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第

回

2011 年に流行った OSS とライセンス
月までと 2011 年１月から 11 月まで
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はじめに

のデータを比較し、2011 年に人気
がでた OSS の総合ランキングと、
web/アプリケーションサーバ、フ

１年間で何が起きていたのかを振り

レームワーク、データベースとビッ

返る記事があちこちで書かれる時期

グデータ、という３つのジャンルの

になった。それらの中で、アメリカ

中で、人気が上昇したもの、下降し

のOpenLogic社が出したレポート※1

たもの、横ばいのものを明らかにし

が興味深い。このレポートは2011年

ている。今回の記事はここで紹介さ

に採用された OSS（Open Source

れている OSS を中心に書いてみる。

OSS

Date

図 2 GoogleTrend で見る web/
アプリケーションサーバジャンル

Software）のトレンドについてまと
めたものである。もともとこの会社
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波瀾万丈の2011年が終わり、この

OSS トレンド

は、顧客企業が安全に OSS を利用、
ジャンルごとに人気の推移を見て

リューション（OLEX: OpenLogic

みる。まず、web/アプリケーション

Exchange

※2）を提供するベンダで、

OSS

サーバのジャンルでは、Node.js と

OLEXから収集した顧客企業の OSS

nginxが上昇、JBossとGlassFishが

利用情報とGoogle社での検索数から

下 降 、 Tomcat と Apache HTTP

トレンドを割り出した。

Serverが横ばいとなっている。

Gralis
Rails
Spring
Struts

trend

保守、管理することができるOSSソ

Date

レポートは、2010 年１月から 11

この調査の元データのひとつにな
図 3 GoogleTrend で見るフレームワークジャンル

っているGoogle社での検

図 1 OLEX

6

索数はGoogleTrend ※3 で

のジャンルでは、調査によると、

確認することができる。

Rails が上昇、下降したものはなく、

そこでこれらのOSSの傾

横ばいになったのは Spring、

向を調べてみると図２※4

Grails、Struts となっている。

のようになる。これでみ

一方、このジャンルに関しても

ると、Node.jsとnginxは

GoogleTrend で確認してみると、

上昇しているものの、

どれもほぼ横ばいになっている。

Apache、Tomcat、JBoss

最後に、データベースとビックデ

GlassFish はほぼ横ばい

ータのジャンルでは、調査によると

となっている。

HBase、Hadoop、MongoDBが人気

次にフレームワーク

上昇、CouchDB が下降し、MySQL
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という宣伝をそのまま鵜呑みにする

で自由にソースコードを利用、複写、

ことが危険だということもわかる。

改変、再配布できるソフトウェアで、

さらにいうと、これら人気のでた

著作権者が定めた許諾条件に従わな

キーワードで実現した OSS をビジ

ければ利用することができない。こ

ネス上で明白なメリットをだせるよ

の許諾条件を定めたライセンスは

う商用サービスに組み込めるかどう

100 以上存在すると言われており、

かは自分達しだいである。

オープンソース文化の啓蒙を目的に

だが、使ってみなければどのよう

設 立 さ れ た OSI（ Open Source

なメリット／デメリットがでるかは

Initiative）に記載されているもの

図 4 GoogleTrend で見るデータ
ベースとビッグデータジャンル

わからないし、人気のでたキーワー

だけでも 69 件 ※ 5 確認することがで

ドを実現するOSSの運用や開発に携

きる。

とPostgreSQLが横ばいとなっている。

わると、特に、若いエンジニアのモ

Date

このジャンルでも GoogleTrendで

チベーションが高くなる。そのため、

確認すると、MongoDBとHadoopは

ポータルサイト goo を運営している

上昇しているが、それ以外に関して

NTTレゾナントでも、新しいサービ

はほぼ横ばいとなっている。

スでHBase、nginx、Hadoop、Rails

これらの結果をざっと見てみる

といった、先の報告書で2011年の人

と、「ビッグデータ」や「高速でス

気top5に入るOSSを積極的に採用し

ケーラブル」と言ったキーワードで

ており、従来からのサービスにおい

形容される OSS に人気が集まって

ても適用可能と判断したものについ

いることがわかる。ただ、OSS の

ては順次取り入れている。

図 7 OSI に登録されたライセンス

これら乱立状態にある OSS 用ラ
イセンスについて、2010 年に IPA

世界にもトレンドがあり、これら流

さらに、2011 年に人気が出た

行するキーワードを実現する OSS

OSS のうちのいくつかは社内用ツ

（独立行政法人情報処理推進機構）

すべての人気が上昇するわけではな

ールとして使用／検証を行っている

が「OSS ライセンスの比較、利用

く、何かの理由で横ばいや下降する

し、社内勉強会の演題として随時人

動向および係争に関する調査」とい

ことがあることもわかる。何が流行

気のある OSS を取りあげている。

う調査報告書※6 を公開している。

っているのかを OpenLogic のデー
タと GoogleTrend のデータを比較
してみてわかったように、調査する
手段によって大きな違いがでてくる
ため、「この OSS は人気がある」、

図 6 NTT レゾナント社内勉強会
図 8 IPA 調査

3

OSS を利用するにあたって

この報告書は、別の報告書でまと
められている GPL ※ 7 以外の主要な

図 5 トレンドの OSS を利用したサービス
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OSS はユーザが一定の条件の下

OSS ライセンス 16 種類について、
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表 1 ライセンスカテゴリ分類
カテゴリ

改変部分のソースコード

コピーレフト型

開示要

組み合わせ部分のソースコード
開示要

準コピーレフト型

開示要

開示不要

非コピーレフト型

開示不要

開示不要

開示までを義務づけるかどうか
というポイントで開示義務づけが要
図 9 GNU GPLv3 逐条解説

その概要、開発の意図、ライセンス

不要かどうかで、表１のように分類
図 11 LGPLv3 ライセンスロゴ

することができる。
例えば、先のレポートで2011年の

み合わせた場合にはそれらを開示す

Top5に入っているHBase、Node.js、

る必要はないが、改変した場合には

この報告書によると、OSS ライ

nginx、Hadoop、Railsについてみて

開示の必要がある。

センスのほとんどは「コピーレフト」

みる。HBase、HadoopはApacheプ

一方、データベースとビックデー

と呼ばれる概念への適応状況に応じ

ロジェクトであり Apache License

タのジャンルで人気が出た

て３つのカテゴリに分類することが

v2.0を採用している。

MongoDB の言語ドライバは

を巡る係争などについてまとめたも
のである。

Apache License v2.0 で非コピーレ

できる。
ここでコピーレフトとは、著作者
が著作物に対する権利を保持したま
ま、著作物の配布条件として、利用

フト型であるが、本体は AGPL

The Apache Software
Foundation

（ GNU Affero General Public

Apache License, Version 2.0

License）でコピーレフト型のライ

図 10 Apache ロゴ

者に著作物を複写、改変、再配布す
る自由を与える一方でそれらの派生

センスである。
Node.js と Rails は MIT License、

物（二次的著作物）の配布者に対し

nginx は独自の nginx License だが

て同じ条件で派生物を配布すること

ほぼ BSD License である。これら

を義務づける概念で、著作物が配布

３つのライセンスはすべて非コピー

され続ける限り制限なく適用され続

レフト型であり、元のソースコード

けることを意味している。

を改変した際、他のソースコードと

この場合、本体部分を改変した場

組み合わせた際にそれらのコードを

合や他のソフトウェアと組み合わせ

開示する必要はない。

た場合にはそれらのソースを開示す

さて、報告書があげている 3 つの
カテゴリには、
・コピーレフト型

また、web/アプリケーションサー

図 12 AGPLv3 ライセンスロゴ

る必要がある。

・準コピーレフト型

バの分野で人気が落ちた JBoss は

NTT レゾナントはポータルサイ

・非コピーレフト型

LGPL（GNU Lesser General Public

ト運営の企業で、ユーザ端末での動

があり、

L i c e n s e ）、G l a s s F i s h は C D D L

作用に OSS の JavaScript ライブラ

・利用者がソースコードを改変した

（Common Development and Sistri-

リを多用している。一方、サーバプ

際に改変部分のソースの開示まで

bution License）とGPLv2 with Class

ロダクトは配布することがないの

を義務づけるか

path Exceptionのダブルライセンス

で、OSS ライセンスに縛られた選

で、これら３つのライセンスはどれ

択の必要は基本的にない。もっとも、

も準コピーレフト型である。

受託開発するプロダクトで OSS を

・利用者がソースコードを他のソフ
トウェアのソースコードと組み合
わせた際に、他のソースコードの

8

この場合、他のソースコードと組

使用する場合にはそのライセンスを
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考慮して OSS の選択を行う必要が

応にコストがかかるし、企業イメー

あるし、開発するプロダクトには

ジの悪化にもつながる。さらに、

OSS のソースコードが混入しない

OSSはライセンスだけでなく特許も

ようチェックする必要がある。

関係していることに注意が必要であ

web サービスでよく使われている

る。例えば、GPLv3のように著作者

データ転送規格に RFC4627 で規定

が利用者に対して自らが持つ特許の

された JSON（JavaScript Object

使用を許可する条項を含むライセン

Notation）がある。策定したのは

さて、ライセンスに違反した場合

スの場合、利用者はこのOSSを使わ

json.org で、この団体が公開してい

について考えてみよう。先の報告書

ない形ではこの特許を無料で利用す

る JSON-java ※ 8 という java ベース

では、米国で 12 件、ドイツで４件、

ることができない。利用者が元の

の JSON 向け参照パッケージのライ

フランスで２件起こった訴訟につい

OSSソースを読み、特許調査をせず、

センスが興味深い。このライセンス

て調査している。これによると、当

そのベースになっているアーキテク

は MIT License をベースにしてい

初の訴訟では GPL が法的拘束力を

チャを使って別のプログラムを作る

るが以下の文言が付け加えられて

持つのかどうかなどが争われていた

ケースでは問題が発生してしまう。

いる。

4

ライセンスとのつきあい方

が、時が経つにつれ、賠償金やライ

特に 2011 年に人気が出た「ビッ

センスを守る専門の役職を設けるこ

グデータ」や「高速でスケーラブル」

と、といった OSS ライセンス違反

といったキーワードに代表される最

者への懲罰といった側面が強くなっ

近のトレンドには各社リソースをつ

てきている。

ぎ込んでおり、様々な特許がでてい

一方国内では、OSS ライセンス

5

おわりに

The Software shall be used for
Good, not Evil.
さて、あなたはこの OSS をつか
うことが出来るだろうか。

ることが想定できる。そのため、単

違反が係争事例になったことはまだ

に OSS を使うだけにとどまらず、

ない。しかし、2004 年に ELECOM

それを拡張する場合や、独自仕様を

社製のルータで GPL の Linux カー

作り込む場合には特に注意が必要と

ネルが使われていることが発覚した

なる。
図 13 json.org

ケースでは、当初ソース公開する必

このような既存ライセンスの抱え

要はないと回答した企業が、最終的

る問題に加えて、今後も多種多様な

※ 1 http://goo.gl/8PPWY

に該当するコードを希望者に送付す

ライセンスを持った OSS が出てく

※ 2 http://goo.gl/fAf6D

るとした。また 2001 年にソニーコ

るであろう。そのため、OSS 利用

※ 4 GoogleTrend で対象地域を全世界、対象時期

ンピュータエンタテイメント社の

にあたっては、組織内で利用ポリシ

PS2 用ソフトとして開発したゲーム

ーを明確化すると供に、他社の特許

※ 5 http://goo.gl/H3Uul

が GPL の下でライセンスされてい

や著作権などの権利を侵害していな

※ 6 http://goo.gl/EJcbX

たライブラリを使っていたことが発

いかチェックをすることが今にもま

覚したケースでは、当初「GPL 違

して重要視されるようになるだろ

反疑惑そのものを認識していないた

う。もちろん、誰かが作ったライセ

め現在確認中」と回答した企業が、

ンスについて調べるだけでなく、日

お問い合わせ先

最終的にゲームを生産終了、廃盤と

本の法律に準拠する形で独自にライ

した。

センスを作り公開することも面白い

NTT レゾナント株式会社
広報担当
TEL ： 03-6703-6250
E-mail ： pr@nttr.co.jp

このように、ライセンス違反は対
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かもしれない。

※ 3 http://goo.gl/ikZaO
を過去 12 ヶ月に設定して検索し、結果をダウン
ロードした上で R を使って描画した

※ 7 http://goo.gl/EcTPI
※ 8 http://goo.gl/sjlBf
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