特定非営利活動法人 TOPPERS プロジェクト
開発成果物の知的財産権に関する規則
平成 15 年 6月 19 日制定
平成 19 年 6月 15 日改定
（目 的）
第１条 本規則は、特定非営利活動法人 TOPPERS プロジェクト（以下、
「 TOPPERS プ
ロジェクト」という。）における開発成果物の知的財産権に関する取扱いを定
めることを目的とする。
（定 義）
第２条 TOPPERS プロジェクトの会員（以下、
「会員」という。）が開発または著作
（以下、
「開発」という。）したプログラムおよびその他の著作物で、TOPPERS
プロジェクトがそれを開発した会員より本規則に従って取り扱う旨の合意を
得たものを、TOPPERS プロジェクトの開発成果物（以下、
「開発成果物」とい
う。
）と呼ぶ。
２ 前項の規定は、会員が開発成果物を開発するにあたって、開発成果物以外の
著作物を改変して開発することを妨げるものではない。
３ 開発成果物の中で、TOPPERS プロジェクトにおいて公式に配布するものと定
めたものを、TOPPERS 公式リリース（以下、
「公式リリース」という。
）と呼ぶ。
４ 会員が開発成果物を開発する過程で開発したプログラムおよびその他の著
作物で、TOPPERS プロジェクトの開発成果物に該当しないものを中間成果物
と呼び、本規則の適用対象外とする。
（知的財産権の帰属）
第３条 開発成果物に関わる知的財産権は、それを開発した会員に帰属し、TOPPERS
プロジェクトには帰属しないことを原則とする。
２ 前項に関わらず、開発した会員と TOPPERS プロジェクトが合意した場合に
は、開発成果物に関わる知的財産権を、TOPPERS プロジェクトに帰属させる
ことができる。
３ TOPPERS プロジェクトが公的な補助金を得て開発した開発成果物について
も、前２項の規定を適用する。ただし、制度上これが認められない場合は、こ
の限りではない。
（利用条件）
第４条 開発成果物の利用条件は、次に該当する場合を除いて、プログラムおよびそ
れに附随する文書（以下、
「ソフトウェア」という。）については TOPPERS ラ
イセンス、プログラムと独立した著作物（以下、
「ドキュメント」という）に
TOPPERS
ついては
ドキュメントライセンスとする。
(1) 開発成果物以外の著作物を改変して開発した開発成果物で、元となった
著作物の利用条件の制限により、TOPPERS ライセンスまたは TOPPERS
ドキュメントライセンスで配布することができない場合
(2) 第９条の規定による早期リリースの場合
(3) TOPPERSプロジェクトにおいて特に必要と認めた場合

公式リリースの利用条件は、TOPPERS ライセンスまたは TOPPERS ドキュメ
ントライセンスとする。これらの利用条件で配布することができない開発成果
物は、公式リリースには含めない。
３ 開発成果物を一般に公開する時期については、TOPPERS プロジェクトにおい
て定める。

２

（守秘に関する会員の義務）
第５条 会員は、会員限定で配付された開発成果物やその他の情報を、TOPPERS プ
ロジェクトの許可なく会員以外に配付または開示してはならない。
（著作権に関する会員の義務）
第６条 会員は、自らが開発する開発成果物において、他者の著作権を侵害してはな
らない。
（産業財産権に関する会員の義務）
第７条 会員は、自らが開発する開発成果物中に、自らが所有する産業財産権（特許
権、実用新案権など、出願中のものも含む）が実施または利用されている場合
には、開発成果物の利用者に対して、別途定める手続きにより、当該産業財産
権の実施を無償で許諾しなければならない。
２ 会員が法人の一部門である場合、その法人が所有する産業財産権の中で、当
該産業財産権にかかる発明者、考案者等がその部門に属するものに対しての
み、前項の規定を適用する。
（会員の報告義務）
第８条 会員は、開発成果物が何らかの知的財産権を侵害していることを発見した場
合には、TOPPERSプロジェクトに直ちにその旨を報告しなければならない。
（早期リリース）
第９条 開発成果物は、一般に公開するのに先立ち、会員限定で配付することを原則
とする。これにより配付された開発成果物を、早期リリースと呼ぶ。
２ 会員は、早期リリースの中に TOPPERSライセンスまたは TOPPERS ドキュメ
ントライセンスが表示されている場合であっても、次に該当する場合を除い
て、早期リリースを会員以外に再配布してはならない。
(1) ソフトウェアを、機器に組み込むなど、他のソフトウェア開発に使用で
きない形で再配布する場合
(2) TOPPERSプロジェクトにおいて個別に承認された場合
３ 個人会員（個人正会員、準会員、および個人の特別会員）にあっては、同じ
組織に属する者に対しても、前項の規定が適用される。
４ 会員が法人の一部門である場合には、同じ法人の他部門に属する者に対して
も、第２項の規定が適用される。
（規則の変更）
第 10 条 本規則を変更するときは、総会の議決を経なければならない。

（付録１）TOPPERS ライセンス（日本語版）

< ソフトウェアの名称 >
Copyright (C) < 開発年 > by < 著作権者 1>
Copyright (C) < 開発年 > by < 著作権者 2>
...
上記著作権者は，以下の (1)〜(4) の条件を満たす場合に限り，本ソフトウェ
ア（本ソフトウェアを改変したものを含む．以下同じ）を使用・複製・改
変・再配布（以下，利用と呼ぶ）することを無償で許諾する．
(1) 本ソフトウェアをソースコードの形で利用する場合には，上記の著作
権表示，この利用条件および下記の無保証規定が，そのままの形でソー
スコード中に含まれていること．
(2) 本ソフトウェアを，ライブラリ形式など，他のソフトウェア開発に使
用できる形で再配布する場合には，再配布に伴うドキュメント（利用
者マニュアルなど）に，上記の著作権表示，この利用条件および下記
の無保証規定を掲載すること．
(3) 本ソフトウェアを，機器に組み込むなど，他のソフトウェア開発に使
用できない形で再配布する場合には，次のいずれかの条件を満たすこ
と．
(a) 再配布に伴うドキュメント（利用者マニュアルなど）に，上記の著
作権表示，この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること．
(b) 再配布の形態を，別に定める方法によって，TOPPERS プロジェクトに
報告すること．
(4) 本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損
害からも，上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを免責すること．
また，本ソフトウェアのユーザまたはエンドユーザからのいかなる理
由に基づく請求からも，上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを
免責すること．
本ソフトウェアは，無保証で提供されているものである．上記著作権者お
よび TOPPERS プロジェクトは，本ソフトウェアに関して，特定の使用目的
に対する適合性も含めて，いかなる保証も行わない．また，本ソフトウェ
アの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても，そ
の責任を負わない．

（付録２）TOPPERS ライセンス（英語版）

<Name of Software>
Copyright (C) <Year> by <Copyright Holder 1>
Copyright (C) <Year> by <Copyright Holder 2>
...
The above copyright holders grant permission gratis to use,
duplicate, modify, or redistribute (hereafter called use) this
software (including the one made by modifying this software),
provided that the following four conditions (1) through (4) are
satisfied.
(1) When this software is used in the form of source code, the
above copyright notice, this use conditions, and the
disclaimer shown below must be retained in the source code
without modification.
(2) When this software is redistributed in the forms usable for
the development of other software, such as in library form,
the above copyright notice, this use conditions, and the
disclaimer shown below must be shown without modification in
the document provided with the redistributed software, such as
the user manual.
(3) When this software is redistributed in the forms unusable for
the development of other software, such as the case when the
software is embedded in a piece of equipment, either of the
following two conditions must be satisfied:
(a) The above copyright notice, this use conditions, and the
disclaimer shown below must be shown without modification in
the document provided with the redistributed software, such
as the user manual.
(b) How the software is to be redistributed must be reported to
the TOPPERS Project according to the procedure described
separately.
(4) The above copyright holders and the TOPPERS Project are exempt
from responsibility for any type of damage directly or
indirectly caused from the use of this software and are
indemnified by any users or end users of this software from
any and all causes of action whatsoever.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS." THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS AND
THE TOPPERS PROJECT DISCLAIM ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ITS APPLICABILITY TO A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS AND THE
TOPPERS PROJECT BE LIABLE FOR ANY TYPE OF DAMAGE DIRECTLY OR
INDIRECTLY CAUSED FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.

（付録３）TOPPERS ドキュメントライセンス（日本語版）

< ドキュメントの名称 >
Copyright (C) < 著作年 > by < 著作権者 1>
Copyright (C) < 著作年 > by < 著作権者 2>
...
上記著作権者は，以下の (1) 〜 (3) の条件を満たす場合に限り，本ドキュメ
ント（本ドキュメントを改変したものを含む．以下同じ）を使用・複製・
改変・再配布（以下，利用と呼ぶ）することを無償で許諾する．
(1) 本ドキュメントを利用する場合には，上記の著作権表示，この利用条
件および下記の無保証規定が，そのままの形でドキュメント中に含ま
れていること．
(2) 本ドキュメントを改変する場合には，ドキュメントを改変した旨の記
述を，改変後のドキュメント中に含めること．ただし，改変後のドキュ
メントが，TOPPERS プロジェクト指定の開発成果物である場合には，
この限りではない．
(3) 本ドキュメントの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損
害からも，上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを免責すること．
また，本ドキュメントのユーザまたはエンドユーザからのいかなる理
由に基づく請求からも，上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを
免責すること．
本ドキュメントは，無保証で提供されているものである．上記著作権者お
よび TOPPERS プロジェクトは，本ドキュメントに関して，特定の使用目的
に対する適合性も含めて，いかなる保証も行わない．また，本ドキュメン
トの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても，そ
の責任を負わない．

（付録４）TOPPERS ドキュメントライセンス（英語版）

<Name of Document>
Copyright (C) <Year> by <Copyright Holder 1>
Copyright (C) <Year> by <Copyright Holder 2>
...
The above copyright holders grant permission gratis to use,
duplicate, modify, or redistribute (hereafter called use) this
document (including the one made by modifying this document),
provided that the following three conditions (1) through (3) are
satisfied.
(1) When this document is used, the above copyright notice, this
use conditions, and the disclaimer shown below must be
retained in the document without modification.
(2) When this document is modified, the modified document must
include the description that the original document is
modified, except for the case that the modified document is a
development result of the TOPPERS Project.
(3) The above copyright holders and the TOPPERS Project are exempt
from responsibility for any type of damage directly or
indirectly caused from the use of this document and are
indemnified by any users or end users of this document from
any and all causes of action whatsoever.
THIS DOCUMENT IS PROVIDED "AS IS." THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS AND
THE TOPPERS PROJECT DISCLAIM ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ITS APPLICABILITY TO A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS AND THE
TOPPERS PROJECT BE LIABLE FOR ANY TYPE OF DAMAGE DIRECTLY OR
INDIRECTLY CAUSED FROM THE USE OF THIS DOCUMENT.

