段も用意されているの

で、そういう形で対処しつつできるだけ流通と改変を促進しましょうというポリシーです。 
渡辺：やっぱり納得できないっていう方はまたあとで教えていただければと思います。も

う一つ、無保障とか免責の規定。画面に、クリエイティブ・コモンズのライセンスの同じ

バージョンのものから 6条の一部を取ってきて表示しましたけれども、「書面によって別途
合意しない限りは、現状のまま提供して、いかなる保証もしない」と。いかなる保証もし

ないという中には、例えば特定の利用目的への適合性に関する保証もしないし、第三者の
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権利を侵害しないという保証もないし、何も欠陥のないデータであるという保証もないと

いうようなことを記述しています。 
	 もっとも、例えば重過失や故意がある場合にも、「いや、わたしは何の責任も負いません」

という主張が法的に通るかというと、これは通らないと言われることが多いと思います。

また、政府とか特定独立行政法人であれば、国家賠償法が適用されることがあるため、民

法上で免責が認められる場合よりも裁判所に厳しく判断される可能性もあるかと思います。 
	 今までの話をまとめると、こういうふうにも言えるんですね。利用者の目線に立つと、

本来は、データの品質が提供者から保証されていて、提供者は免責を主張せず、かつ利用

が許諾されているという状態が一番理想的なんですね。では、実際にそういうことをやっ

ている国があるかっていうのを考えてみると、アメリカでは「政府機関が公表するような

データについては一部品質を確保しなさい」という法的な義務が課されています。データ

を提供する前に組織内でこういうレビューをしなきゃいけないとか、いくつか規定がある

んですね。なので、特に政府や公的機関がデータ提供者である場合に、まったくデータ提

供側に品質を保証させることができないということはないと思います。ただ、現実的には

これは相当大変だと思います。で、そうすると私なんかは、日本での現実的な落としどこ

ろとしては、やはり「提供者は無保証かつ免責で、ただし利用者の自由利用は認める」と

いうあたりが、ユーザーにもリスクを背負ってもらうということにはなるのですが、それ

でいいのかなあという感じがしています。このあたりいろいろ意見があるところかもしれ

ません。 
 
 


