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第7章 余談：著作権法とNEC創立の関係
ここで、OSSに直接関係しないが、OSSライセンスの基となっている著作権法と NEC
創立との関係という意外なエピソードを紹介しよう。
NEC、日本電気株式会社の創立は、明治 32年の 1899 年 7 月 17 日である。創設者は、
岩垂邦彦である。
岩垂邦彦（いわだれくにひこ）は、1857 年福岡県に生まれ、工
部大学校電信科（現・東大工学部の前身の一つ）を卒業。工部省
に勤めた後、渡米し、エジソン・マシン・ワークス（現・GE社の
前身の一つ）に入社。エジソンと共に働いた、数少ない日本人と
して知られています。
帰国後、大阪電燈（現・関西電力の前身の一つ）初代技師長を経て、1899 年、42歳
でウェスタン・エレクトリック社との合弁会社「日本電気株式会社」を創業。日本
初の外資系企業の代表者として、事業発展を牽引しました。
NECの歩み より
一方、日本がベルヌ条約に加入し履行したのも 1899 年。3 月 4 日に旧著作権法を制定
し、4月 18 日に加入し、7 月 15 日に履行した。ベルヌはスイス連邦の首都ベルンのこと
である。フランス文学「レ・ミゼラブル」の作者ヴィクトル・ユーゴーが発案した条約
のためか、フランス語読みの「ベルヌ」で知られている。ベルヌ条約の特徴は、表 7-1
の内容などがある。
表 7-1 ベルヌ条約の特徴
外国人の著作物を保護する場合に、自国の国民に与えている保護と同様の保
内国民待遇

護を与えること。
著作権は著作物を作った時点で自動的に発生し保護されるとする原則。我が

無方式主義

最低保護期間

国をはじめほとんどの国が採用。
死後 50年
外国の著作物の保護は？(CRICのサイト)より
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これにより、加入国間で著作物の扱いがある程度共通化されている。3.3 節でリチャ
ード・M・ストールマン氏が「GPLを契約法に基づかせない二つの正当な理由」の一つ
目の理由として「著作権法は、国家間で、契約法や他のありうる選択より、非常に均質
である」と挙げたが、これはベルヌ条約があるから「非常に均質」になるのである。
さて、著作権法の国際条約・ベルヌ条約への日本の加入と NEC創立の年が同じ 1899
年なのは偶然なのであろうか、と筆者は思って調べてみた。すると、1899 年 7 月 17 日
が、日英通商航海条約や日米通商航海条約などの、いわゆる陸奥条約の施行の日という
ことがわかった。あまり耳にしたことのない条約である。
1853 年、1854 年のペリーの黒船来航により結ばれた日米和親条約や、井伊大老が暗殺
された桜田門外の変のきっかけとなる 1858 年に結ばれた日米修好通商条約は聞いたこ
とがあるだろう。後者が不平等条約と呼ばれた理由は、外国人の犯罪に対する領事裁判
権などを認めたことによる。その領事裁判権を廃止する条約が日英/日米通商航海条約で
ある。
1894 年 7 月 16日、イギリスと最初に日英通商航海条約を調印した。条約施行の 5 年前
に調印している。日本は、調印から施行までにいくつもの「約定」を果たさねばならな
かったためである。その第 3 条にあったのが、「日本国政府は日本国における大ブリテ
ン国領事裁判権の廃止に先だち工業の所有権及版権の保護に関する列国同盟条約に加入
すべきことを約す」(アジア歴史資料センター画像資料より。筆者がカタカナを平仮名
になどに修正)というものである。つまり、特許権などのパリ条約と著作権のベルヌ条
約に加入することが、領事裁判権の廃止条件とされたのである。
直後に日清戦争が始まり、1904 年に始まる日露戦争とのちょうど中間の 1899 年に条
約は施行された(図 7-1)。条約発効によって、外国人に対して内地開放された。それま
で、外国人は居留地に住み、だいたい 40kmｍ圏内しか出歩くことができない外国人遊
歩規定に縛られていた。そういう状況だから、外国人のビジネスも居留地内に制限され
ていた。ベルヌ条約・パリ条約に加入していなかったため、外国人の特許権も著作権も
保護されていなかった。条約発効により、特許権も著作権も保護されるようになり、外
国人も株式を保有してビジネスができるようになった。
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NEC、日本電気株式会社は、日英/日米通商航海条約の施行の日をもって、外国人の株
式保有者をもつ外資系企業として設立することができたのである(図 7-2)。つまり、著作
権法の国際条約・ベルヌ条約への加入が NEC創立の条件の一つだったという意外な関
係を見いだすことができた。
1894年 7月 17日発効

1894年 7月 16日 調印

日英/日米通商航海条約

日英通商航海条約

1899年 3月 4日 制定
旧著作権法

1899年 4月 17日 加入
ベルヌ条約

5年

5年
1904年 日露戦争

1894年 日清戦争
図 7-1 日英/日米通商航海条約発効までの流れ

1894年 7月 17日 発効
日英/日米通商航海条約
外国人遊歩規定

内地開放

ビジネスも居留地内のみ

外国人の特許権・著作権も保護

外国人が株式保有する
1894年 7月 17日 創立

合弁会社が設立可能に

日本電気株式会社
図 7-2 条約の発効が NEC創立の条件だった
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この NEC創立前、岩垂邦彦が大阪電燈を辞する際のエピソードも興味深い。
岩垂、電気商会の設立
折から日清戦争に勝利し、日本の産業が一気に開花した 19 世紀末。電気の需要は
益々増加していきます。そんな中、大阪電燈では、発電機などの自社生産の動きが
おきます。
岩垂は、ゼネラル・エレクトリック社（GE）との契約から、特許などの諸問題の
了解が必要と提言します。しかし、当時の日本には、特許など知的資産に対する考
えはなかったため受け入れられません。
岩垂はゼネラル・エレクトリック社（GE）との信義を欠くとして大阪電燈を退社
します。
この一件で、ゼネラル・エレクトリック社は岩垂に対する信頼を深くし…、なん
とゼネラル・エレクトリック（GE）社製品の販売代理権を大阪電燈から岩垂個人に
移してしまうんです。
エジソンを唸らせた男 NEC創始者 岩垂 邦彦
～アメリカと日本を電気で結んだ男の軌跡
NEC Online TV より
すでに述べたように、当時は、外国人の特許権も著作権も保護されていなかったの
で、GE社の発電機の特許処理せずに自社生産しても法律違反ではなかった。岩垂は、
そんな抜け道のようなルールに従うより、権利者の権利を尊重することを重んじ退社し
たのである。
会社内では手順的なルールさえ守ればよい、ルールの抜け道を突こうという風潮にな
りがちである。岩垂のように特許権者・著作権者の権利を尊重する態度が、著作権に基
づく OSSライセンスの OSSを上手に活用する方法ではなかろうか。
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あとがき
本書の最初で、「OSSは単に無料で入手できるソフトウェアというわけではなく、誰
かの著作物であるという認識をもつ必要がある」と述べた(1.1 節)。本書の中で述べたの
は、「自らの製品販売などの行為が誰の権利を行使することになるのかを自覚し、その
権利を侵害することにならないように OSSライセンス条件を満たすように考えればよ
い」ということである。著作権から OSSライセンスを理解することは一見遠回りのよう
にみえても、それが OSSを上手に活用する方法であると述べたかったが、伝わったであ
ろうか。
「こうすればよいと、誰かが手順のようなルールを決めてくれれば、何も考えずに仕
事ができる」と期待する人や、むしろ「仕事とはそういうものだ」と思っている人も多
いだろう。閉じた世界、組織内ではそれで済むかもしれないが、残念ながら世の中は、
それだけでは成り立っていないようである。少し本質的なところまで探って理解した人
が OSSを活用したビジネスに成功しているように思う。Linuxディストリビュータの企
業に対しては、当初「GPLの Linuxを販売しており、GPL違反だ」という批判もあっ
た。もちろん、GPL違反などではない。GPLの条件を満たした上で、「サブスクリプシ
ョンモデル」という保守サポート費用に似たビジネスモデルを普及させ、Linuxディス
トリビュータは成長した。これも、世の中の間違った認識に惑わされず本質的なところ
まで探って理解し成功した事例の一つであろう。それから 20年ほど経ったが世の中の
間違った認識は相変わらずである。本書が、OSSを利用する皆さんにとって、OSSライ
センスを本質的に理解し、同様の成功をつかむ手助けになれば幸いである。
最後に、書籍の執筆を勧めていただき、弊社の書籍の執筆としては先駆者の元 NEC
ソフトウェアエンジニアリング本部の誉田直美主席品質保証主管(当時、現株式会社イ
デソン代表取締役)に厚く御礼申し上げたい。執筆に躊躇していた筆者を勇気づけてい
ただき、さまざまなアドバイスをいただいた。
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また、OSSライセンスについての書籍の執筆を承認し、ご支援いただいた元 NEC OSS
推進センター長の高橋千恵子主席技術主管および OSS推進センター各位にも御礼を申し
上げたい。
原稿のレビューにつきあってもらい、普段、連携してビジネスさせてもらっている
OSS検出ツール Black Duck (旧 Protex)担当の山本 勝之氏、米嶋大志氏とそのメンバにも感
謝したい。
そして、なによりも、OSSライセンス コンサルティングのお客様に感謝を申し上げた
い。お客様がいなければ、10年間以上もコンサルティングを続けることはできなかっ
た。
最後に、本書に掲載したマンガ「ユー レイミカ」を描いてくれるなど、日頃から筆
者のためにいろいろとサポートしてくれている、うちの嫁さんに感謝の言葉を贈りた
い。

2018 年 4月、2021 年 6 月
姉崎 章博
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