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出典：情報処理推進機構「第3回オープンソースソフトウェア活用ビジネス実態調査」（2009年） 

2009年の7月から8月に国内IT企業向けにIPA（独立行政法人
情報処理機構）が行った調査（図1）では、不況下でIT事業全体
の売上高が減少傾向の企業が多い中で、OSS関連事業が
2008年と比べて売上高、案件数共に伸びている。 

図1：ソフトウェア業におけるOSS関連事業の売上高及び案件数の推移 



サーバー構築に関しては70%近い企業
がOSSを利用
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図2：企業規模別インフラソリューションのOSS 利用状況 

出典：情報処理推進
機構「第3回オープン

ソースソフトウェア活
用ビジネス実態調
査」（2009年） 
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クラウド、携帯電話、CMSの分野
への期待が大きい
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今後利用するという回答の多かった「OSS利用の新たな拡大領域」として、クラウド、携帯電
話、データベースクラスタ、CMS（コンテンツ管理システム）への期待が大きいことが分かる。
代表的なソフトウェア名は、Hadoop, Google Chrome OS, Eucalyptus, Androidである。 

図3：成長度の高いOSSの期待成長倍率の分布 
出典：情報処理推進機構「第3回オープンソースソフトウェア活用ビジネス実態調査」（2009年） 



意識調査から見た、OSS利用のメ
リット 
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各企業が考えるOSS利用のメリットの推移（2007年~2009年） 

出典：情報処理推進機
構「第3回オープンソース

ソフトウェア活用ビジネ
ス実態調査」（2009年） 
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意識調査から見た、OSS利用のデメ
リット 

7 

図5：各企業が考えるOSS利用のデメリットの推移（2007年~2009年） 

出典：情報処理推進機
構「第3回オープンソース

ソフトウェア活用ビジネ
ス実態調査」（2009年） 
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阻害要因 
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人材確保と人材育成 
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人材
不足 
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上級技術者 

OSS利用判断 

マネジメント 

複数OSS 

出典：情報処理推進機
構「第3回オープンソース

ソフトウェア活用ビジネ
ス実態調査」（2009年） 



不安 
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緊急時 

サポート主体不足 

日本語資料不足 

出典：情報処理推進機
構「第3回オープンソース

ソフトウェア活用ビジネ
ス実態調査」（2009年） 



不安 
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複雑 

社内人材不在 

資料不足 

訴訟リスク 



複雑 

人材不足 

資料不足 

リーガルリスク 
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複雑化
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図  OSI認定ライセンス種類のリスト例 
 http://opensource.org/licenses/alphabetical  
 

Open Source Initiativeがライセンス検討手続
きを経て認証したライセンスだけでも６９種 

http://opensource.org/licenses/alphabetical�
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前田博史他（2007）「オープンソースソフトウェアに潜む法的リスクの低減に向け
た取り組み」UNISYS TECHNOLOGY REVIEW 第94号、132-146頁。 

※GPLが約８０％を占める 
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図  Ciscoとの和解を報じるFSN のWebページ 
http://www.fsf.org/news/2009-05-cisco-settlement.html 
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コード違反チェックの自動化 

システマティックなチェック
体制整備 

ＧＰＬ使用禁止! 
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PALAMIDAなどのツールを使っての自動検出 

コード違反チェック自体がビジネスとして展開 
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前田博史他（2007）「オープンソースソフトウェアに潜む法的リスクの低減に向け
た取り組み」UNISYS TECHNOLOGY REVIEW 第94号、132-146頁。 

大手企業では、オフショア開発も含めて、OSL違
反を犯さないようにするさまざまな対策をとり
つつある。 
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GPL自体の利用を禁止する動き 
・バンダイナムコゲームス 

「GPLが検出されたら製品出荷は中止! バンダ
イナムコのOSSリスク管理」 
http://journal.mycom.co.jp/articles/2010/11/26/oss/index.html 

・他の大手ゲーム開発業者もGPL禁止 

ＧＰＬ 

http://journal.mycom.co.jp/articles/2010/11/26/oss/index.html�


オフショア開発 

中小企業のように体力のな
いセクターの対策不足 

Ａｎｄｒｏｉｄの衝撃 
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71％のAndroidとiPhoneのアプリ
ケーションがOSL違反 

OpenLogicがスキャンしたアプリケー
ション635本のうち、 
 Apache使用が52本 
 GPL/LGPL使用が16本 

 

これらのライセンス順守率は29％ 
 
http://www.openlogic.com/news/press/03.08.11.php 
 

http://www.openlogic.com/news/press/03.08.11.php�
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「モバイルアプリケーションはオープンソース
[ライセンス]順守の新しい領域となっていくだ
ろう。オーブンソース[ライセンス]順守への注
意不足と知識の欠如は、モバイルアプリケー
ションを制作しているあらゆるブランドと組織
が危機に直面しうるということを意味する。と
はいえ、オープンソース[ライセンス]の順守は
難しいものではない。あなたのアプリケーショ
ンで使われているすべてのオープンソースを理
解し、それらのライセンスの要件に確実に従う
ということが求められているだけである。」
(Kim Weints: Open Logic) 
http://www.openlogic.com/news/press/03.08.11.php 
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技術者への啓蒙、元請企業～下請企
業のシステム的な予防法学的対策 

にもかかわらず 
ライセンス違反が発生し、トラブル
となる可能性は「Android以後」に
大きくなっているのではないか？ 
 
 



「紛争」の特徴 
 紛争は常態である 

 紛争は展開する 

 紛争は多層的である 

０にするのではなくマネジメントすると
いう発想 

 

紛争発生後をもにらんだリスクマネジメ
ントが必要となってくる 
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 法律家もプロフェッションとして継続的に教育
を受けねばならない 

 継続法曹教育（Continuing Legal Education） 

 「Android以後」のライセンス処理業務という新し
い領域 

 

 FSFのセミナーは継続法曹教育のプログラムと
して多くの州法曹協会から認定されている 

 オープンソースを含むソフトウェア開発に理解ある
法律専門家の養成 
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リーガルリスク対策だけではなく、ソ
フトウェア開発・利用促進のための法
と法律家の役割 
 社会統制機能 

 人々の逸脱行動を強制的なサンクションによって抑制・
処罰する機能 

 紛争解決機能 
 文字どおり意見や利害の対立を解決する機能 

 活動促進機能 
 人の自由な活動を安定させるために、その予測可能性を

高める機能 
 資源配分機能 

 国家の有するリソース（資源を）どう配分するかの政策
的目標を、基本法等に落とし込んで、さらに具体的には
各行政機関が政令・規則で実現する機能 

 



開発工程の枠組みでの協同 
 法律家とクライアントの関係 

 

 

社会的広がりをもった枠組みでの協同 
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これにとどま
らず 
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