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変更点一覧  
 

 

No. 新文書  旧文書  頁 

1 本ライセンスの公式翻訳は他の言

語でも提供されています。 

このライセンスの公式翻訳は他の

言語でも提供されています。 
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2 クリエイティブ・コモンズ・コー

ポレーション （「クリエイティ

ブ・コモンズ」）は法律事務所では

なく、法律業務または法的な助言

を提供するものではありません。

クリエイティブ・コモンズ・パブ

リック・ライセンスの配布は、法

律家と依頼者または他の関係性を

形成するものではありません。ク

リエイティブ・コモンズは、ライ

センスや関連する情報を現状有姿

の状態で提供します。クリエイテ

ィブ・コモンズは、クリエイティ

ブ・コモンズのライセンス自体、

それらの条項のもとでライセンス

された一切のマテリアルまたは関

連する情報に関し、いかなる保証

も行いません。クリエイティブ・

コモンズは、最大限可能な範囲で、

本ライセンスの利用の結果生じた

損害に関するいかなる責任も負い

ません。 

クリエイティブ・コモンズは法律

事務所ではなく、法律業務または

法的な助言を提供するものではあ

りません。クリエイティブ・コモ

ンズ・パブリック・ライセンスの

配布は、法律家と依頼者または他

の一切の関係性を形成するもので

はありません。クリエイティブ・

コモンズは、ライセンスや関連す

る情報を現状有姿の状態で提供し

ます。クリエイティブ・コモンズ

は、クリエイティブ・コモンズの

ライセンス自体、クリエイティ

ブ・コモンズの条項のもとで許諾

された一切の素材またはその関連

する情報に関し、いかなる保証も

行いません。クリエイティブ・コ

モンズは、許容される最大限の範

囲で、本ライセンスの利用の結果

生じた損害に関するいかなる責任

も負いません。 

1 

3 クリエイティブ・コモンズ・パブ

リック・ライセンスの利用につい

て 

クリエイティブ・コモンズ・パブ

リック・ライセンスのご利用につ

いて 
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4 クリエイティブ・コモンズ・パブ

リック・ライセンスは、作者や他

の権利者のみなさまが、著作権お

よび下記パブリック・ライセンス

クリエイティブ・コモンズ・パブ

リック・ライセンスは、作者や他

の権利者のみなさまにご利用頂け

るよう、条項の標準的なセットを
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において特定されるその他の権利

が帰属する原作品およびその他の

マテリアルを共有するために利用

できる条項の標準的なセットを提

供しています。以下の留意事項は、

情報提供の目的だけのものであ

り、網羅的ではなく、クリエイテ

ィブ・コモンズのライセンスの一

部を構成するものではありませ

ん。 

提供しており、著作権および下記

パブリック・ライセンスにおいて

特定されるその他の権利が帰属す

る原作品およびその他の素材をシ

ェアするためにお使い頂けます。

以下の留意事項は、情報提供の目

的だけのものであり、網羅的では

なく、クリエイティブ・コモンズ

のライセンスの一部を構成するも

のではありません。 

5 ライセンスする方のための留意事

項：クリエイティブ・コモンズの

パブリック・ライセンスは、著作

権その他一定の権利により制限さ

れている方法によるマテリアルの

利用を公衆に対して許諾する権限

を持つ方によって使われることを

意図しています。クリエイティ

ブ・コモンズのライセンスは取消

すことができません。ライセンス

する方は、自分が選択するライセ

ンスを適用する前に、その条項を

読み、理解するべきです。また、

ライセンスする方は、公衆が期待

通りにマテリアルを再利用できる

ようにするために、本ライセンス

を適用する前に、必要となる一切

の権利を取得・処理するべきです。

ライセンスする方は、本ライセン

スの対象とならないマテリアルを

明示するべきです。これはクリエ

イティブ・コモンズ・ライセンス

が付与された他のマテリアル、ま

たは著作権法上の例外や権利制限

に基づいて利用されているマテリ

アルも含みます。ライセンスする

許諾者のための留意事項：クリエ

イティブ・コモンズのパブリッ

ク・ライセンスは、著作権その他

一定の権利により制限されている

素材について、公衆に対しその利

用の許諾を与える権限を持つ方に

よって使われることを意図してい

ます。クリエイティブ・コモンズ

のライセンスは取消すことができ

ません。許諾者は、自分が選択す

るライセンスを適用する前に、そ

の条項を読み、理解するべきです。

また、許諾者は、公衆が期待通り

に許諾された素材を再利用できる

ようにするために、本ライセンス

を適用する前に、必要となる一切

の権利を取得・処理するべきです。

許諾者は、本ライセンスの対象と

ならない素材を明示するべきで

す。これは CCライセンスが付与さ

れた他の素材、または著作権法上

の例外規定や権利制限規定に基づ

いて利用されている素材も含みま

す。許諾者のためのより詳細な留

意事項はこちらをご覧ください。 
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方のためのより詳細な留意事項は

こちらをご覧ください。 

6 公衆のための留意事項： クリエイ

ティブ・コモンズのパブリック・

ライセンスの 1つを利用すること

により、ライセンスする方は、公

衆に対し、指定された条項の下で、

ライセンスされたマテリアルの利

用を許諾します。たとえば、著作

権法上の例外や権利制限が適用さ

れるなど、いかなる理由であれ、

ライセンスする方の許諾が必要で

はない場合、その利用はライセン

スにより制限されません。クリエ

イティブ・コモンズのライセンス

は、ライセンスする方が許諾する

権限を有している著作権その他一

定の権利下におけるライセンスだ

けを付与します。ライセンスされ

たマテリアルは、そのマテリアル

に関し第三者が著作権またはその

他の権利を有しているなどの理由

から、利用が制限される可能性が

あります。ライセンスする方は、

すべての変更を表示または記述す

ることをリクエストするなど、特

別なリクエストをすることができ

ます。クリエイティブ・コモンズ・

ライセンスにより必要とされるも

のではありませんが、あなたは、

合理的な範囲でこれらのリクエス

トを尊重することが奨励されま

す。公衆のためのより詳細な留意

事項はこちらをご覧ください。 

公衆のための留意事項： クリエイ

ティブ・コモンズのパブリック・

ライセンスの 1つを利用すること

により、許諾者は、公衆に対し、

指定された条項の下で、ライセン

スされた素材の利用を許諾しま

す。たとえば、著作権法上の例外

規定や権利制限規定が適用される

など、いかなる理由であれ、許諾

者の許諾が必要ではない場合、そ

の利用はライセンスにより制限さ

れません。クリエイティブ・コモ

ンズのライセンスは、許諾者が許

諾する権限を有している著作権そ

の他一定の権利下における許諾だ

けを付与します。ライセンスされ

た素材は、その素材に関し第三者

が著作権またはその他の権利を有

しているなどの理由から、利用が

制限される可能性があります。許

諾者は、すべての変更を表示また

は記述することをリクエストする

など、特別なリクエストをするこ

とができます。本ライセンスによ

っては要求されませんが、あなた

は、合理的な範囲でこれらの要求

を尊重することが奨励されます。

利用者のためのより詳細な留意事

項はこちらをご覧ください。 
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7 ライセンスされた権利（定義は後

述します）の行使により、あなた

ライセンスされた権利（定義は後

述します）の行使により、あなた

3 
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は、クリエイティブ・コモンズ 【表

示-非営利-継承 4.0 国際】・パブリ

ック・ライセンス（以下「パブリ

ック・ライセンス」といいます）

の条項に規律されることを受諾

し、同意します。本パブリック・

ライセンスが契約と解釈されるで

あろう範囲において、あなたはこ

れらの利用条件をあなたが受諾す

ることと引き換えにライセンスさ

れた権利を付与されます。そして、

許諾者は、あなたに対し、それら

の条項のもとでライセンス対象物

を利用可能にすることから許諾者

が受領する利益と引き換えに、そ

のような権利を付与します。 

は、クリエイティブ・コモンズ 表

示-非営利-継承 4.0 国際・パブリッ

ク・ライセンス（以下「パブリッ

ク・ライセンス」といいます）の

条項に規律されることを受諾し、

同意します。このパブリック・ラ

イセンスが契約と解釈されるであ

ろう範囲で、あなたはあなたが受

諾した利用条件と引き換えにライ

センスされた権利を付与されま

す。そして、許諾者は、あなたに

対し、その条項のもとでライセン

ス対象物を利用可能にすることか

ら許諾者が受領する利益と引き換

えに、そのような権利を付与しま

す。 

8 a. 「翻案物」とは、著作権

およびそれに類する権利の対象と

なり 、ライセンス対象物について

許諾者が有する著作権およびそれ

に類する権利に基づく許諾が必要

とされるような形で、翻訳され、

改変され、編集され、変形され、

またはその他の方法により変更さ

れたマテリアルで、ライセンス対

象物から派生したか、またはライ

センス対象物に基づくものを意味

します。本パブリック・ライセン

スにおいては、ライセンス対象物

が音楽作品、実演または録音物で、

これらが動画と同期させられる場

合には、翻案物が常に作成される

ことになります。 

a.「翻案物」とは、著作権およびそ

れに類する権利（定義は本条 d参

照）に服し、ライセンス対象物（定

義は本条 h参照）について許諾者

が有する著作権およびそれに類す

る権利に基づく許可が必要とされ

るような形で、翻訳し、改変し、

編集し、変形し、またはその他の

方法により変更された素材で、ラ

イセンス対象物から派生したか、

またはライセンス対象物に基づく

ものを意味します。本パブリッ

ク・ライセンスにおいては、ライ

センス対象物が音楽作品、パフォ

ーマンスまたは録音物で、これら

が動画と同期させられる場合に

は、翻案物が常に作成されること

になります。 

3 

9 c. 「表示-非営利-継承互換

ライセンス」とは、本パブリック・

c.「表示-非営利-継承互換ライセン

ス」とは、クリエイティブ・コモ

3 
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ライセンスと本質的に同等である

とクリエイティブ・コモンズによ

って正式に承認された、

creativecommons.org/compatiblelicen

sesにおいて列挙されたライセンス

のことをいいます。 

ンズに本パブリック・ライセンス

と本質的に同等であると正式に承

認された、 

creativecommons.org/compatiblelicen

sesにおいて列挙されたライセンス

のことをいいます。 

10 d. 「著作権およびそれに類

する権利」とは、その権利がどの

ように名づけられ、または分類さ

れるかにかかわらず、著作権およ

び／または著作権に密接に関係す

る類似の権利をいいます（実演、

放送、録音物、およびデータベー

ス権を含むが、これに限られませ

ん）。本パブリック・ライセンスに

おいては、第 2条(b)(1)および(2)に

おいて規定される権利は、著作権

およびそれに類する権利ではあり

ません。 

d.「著作権およびそれに類する権

利」とは、その権利がどのように

名づけられ、または分類されるか

にかかわらず、著作権および／ま

たは著作権に密接に関係する類似

の権利をいいます（実演、放送、

録音、およびデータベース権を含

むが、これに限られません）。本パ

ブリック・ライセンスにおいては、

第 2条(b)(1)および(2)において規定

される権利は、著作権およびそれ

に類する権利ではありません。 
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11 e.  「有効な技術的保護手

段」とは、1996年 12月 20日に採

択されたWIPO著作権条約第 11

条、および／または類似の国際協

定の義務を満たす諸法規の下で、

正当な権限なしに回避されてはな

らないものとされる諸手段をいい

ます。 

e. 「効果的な技術的保護手段」と

は、1996年 12月 20日に採択され

たWIPO著作権条約第 11条、およ

び／または類似の国際協定の義務

を満たす諸法規の下で、正当な権

限なしに回避されてはならないも

のとされる諸手段をいいます。 

 

12 f. 「例外および権利制限」

とは、ライセンス対象物をあなた

が利用する場合に適用される、フ

ェアユース、フェアディーリング

および／または著作権およびそれ

に類する権利に対するその他の例

外もしくは権利制限をいいます。 

f.「例外規定および権利制限規定」

とは、ライセンス対象物をあなた

が利用する場合に適用される、著

作権およびそれに類する権利に対

する、フェアユース、フェアディ

ーリングおよび／またはその他の

例外または制限をいいます。 

4 

13 h.  「ライセンス対象物」と

は、許諾者が本パブリック・ライ

h. 「ライセンス対象物」とは、芸

術または文芸作品、データベース、

4 
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センスを適用した美術的または文

学的著作物、データベース、また

はその他のマテリアルを意味しま

す。 

または許諾者が本パブリック・ラ

イセンスを付与したその他の素材

を意味します。 

14 i. 「ライセンスされた権

利」とは、本パブリック・ライセ

ンスの条項に基づき、あなたに与

えられる権利をいい、かかる権利

は、あなたによるライセンス対象

物の利用に適用され、かつ、許諾

者がライセンスする権限を有す

る、全ての著作権およびそれに類

する権利に限定されます。 

i.「ライセンスされた権利」とは、

本パブリック・ライセンスの条項

に基づき、あなたに与えられる権

利をいい、かかる権利は、許諾者

がライセンスする権限を有し、か

つ、あなたによるライセンス対象

物の利用に適用される、全ての著

作権およびそれに類する権利に限

定されます。 

5 

15 j. 「許諾者」とは、本パブ

リック・ライセンスのもとで権利

を付与する個人または団体を意味

します。 

j.「許諾者」とは、本パブリック・

ライセンスのもとで権利を許諾す

る個人もしくは団体を意味しま

す。 

5 

16 k. 「非営利」とは、商業的

な利得や金銭的報酬を、主たる目

的とせず、それらに主に向けられ

てもいないことを意味します。本

パブリック・ライセンスにおいて

は、デジタル・ファイル共有また

は類似した手段による、ライセン

ス対象物と、著作権およびそれに

類する権利の対象となるその他の

マテリアルとの交換は、その交換

に関連して金銭的報酬の支払いが

ない場合は、非営利に該当します。 

k.「非営利」とは、商業的な利得や

金銭的報酬を、主たる目的とせず、

それらに主に向けられてもいない

ことを意味します。本パブリッ

ク・ライセンスにおいては、デジ

タル・ファイル共有その他の類似

した手段による、ライセンス対象

物と、著作権およびそれに類する

権利の対象となるその他の素材と

の交換は、その交換に関連して金

銭的報酬の支払いがない場合は、

非営利に該当します 

5 

17 l. 「共有」とは、複製、公

開の展示、公開の上演・演奏、頒

布、配布、通信または輸入のよう

な、ライセンスされた権利に関す

る許諾を必要とするような手段ま

たは手法により、公衆に対しマテ

リアルを提供すること、および、

l.「共有」とは、複製、公開、上演、

頒布、配布、通信あるいは輸入の

ような、ライセンスされた権利に

関する許諾を必要とするような手

段あるいは手法により、公衆に対

し素材を提供すること、および、

公衆が素材を利用できるようにす

5 
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公衆がマテリアルを利用できるよ

うにすること（公衆の各人が、自

ら独自に場所および時間を選択し

てマテリアルにアクセスすること

ができる方法を含みます）を意味

します。 

ること（公衆の各人が、自ら独自

に場所および時間を選択して素材

にアクセスすることができる方法

を含みます）を意味します。 

18 m.  「データベース権」とは、

データベースの法的保護に関する

1996年 3月 11日の欧州議会および

理事会指令 96/9/ECの結果として

生じた、著作権以外の権利、（この

指令が修正および／または継承さ

れた場合それらを反映したもの）、

および、世界中の本質的に同等な

権利を意味します。 

m. 「データベース権」とは、デー

タベースの法的保護に関する 1996

年 3月 11日の欧州議会および理事

会指令 96/9/ECの結果として生じ

た、著作権以外の権利、（この指令

が修正かつ/または継承された場合

それらを反映したもの）、および、

世界中の本質的に同等な権利を意

味します。 

5 

19 n. 「あなた」とは、本パブ

リック・ライセンスのもとでライ

センスされた権利を行使する個人

または団体をいいます。「あなた

の」もそれに対応した意味となり

ます。 

n.「あなた」とは、本パブリック・

ライセンスのもとでライセンスさ

れた権利を行使する個人または団

体をいいます。「あなたの」もまた

それに対応した意味となります。 

5 

20 1.  本パブリック・ライセン

スの条項に従い、許諾者はあなた

に対し、ライセンス対象物につい

て、以下に掲げるライセンスされ

た権利を行使できる全世界的な、

無償、再許諾不可、非排他的、か

つ取消不可なライセンスを付与し

ます： 

1.  本パブリック・ライセン

スの条項に従い、許諾者はあなた

に対し、ライセンス対象物に存す

るライセンスされた権利を行使で

きる、以下の行為についての全世

界的な、無償、再許諾不可、非排

他的、かつ取消不可なライセンス

を付与します： 

6 

21 2.   例外および権利制限	 誤

解を避けるために記すと、例外お

よび権利制限があなたの利用に適

用される部分については、本パブ

リック・ライセンスは適用されず、

あなたは本パブリック・ライセン

スの条項に従う必要はありませ

2.   例外規定および権利制限

規定： 誤解を避けるために記す

と、例外規定および権利制限規定

があなたの利用に適用される部分

については、本パブリック・ライ

センスは適用されず、あなたは本

パブリック・ライセンスの条項に

6 
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ん。 従う必要はありません。 

22 3.  有効期間	 本パブリッ

ク・ライセンスの有効期間は第 6

条(a)にて規定されます。 

3.  有効期間： 本パブリッ

ク・ライセンスの有効期間は第 6

条(a)にて規定されます。 

6 

23 4.  媒体および形式；許可さ

れる技術的改変	 許諾者は、あな

たに対し、あらゆる媒体や形式（現

在知られているか、または今後作

られるか否かを問いません）にお

いて、ライセンスされた権利を行

使する権限、およびその行使に必

要とされる技術的な改変を行う権

限を付与します。許諾者は、あな

たが、ライセンスされた権利を行

使するために必要とされる技術的

な改変（有効な技術的保護手段を

回避するために必要とされる技術

的な改変を含みます）を禁止する

いかなる権利または権限を放棄

し、および／またはこれらの権利

または権限を行使しないことに同

意します。本パブリック・ライセ

ンスにおいては、本第 2条(a)(4)に

より認められる改変をするだけで

は翻案物を作り出すことにはなり

ません。 

4.  媒体および形式；技術的

な改変の許諾：許諾者は、あなた

に対し、あらゆる媒体や形式（現

在知られているか、または今後作

られるか否かを問いません）にお

いて、ライセンスされた権利を行

使する権限、およびその行使に必

要とされる技術的な改変を行う権

限を付与します。許諾者は、あな

たが、ライセンスされた権利を行

使するために必要とされる技術的

な改変（効果的な技術的保護手段

を回避するために必要とされる技

術的な改変を含みます）を禁止す

るいかなる権利または権限を放棄

し、これらの権利または権限を行

使しないことに同意します。本パ

ブリック・ライセンスにおいては、

本第 2条(a)(4)により認められる改

変をするだけでは翻案物を作り出

すことにはなりません。 

6 

24 5. ダウンストリーム（下流側）の

受領者 

5. ダウンストリームの受領者 7 

25 B.  許諾者からのその他の

申し出－翻案物	 あなたから翻案

物を受領した者は、あなたが適用

した翻案者のライセンスの条件に

したがった翻案物におけるライセ

ンスされた権利を行使できるとい

う申出を自動的に許諾者から受け

取ります。 

B.  許諾者からのその他の

申し出－翻案物	 あなたから翻案

物を受領した者は、あなたが適用

した翻案者のライセンスの条件に

したがった翻案物におけるライセ

ンスされた権利を行使できるとい

う申出を自動的に許諾者から受け

ています。 

7 
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26 C. ダウンストリーム（下流

側）への制限の禁止	 あなたは、

ライセンス対象物の受領者がライ

センスされた権利を行使するのを

制限されることになる場合には、

ライセンス対象物に対して、いか

なる追加条項または異なる条項も

提案または課してはならず、ある

いは、いかなる有効な技術的保護

手段も適用してはなりません。 

C. 下流での制限の禁止	 あ

なたは、ライセンス対象物の受領

者がライセンスされた権利を行使

するのを制限することになる場合

には、ライセンス対象物に対して、

いかなる追加条項または異なる条

項も提案または課してはならず、

あるいは、いかなる効果的な技術

的保護手段も適用してはなりませ

ん。 

7 

27 1.  同一性保持の権利のよ

うな著作者人格権は、本パブリッ

ク・ライセンスのもとではライセ

ンスされません。パブリシティ権、

プライバシー権、および／または

他の類似した人格権も同様です。

ただし、可能なかぎり、許諾者は、

あなたがライセンスされた権利を

行使するために必要とされる範囲

内で、また、その範囲内でのみ、

許諾者の保持する、いかなるその

ような権利を放棄し、および／ま

たは主張しないことに同意しま

す。 

1.  同一性保持権のような

著作者人格権は、本パブリック・

ライセンスのもとでは許諾されま

せん。パブリシティ権、プライバ

シー権、および／または他の類似

した人格権も同様です。ただし、

可能なかぎり、許諾者は、あなた

がライセンスされた権利を行使す

るために必要とされる範囲内で、

また、その範囲内でのみ、許諾者

の保持する、いかなるそのような

権利を放棄すること、および／ま

たは主張しないことに同意しま

す。 

8 

28 2.  特許権および商標権は本

パブリック・ライセンスのもとで

はライセンスされません。 

2.  特許権ならびに商標権は

本パブリック・ライセンスのもと

ではライセンスされません。 

8 

29 3.  可能なかぎり、許諾者

は、ライセンスされた権利の行使

について、直接か、または任意の

もしくは放棄可能な法定のもしく

は強制的なライセンスに関する仕

組みに基づく集中管理団体を介す

るかを問わず、あなたからライセ

ンス料を得るいかなる権利も放棄

します。その他一切の場合におい

3.  可能なかぎり、許諾者

は、ライセンスされた権利の行使

について、いかなるものであれ自

発的なまたは放棄可能な法定のま

たは強制的なライセンスに関する

仕組みに基づく場合、直接かまた

は徴収団体を介するかを問わず、

あなたからライセンス料を得る権

利を放棄します。その他一切の場

8 
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て（ライセンス対象物が非営利目

的以外で利用される場合も含む）、

許諾者はそのようなライセンス料

を得るいかなる権利も明確に保持

します。 

合において（ライセンス対象物が

非営利目的以外で利用される場合

も含む）、許諾者はそのようなライ

センス料を得るいかなる権利も明

確に保持します。 

30 1.  あなたがライセンス対象

物（変更されたものを含む）を共

有する場合は以下のことを行う必

要があります。 

1.  あなたがライセンス対象

物（変更版を含む）を共有する場

合は以下のことを行う必要があり

ます： 

8 

31 1） ライセンス対象物の作者

その他クレジット表示される者と

して許諾者によって指定されてい

る者を識別する情報を、いかなる

形であれ許諾者によってリクエス

トされた形が合理的である場合は

その形で（指定されている場合は

仮名も含む） 

1） ライセンス対象物の作者

その他クレジットを受ける者とし

て許諾者によって指定されている

者のアイデンティティ情報（指定

されている場合は仮名も含む）を、

いかなるものであれ許諾者によっ

てリクエストされたものが合理的

である場合はその形で 

9 

32 C.  ライセンス対象物が本パ

ブリック・ライセンスに基づきラ

イセンスされていることを示すこ

と、および、本パブリック・ライ

センスの全文またはその URIか本

パブリック・ライセンスへのハイ

パーリンクのいずれかを含めるこ

と。 

C.  ライセンス対象物が本パ

ブリック・ライセンスに基づき許

諾されていることを示すこと、お

よび、本パブリック・ライセンス

の全文またはその URIかその URI

へのハイパーリンクのいずれかを

含めること。 

9 

33 2.  第 3条(a)(1)の条件は、あ

なたがライセンス対象物を共有す

る媒体・方法・文脈に照らして、

いかなる合理的な方法でも満たす

ことができます。例えば、必要と

される情報を含むリソースの URI

やハイパーリンクを付すことで条

件を満たすことが合理的な場合が

あります。 

2.  第 3条(a)(1)の条件は、あ

なたがライセンス対象物を共有す

る媒体・方法・文脈に照らして、

それぞれ合理的な方法で満たすこ

とができます。例えば、必要とさ

れる情報を含むリソースの URIや

ハイパーリンクを付すことで条件

を満たすことが合理的な場合があ

ります。 

9 

34 1.  あなたが適用する翻案

者のライセンスは、本パブリッ

1.  あなたが適用した翻案

者のライセンスは、本パブリッ

10 
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ク・ライセンスと同じバージョン

もしくはそれ以降のバージョン

の、同じライセンス要素を有した

クリエイティブ・コモンズ・ライ

センス、または表示-非営利-継承互

換ライセンスでなければなりませ

ん。 

ク・ライセンスと同じバージョン

もしくはそれ以降のバージョン

の、同じライセンス要素を有した

クリエイティブ・コモンズ・ライ

センス、または表示-非営利-継承互

換ライセンスでなければなりませ

ん。 

35 2.  あなたは、あなたが適用

する翻案者のライセンスの全文ま

たはその URIかそのライセンスへ

のハイパーリンクを含めなければ

なりません。あなたは、あなたが

共有した翻案物における媒体、手

段および文脈に基づくいかなる合

理的な方法によっても、この条件

を満たすことができます。 

2.  あなたは、あなたが適用

した翻案者のライセンスの全文、

もしくはその URIまたはその URI

へのハイパーリンクを含めなけれ

ばなりません。あなたは、あなた

が共有した翻案物における媒体、

手段および文脈に基づくいかなる

合理的な方法によっても、この条

件を満たすことができます。 

10 

36 3.  あなたは、翻案物に対し、

あなたが適用する翻案者のライセ

ンスによって付与される権利の行

使を制限するような、いかなる追

加のもしくは異なる条項も提案し

もしくは課すことはできず、また

はいかなる有効な技術的保護手段

を適用することもできません。 

3.  あなたは、翻案物に対し、

あなたが適用した翻案者のライセ

ンスによって付与される権利の行

使を制限するような、いかなる追

加のまたは異なる条項も提供もし

くは課し、またはいかなる効果的

な技術的保護手段を適用すること

もできません。 

10 

37 Where the Licensed Rights include 

Sui Generis Database Rights that 

apply to Your use of the Licensed 

Material: 

ライセンスされた権利にデータ

ベース権が含まれており、ライセ

ンス対象物のあなたの利用に適

用される場合： 

 

38 a. 誤解を避けるために記す

と、第 2条(a)(1)に従い、非営利目

的の場合にのみ、データベースの

全てまたは実質的な部分のコンテ

ンツの抽出、再利用、複製または

共有をする権利をあなたに与えま

す。 

a. 誤解を避けるために記す

と、第 2条(a)(1)に従い、非営利目

的の場合にのみ、データベースの

全てまたは重要な部分のコンテン

ツの抽出、再利用、複製または共

有をする権利をあなたに与えま

す。 

10 

39 b.  あなたがデータベース権 b.  あなたがデータベース権 11 
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を持つデータベースに、あなたが、

本データベースのコンテンツの全

てまたは実質的な部分を含める場

合、あなたがデータベース権を持

つデータベース（ただし、個々の

コンテンツではありません）は翻

案物となります（同じことが第 3

条（b）における翻案物の判断にも

あてはまります）。 

を持つデータベースに、あなたが、

本データベースのコンテンツの全

てまたは重要な部分を含める場

合、あなたがデータベース権を持

つデータベース（ただし、個々の

コンテンツではありません）は翻

案物となります（同じことが第 3

条（b）における翻案物の判断にも

あてはまります。）。 

40 c . あなたは、データベース

のコンテンツの全てまたは実質的

な部分を共有する場合は、第 3条(a)

の条件に従わなくてはなりませ

ん。 

c . あなたは、データベース

のコンテンツの全てまたは重要な

部分を共有する場合は、第 3条(a)

の条件に従わなくてはなりませ

ん。 

11 

41 可能な範囲において、本パブリッ

ク・ライセンスもしくはライセン

ス対象物の利用によって起きうる

直接、特別、間接、偶発、結果的、

懲罰的その他の損失、コスト、出

費または損害について、例え損失、

コスト、出費、損害の可能性につ

いて許諾者が知らされていたとし

ても、許諾者は、あなたに対し、

いかなる法理（過失を含みますが

これに限られません）その他に基

づいても責任を負いません。全部

または一部の責任制限が認められ

ない場合、この制限はあなたには

適用されないこともあります。 

可能な範囲において、本パブリッ

ク・ライセンスもしくはライセン

ス対象物の利用によって起きうる

直接、特別、間接、偶発、結果的、

懲罰的その他の損失、コスト、出

費または損害について、例え損失、

コスト、出費、損害の可能性につ

いて許諾者が知らされていていた

としても、許諾者は、あなたに対

し、いかなる法理論（過失を含み

ますがこれに限られません）その

他に基づいて責任を負いません。

全部または一部の責任制限が認め

られない場合、この制限はあなた

には適用されないこともありま

す。 

12 

42 c.  上記の無保証および責任

制限は、可能な範囲において、全

責任の完全な免責および免除に最

も近いものとして解釈するものと

します。 

c.  上記の無保証および責任

制限は、可能な範囲において、全

責任の完全な免責及び免除に最も

近いものとして解釈するものとし

ます。 

12 

43 第 6条	 期間および終了 第 6条	 契約の期間および終了 12 
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44 1.  あなたが違反を発見して

から 30日以内に違反を是正した場

合に限り、違反を是正したその日

に、自動的に復活します。または、 

1.  あなたが違反を発見して

から 30日以内に違反を治癒した場

合に限り、違反を治癒したその日

に、自動的に復活します。または、 

12 

45 a.  誤解を避けるために記す

と、本パブリック・ライセンスは、

本パブリック・ライセンスによる

許諾に基づかない、ライセンス対

象物のいかなる合法的な利用も縮

小したり、限定したり、制限した

り、条件を課したりするものでは

なく、またそのように解釈されて

はなりません。 

a.  誤解を避けるために記す

と、本パブリック・ライセンスは、

本パブリック・ライセンスによる

許諾に基づかない、ライセンス対

象物のいかなる合法的な利用を縮

小したり、限定したり、制限した

り、条件を課したりするものでは

なく、またそのように解釈されて

はなりません。 

13 

46 b.  可能な範囲で、本パブリ

ック・ライセンスのいずれかの規

定が執行不能とみなされた場合に

は、本パブリック・ライセンスは、

執行可能とするために必要最小限

度の範囲で自動的に変更されま

す。もしある規定の変更が不可能

な場合には、その他の条項の執行

可能性に影響を与えることなく、

当該規定は本パブリック・ライセ

ンスから切り離されます。 

b.  可能な範囲で、本パブリ

ック・ライセンスのいずれかの規

定が執行不能とみなされた場合に

は、本パブリック・ライセンスは、

可能な限り少ない変更で執行可能

となるように自動的に変更されま

す。もしある規定の変更が不可能

な場合には、その他の条項の執行

可能性に影響を与えることなく、

当該規定は本パブリック・ライセ

ンスから切り離されます。 

13 

47 c.  本パブリック・ライセン

スのいかなる条項も、許諾者の明

確な合意なしには、放棄されるこ

とはなく、また、順守しないこと

に同意することはありません。 

c.  本パブリック・ライセン

スのいかなる条項も、許諾者の明

確な合意なしには、放棄されるこ

とはなく、あるいは遵守の不履行

について同意されることはありま

せん。 

14 

48 クリエイティブ・コモンズは、ク

リエイティブ・コモンズ・パブリ

ック・ライセンスの当事者ではあ

りません。ただし、クリエイティ

ブ・コモンズは、自らが公開する

マテリアルに、自らのパブリッ

クリエイティブ・コモンズはこの

利用許諾の当事者ではありませ

ん。上記の規定に関わらず、クリ

エイティブ・コモンズは、自らが

公開する素材に、自らのパブリッ

ク・ライセンスのいずれかを適用

14 
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ク・ライセンスのいずれかを適用

すると決定することができ、その

場合には許諾者とみなされます。

クリエイティブ・コモンズ・パブ

リック・ライセンスの文章は CC0

パブリック・ドメイン宣言のもと

で提供されています。本マテリア

ルがクリエイティブ・コモンズ・

パブリック・ライセンスで共有さ

れていることを公衆に示すという

限られた目的の場合、または

creativecommons.org/policiesで公表

されているクリエイティブ・コモ

ンズの方針に基づいて許容される

場合を除き、クリエイティブ・コ

モンズは、クリエイティブ・コモ

ンズとの事前の書面による同意な

しに、「クリエイティブ・コモンズ」

の商標や関連商標もしくはクリエ

イティブ・コモンズのロゴを使用

することを認めていません。ここ

で認められていない使用には、ク

リエイティブ・コモンズのパブリ

ック・ライセンスの許可されてい

ない改変との関係での利用、その

他のライセンスされたマテリアル

の利用に関するいかなる取り決

め、了解事項または合意との関係

での利用を含みますが、これらに

限られません。誤解を避けるため

に記すと、この項はパブリック・

ライセンスの一部ではありませ

ん。 

すると決定することができ、その

場合には許諾者とみなされます。

本素材がクリエイティブ・コモン

ズ・パブリック・ライセンスで共

有されていることを公衆に示すと

いう限られた目的の場合、または

creativecommons.org/policiesで公表

されているクリエイティブ・コモ

ンズの方針に基づいて許可される

場合を除き、クリエイティブ・コ

モンズは、クリエイティブ・コモ

ンズとの事前の書面による同意な

しに、「クリエイティブ・コモンズ」

の商標や関連商標もしくはクリエ

イティブ・コモンズのロゴを使用

することを認めていません。ここ

で認められていない使用には、ク

リエイティブ・コモンズのパブリ

ック・ライセンスの許可されてい

ない改変との関係での利用、その

他のライセンスされた素材の利用

に関するいかなる取り決め、了解

事項または合意をも含みますが、

これらに限られません。誤解を避

けるために記すと、この項はパブ

リック・ライセンスの一部ではあ

りません。 

49 入手可能なその他の言語：___	 公

式翻訳に関する追加情報は FAQを

ご覧ください。 

入手可能なその他の言語：___	 公

式翻訳に関する情報は FAQをご覧

ください。 
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