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とと共に、運用管理面での不安や技

術者不足、コミュニティ主導の開発

により「製品のロードマップを予測

しにくい」といったことをあげてい

る。そして最近では、既に採用して

いる企業から、OSSのライセンス

（ソフトウェアの使用許諾条件や著

作権）などの法的課題への対策を求

める声もあがっている。

OSSの法的課題を考えるために

は、はじめにOSSの定義を認識する

ことが必要である。図１は O S I

（Open Source Initiative）によるオー

プンソースの定義（OSD： The

Open Source Definition）に記されて

いるオープンソース・ライセンスの

要件を要約したものである。OSDで

は「オープンソースのライセンスを

販売してはいけない」や「著作権を

放棄しなければならない」といった

事柄は記載されていない。つまり、

OSSとは、ソースコードを入手でき、

自由に複製・改良・配布が可能であ

るソフトウェアを指しているといえ

る。しかし我が国では、ソースコー

ドが公開されていることを基本とし

た様々な定義のライセンスに「オー

プンソース」という表現が使用され

てきたために、OSSに関し誤った認

識を持っている場合が多いようだ。

図２は、我が国の知的財産権の体系

を示したものである。ソフトウェアは、

著作権のひとつとして位置づけられて

いる。ソフトウェアの採用は、当事者

間の約束（合意）により成立し、ソフ

トウェアのコピー、頒布、改変を行う

には著作権者の許可が必要である。許

Linuxが企業向けOSの選択肢と

して確立された今日、Linuxをはじ

めとしたオープンソースソフトウェ

ア（以下、OSS）の適用領域は、

Webサーバやメールサーバといっ

たインターネットのエッジ系と呼ば

れる領域から、アプリケーションサ

ーバやデータベースなどのミドルウ

ェアの領域へと適用範囲を拡げてい

る。OSSを採用した企業では、そ

の理由として「活用したい領域に

OSSが存在していた」ことと共に、

経済的であること、柔軟性に優れて

いること、従業員の動機といったこ

とをあげている。一方、OSSを採

用していない企業では「活用したい

領域にOSSが存在していない」こ
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可方法は主にライセンスに記載されて

おり、その要求に従う必要がある。従

わない場合は、知財侵害等の問題が生

じる可能性があり、昨今の知財ブーム

と合わせ、OSS採用に対する法的な課

題として注目が高まってきている。例

えばGPL（GNU General Public

License）v2の場合、その契約の成

立時期は、利用開始時ではなく、対

象プログラムを改変または頒布した

時にライセンス条件を承諾したもの

とみなされる（GPL v2. 5条）。つま

り、GPLを採用したソフトウェアに

自社の開発したソースコードを組み

合わせて新しいソフトウェアを開発

し、これを社外に配布する場合は、

規定によりGPLを受託したものとな

る。この場合、自社の開発したソー

スコードも、GPLに基づいて配布す

る必要が生じる。そしてこの時、ソ

ースコードを公開しないプロプライ

エタリなソフトウェアを開発したい

企業にとっては、課題が生じること

となる。しかし、積極的に、このよ

うな問題に対して、自社の製品のソ

ースコードを公開して、オープンソ

ース化し、そのメリットを享受する

ことを目的とした企業も増えている。
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エンタープライズストレージ・サー

バ統括本部Open Source & Linux

推進部 推進マネージャの赤井誠氏

は、OSSの法的課題について次の

ように語っている。

「OSSを活用することで、ユーザ

ーの選択肢の増加、技術的な生産性

の向上などにより、次世代のイノベ

ーションを実現することが可能で

す。しかし現在、OSSのライセン

スの種類の増加による混乱も生じて

います。当社の調査では、現在、

OSSのライセンスは100種類以上も

存在しています。また、ソースコー

ドが公開されていれば、オープンソ

ースであるという誤解もあります。

OSSまたはソースコードが公開さ

れたソフトウェアの多くは、著作権

は放棄されていません。オープンソ

ースの定義に合致せず、再配布でき

ず、改変も困難であるものも存在し

ます。そのため、使用するソフトウ

ェアのライセンス形態を理解せずに

配布等を実施すると、法的な問題が

発生することになります。例えば、

著作権の放棄されていないソフトウ

ェアを著作権が放棄されているかの

ように誤解し、利用・配布した場

合、 他社の知的財産権を侵したり、

あるいは自社の公開したくない知的

財産の公開を迫られる可能性があり

ます。そのため、OSSのメリット

を活用し、かつ自社のビジネスを保

護できる全社レベルのポリシーを策

定し、OSSをガバナンスに基づい

た運用で活用することが必要です。」

O S S の法的課題の対策とは、

OSSをどのように管理して活用し

ていくのか、それを実施していくた

めのポリシーの策定、実施すること

といえるだろう。

ヒューレット・パッカード社（以

下、HP）は、LinuxおよびOSSの

活用のメリットをいち早く認識し

て、LinuxおよびOSSの企業への

適用を積極的に進めてきた。そして

現在では、台数および金額ともにト

ップシェアを誇るベンダーとして地

位を確立している（図３参照）。

現在HPでは、次の３つの活動を

軸にOSSへのアプローチを展開し

ている。

①オープンソース・コミュニティの

メンバーとして参加

②既存のオープンソース・ライセン

スを活用

③Linuxディストリビュータおよび

ISVと協調し、革新的で効果的な

ソリューションを提供

コミュニティへの参加においては、
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ィカルなコンポーネントである全社

ディレクトリを構築した。同システ

ムは、ユーザーのネットワーク認証、

電子メールアドレス解決、インスタ

ント・メッセージおよび名前や住所

などの従業員情報を管理するために

使用されているもので、1,500以上の

アプリケーション用に4,500万以上の

オペレーションを実施している。ま

た、OSSの適用にあたっては、必要

な改善事項を実現するためにコミュ

ニティとの協調を実施。その結果、

以前のプロプラエタリ・ディレクト

リ・ソフトウェアと比較して、大幅

なコスト削減を実現した。

図４は、HP社内のLinuxおよび

OSSユーザーの1日を表したもので

ある。OSSを活用しないで、日常

業務を行えないほどに、積極的に採

用されている。

既にOSSを適用している企業では、

その範囲領域をミドルウェアへと拡

大しつつある。しかし、利用範囲の

拡大に伴い、より高度なシステム構

築技術や保守・運用手法が求められ

てくる。HPでは、企業が安心して

OSSを採用できるよう、異なる3つの

OS上で最適なポートフォリオを提供

する「HP Open Source Integrated

Portfolio（HP OSIP）」を展開してい

る。これは、HP-UX、Windows、

LinuxのマルチOS上で、JBossや

MySQLといった代表的なオープンソ

ース・ミドルウェアに対して、サポ

ートサービスやコンサルティングサ

ービスを提供するものである。

図５は、HP OSIPにおけるミド

ルウェア・スタックを表したもので

ある。「Building Blocks」は、ベス

トオブブリードの検証済コンポーネ

ントをサブスクリプション形式で提

供する。「Blueprints」は、主要な

OSSを構築に必要な構成を組み、

検証し、その結果をドキュメント化

して提供する。そして「コンサルテ

ィング」は、最適なソリューショ

ン・スタックを提供するコンサルテ

ィングサービスである。

偏らない中立的なエリアを中心に、

各種活動に参加している。個人によ

るコミュニティ活動においても、

SAMBA 、ApacheやDebianプロジ

ェクトなどをサポートしている。

また、取組みのコミットメントと

して、次のような事柄を掲げている。

2,500人以上の開発者がLinuxおよ

びOSSプロジェクトに関与

6,500人以上のサービスエンジニア

が、LinuxおよびOSSの実装とサ

ポートをワールドワイドで提供

200以上のOSSを組み込んだHP製

品を出荷

60以上のOSSプロジェクトを開始

300以上のOSSプリンタ・ドライバ

をコミュニティに提供

HPは自社内においても、既に多

数の ITシステムにおいてOSSの適

用を行っている。その一例として、

業界標準サーバHP ProLiantへマ

イグレーションしたドメイン・ネー

ム・サーバでの活用がある。これは、

コンパック社との合併に伴い、重複

してしまった ITシステムのコンソ

リゼーション（統合）の一環として

実施されたもので、数十個のドメイ

ン・ネーム・サーバの統合を行い、

最終的には4つのサーバに統合。そ

の結果、運用コストが大幅に削減さ

れ、管理およびアップグレードの手

間も容易になった。

またHPでは、ディレクトリ・ソ

フトウェア OpenLDAPを活用して、

全社ITシステムのミッションクリテ
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HPは、このように様々なOSSの

取組みで学んだこととして、次のよ

うな事柄をあげている。

◆全社レベルでのポリシー策定・通

知の必要性

◆OSSに関する法的な専門知識

◆全社レベルでのトレーニングの実施

◆全てのOSSプロジェクトの管理

と追跡

◆OSSガバナンス・プロセスの策定

◆社内OSSコミュニティの設立

HPでは、過去10年間にわたって

OSSポリシーの策定に取り組み、

法的なアセスメントを実施。最近の

6年間は全社レベルの正式なガバナ

ンスに基づいた運用を行っている。

このプロセスを運用管理する組織と

して、「Open Source Program

Office」が存在する。本オフィスで

は、オープンスース・コード分析ツ

ールの開発やOSSプロジェクトとラ

イセンスに関する大規模なデータベ

ースの運用を実施してきている。ま

た、全てのOSSに関する活動から継

続的に情報収集を行い、その情報を

HP社内外で活用するための集中管

理ポイントとなり、運用している。

特に、OSSガバナンスに応じて、製

品の出荷などの可否を判断する「HP

Open Source Review Board（OSRB）」

がある。このOSRBには、HPの知

財部門、法務部門、マーケティング、

製品開発事業部などが参加し、運営

されている。例えば、ある事業部の

ソフトウェア製品は、全てこの

OSRBの承認を通して出荷している。

OSSに対する正しい理解をもとに、

適切にビジネスをコントロールする

ことでOSSの法的課題などから生じ

る様々なリスクからHPおよび顧客

を守っていく。一例として、欧州の

ある記者が、HPのデジタル・プロ

ジェクタが「GPL違反をしている」

との疑いを持ち、HPに対して1時間

以内にプレスを発表することを通知

してきたことがあった。それに対し

てHPは、このOSRBのデータベー

スを活用して、該当製品がLinuxで

動作していることを確認し、GPLに

基づいて、Linuxを使用し、配布し

ていることを直ちに記者に回答し、

誤った情報の公開が阻止された。

OSSに関する法的課題への対策

は、OSSの適用領域が拡大し、また、

OSSの定義に沿っていないソフトウ

ェアを採用する可能性が高まるにつ

れ、必要性が生じてくると思われる。

その対応を円滑に行うためには、

OSSに関する法的な経験と専門知識

を持つスタッフが必要で、これは一

朝一夕には実現しないことである。

しかし、OSSガバナンス・プロセス

の策定を支援するHPのコンサルテ

ィングを活用することで、OSSプロ

ジェクトの管理と追跡するプロセス

構築が可能となり、OSSの法的課題

にも対応できるようになる。

昨今、競争の激化するビジネス状況

において、企業が競合に打ち勝つこと

は容易ではない。その中で注目を浴び

る企業の多くが、積極的にOSSを採

用して、そのメリットを享受し、イノ

ベーションを実現して競合に打ち勝っ

てきている。数年前では、OSSという

と、コスト削減というキーワードでの

み語られてきた。しかし、これからは、

正にOSSをイノベーションを実現す

る手段として、考慮する時代となった

のではないだろうか。
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