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   持続可能なソフトウェア開発 
 

1. 
 

 
 
 システムインテグレータによって導入されるソフトウェアや，パッケージ販売されるソフ

トウェア，あるいはプリインストールされている OS のようにハードウェアと共に販売され

るソフトウェアなど，ソフトウェアの導入には様々な形態があります。 
 しかし一般に商用ソフトウェアと呼ばれるソフトウェア製品には，ソースコードが公開さ

れているものは多くありませんでした。あるいはかつての UNIX システムのように，ソース

コードと共に販売される場合は莫大なライセンス料金を要求されるのが常［2］でした。 
 ソースコードが秘匿される理由，あるいはソースコードに莫大な対価を要求する理由は，

ソースコードそれ自体が重要な知的財産であるとみなされているからです。人間が読むこと

ができるソースコードは工業製品における設計図と同様に扱われ，企業秘密とされました。 
 一方で，ソフトウェア開発の自由を求めたフリーソフトウェア運動や，オープンソースソ

フトウェア，本書で扱うリブレソフトウェアに対する注目が昨今急速に高まっています。 
 リブレソフトウェアには，様々な立場から様々な期待が寄せられています。

いわ

曰く，セキュ

リティを確保するには動作原理が公開されていなければならない，プロプラエタリなソフト

ウェアは市場の独占につながる，公正な入札と情報開示が求められる政府システムはオープ

ンでなければならないなど，マスコミも含めてあらゆる議論が交わされています。 
 ソースコードをオープンにするということの本質は，そのソフトウェアで何か問題が生じ

たときにソースコードの該当部分に自由にアクセスして解析でき，また修正できるという点

にあります。高いセキュリティはそれにより実現されるし，ソフトウェアの発展もまた改変

自由という原則から期待される結果なのです。 
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1. 持続可能なソフトウェア開発 

1.1 なぜソフトウェアの自由が必要なのか 

 本章では，なぜリブレソフトウェア開発を行うのか，リブレソフトウェア開発の目指すと

ころは何なのか，リブレソフトウェアの必然性について明らかにします。 
 
1.1.1 リブレソフトウェアとは 

 ところで，「リブレソフトウェア」という言葉はあまり耳に馴染みのない言葉です。リブ

レソフトウェアとはいったい何でしょうか。 
 
(1) 公開型ソフトウェア 

 この 10 年で普及した情報技術の代表的なものを挙げよ，と問われたら，携帯電話かイン

ターネットと答える人は多いのではないでしょうか。日本では PC の普及率も世帯の過半数

を超え，インターネットは情報インフラとして十分に普及したといえるでしょう。 
 インターネットの普及に伴い，ソフトウェアの配布もネットワーク経由が当り前の手段と

なりました。そのような状況を背景として，昨今，注目を浴びているソフトウェア形態が，

フリーソフトウェアやオープンソースソフトウェアという概念です。 
 ひとくちにネットワーク上で公開されたソフトウェアといえども，その公開形態には様々

な基準があります。ざっと思いつくだけでも，次のような種類があるでしょう。なお，以下

の説明文にある「ソフトウェアの自由」については次項で説明します。 
 

• パブリックドメインソフトウェア 
 著作権を放棄し，第三者が誰でも好きなように利用してよい，ということを作者が主

張したソフトウェア。ただし日本においては著作者人格権は放棄できないため，厳密に

は存在し得ません。著作者人格権を行使しない，という意味でパブリックドメイン的な

取り扱いをすることは可能です。 
 

• シェアウェア 
 成果を皆でシェアしましょう，というスローガンのもと，手数料程度の対価で頒布さ

れるソフトウェア。ただし，一般にはソースコードが付属することはなく，ソフトウェ

アの自由が実現される保障はありません。 
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1.1 なぜソフトウェアの自由が必要なのか 

  1 

                                                 

• フリーソフトウェア 
 ソフトウェアの自由を実現するための最も厳格な主張を行っているソフトウェアで

す。詳しくは後述します。なお「フリーウェア」は具体的にはパブリックドメインソフ

トウェアのことを呼ぶことが多く，フリーソフトウェアとは全く異なるので注意が必要

です。 
 

• オープンソースソフトウェア 
 ソースコードと共に公開され，改変や再配布の自由が認められているライセンスで公

開されているソフトウェアを指します。フリーソフトウェアに対するある種の妥協の産

物と位置づける人もいます。詳しくは後述します。 
 

• シェアードソースソフトウェア 
 ソースコードを一定の範囲で公開するという制限付きの公開形態です。この形態では

ソフトウェアの自由が実現できないため，リブレソフトウェアではありません。 
 

• その他 
 その他，様々な公開形態でソフトウェアは公開されています。ユニークなところでは，

絵はがきウェア1，ビールウェア，ピザウェア2などがあります。 
 
 本書での論点は，ソフトウェアの自由が保障されるか否かです。持続可能なソフトウェア

開発は，ソフトウェアの自由が保障されない限り実現されません。その意味では，単にソフ

トウェアを公開しただけのソフトウェアはソフトウェアの自由を実現し得ないことに注意

が必要です。 
 

 
1 ユーザは，感謝の意を表す絵はがきを開発者に送るというもの。アマチュア無線における SQL カードに由

来しているのでしょうか？ 
2 同じくビールやピザをおごるというもの。インターネットを介して世界に公開している場合には，

ビールやピザをどうやって届けてあげるのでしょうね。 
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1. 持続可能なソフトウェア開発 

(2) リブレソフトウェアの「リブレ」が意味するもの 

 さてこのように様々な形態で公開されているソフトウェアのうち，リブレソフトウェアは

「ソフトウェアの自由」を求める形式で公開されているものを指します。リブレソフトウェ

アのリブレ(libre)は自由を表します。 
 具体的には，フリーソフトウェアとか，オープンソースソフトウェアとして括られるソフ

トウェアを指してリブレソフトウェアと呼ぶことにします。ここで注意しておいてほしいの

は，本書ではそれらがよって立つ哲学の差異までは議論しないということです。 
 次章では歴史的に正しい認識を持つために，フリーソフトウェア運動やオープンソース

ムーブメントに関する簡単なおさらいをしますが，重要なことは各ライセンスの定める条件

を正確に理解することです。本書では，単に，これまでの史実に基づいた判断ができるよう

なリブレソフトウェア開発者を育成することのみに注目します。 
 すなわち，本書の目指すリブレソフトウェア開発者には，ライセンスの問題に関して自ら

の開発に関する個々の事例で問題が起きたときに客観的な判断ができるようになることを

期待します。 
 なお，フリーソフトウェアもオープンソースソフトウェアもその根底に流れる精神は同じ

ですが，社会における立場がやや異なります。そのために議論が迷走し，若干の混乱が生じ

ていることは否めません。 
 政治的かつ無用な混乱を避けるために，本書ではフリーソフトウェア，オープンソースソ

フトウェアという用語の使用はできるだけ控えました。リブレソフトウェアという表現に馴

染めないのであれば，適宜「フリーソフトウェア」なり「オープンソースソフトウェア」に

読み替えていただいても構いません。 
 
1.1.2 リブレソフトウェアの特徴 

 では，リブレソフトウェアは具体的に他のソフトウェア公開形態，例えばシェアウェアや

単にソースコードを公開しただけのソフトウェアとどう違うのでしょうか。 
 言葉を換えていうと，ソフトウェアの自由の本質とはいったい何なのでしょうか。 
 
(1) 自由を求めるソフトウェア 

 さて以下は，次章で紹介する Free Software Foundation が定めるソフトウェアの自由の

条件です。 
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1.1 なぜソフトウェアの自由が必要なのか 

  1 
 

• 目的を問わず，プログラムを実行する自由 
• プログラムの動作を研究し，そのプログラムに修正を加える自由 
• ソフトウェアのコピーを再頒布する自由 
• プログラムを改良し，その改良点を公開する自由 

 
 この条件を吟味すると，ソースコードの公開や配布条件など，リブレソフトウェアの持つ

ライセンス条件がなぜ導き出されるかが分かります。 
 例えば 2 番目3の条件から，ソースコードへ必ずアクセスできなければならないという条

件が導かれます。4 番目の条件も，ソースコードが重要な役割を果たすことを意味していま

す。また 3 番目と 4 番目の条件は，ソフトウェアの改造や再配布に制限をかけてはならない

ことも示唆しています。 
 
1.1.3 世の中にはびこる誤解 

 ソフトウェアの自由がなぜ必要かの結論を導くまえに，もう少しだけリブレソフトウェア

にまつわる曖昧さを排除しておきましょう。 
 世の中ではフリーソフトウェアやオープンソースソフトウェアに対する誤解や偏見がま

かり通っています。他人が誤解しているだけなら構いませんが，自身がリブレソフトウェア

開発者として関与するのであれば，客観的な知識として正しい認識を持っておく必要があり

ます。 
 
(1) フリー(自由)とフリー(無料) 

 最も多く誤解されているのではないかと
おぼ

思しき論点が，フリーソフトウェアにおける「フ

リー」の解釈です。この点に関しては，最近，フリーソフトウェアの創始者である Richard 
M. Stallman も「言葉の選択が適切ではなかった」旨の発言4をしています。 
 フリーソフトウェアにおける「フリー(自由)」は，フリーウェア(パブリックドメインソ

フトウェア)の「フリー(無料)」とは明確に意味が異なります。 
 後者は単に無料で配布することを述べているにすぎません。それに対して前者は，言うま

でもなくソフトウェアの自由を体現するためのフリーです。そのための実施方法のひとつと

                                                  
3 ここで挙げた条件には「第 0 の条件」～「第 3 の条件」という順番が付けられています。 
4 2003 年に日経 BP 社の武部健一記者により行われたインタビューで，日本語では「自由なソフトウェ

ア」と呼んでほしい，と Stallman は答えています。 
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1. 持続可能なソフトウェア開発 

して，無料あるいは手数料のみの頒布といった形態が選択されたことが，誤解の原因となり

ました。 
 
(2) ソースが公開されていれば十分か 

 こちらはオープンソースに対する代表的な誤解です。 
 ソースを公開する(オープンにする)，すなわちソースコード付きで配布すればそれはオー

プンソースソフトウェアだろう，という誤解がまかり通っています5。 
 次章で詳しく述べるように，オープンソースの定義もソフトウェアの自由を実現するため

の手段のひとつとして考案されました。オープンソースライセンスでは，明確にその指針が

打ち出されています。 
 ここまでに説明してきたように，ソースコードへアクセスできさえすればソフトウェアの

自由が保障されるわけではありません。改変の自由や再配布の自由をないがしろにした公開

形態は，真のオープンソースソフトウェアではありません。当然，リブレソフトウェアでも

ありません。 
 
(3) フリーソフトウェアと社会主義 

 フリーソフトウェア活動は自己の知財を公開し，自己犠牲のうえボランティアで社会に貢

献する社会主義的思考に基づいている，というのは大きな誤りです。 
 確かにフリーソフトウェアはソフトウェア開発の発展を意識してソフトウェアの自由を

求めます。しかし，それは他人のためだけの自己犠牲で行われるものではありません。いや

ひょっとするとそういうケースもあるかもしれませんが，多くの場合は，自己の欲求に基づ

く自分のための極めて資本主義的な選択の結果です。 
 端的な例をひとつ考えてみます。 
 ソフトウェアを公開する理由は様々ですが，改変可能，再配布可能な条件のもとでソース

コード付きでソフトウェアを公開することによって，第三者による不具合の修正が期待でき

ます。これは，見方によってはユーザに修正を要求するという極めて利己的な発想ともいえ

るでしょう。 
 なお，ライセンスによる制限の代わりに，ブランディングによる優位性を重視した戦略を

とったのがオープンソースソフトウェアである，と考えることもできます。 
                                                  
5 2002 年 11 月 16 日，朝日新聞夕刊 1 面で「電子政府，脱ウィンドウズへ」という記事が掲載されま

した。その記事では，設計内容が公開され，独自に安全対策を講じられる『オープンソース』と紹介

されています。オープンソースが世間で脚光を浴び始めたのもこの頃ですが，このあたりから，「オー

プンソース」という言葉が本来の定義を離れ，一人歩きを始めてしまったようです。 
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  1 
1.1.4 誰もが参加できる開発体制 

 このように，ソフトウェアの自由が与えられると誰もが開発に参加できるようになります。

誰もが開発に参加できることにより，次のようなメリットを得ることができます。 
 
(1) ソフトウェアの性能向上 

 誰もが開発に参加でき，かつ改良結果の再配布を制限しないことにより，ソフトウェアの

性能と品質が迅速に上がることを期待できます。 
 魅力的なリブレソフトウェアであれば，多くの開発者が機能の追加やパフォーマンスの

チューニングを試みることでしょう。そしてその結果は，ネットワークを介して元の開発者

にフィードバックされます。 
 上手に運営されているプロジェクトであれば，クローズドなソフトウェアでは得られない

ダイナミックなソフトウェア開発により，急激な性能向上が実現できるかもしれません。 
 
(2) バリエーションの確保 

 ソフトウェアの自由が与えられると，そのソフトウェアが提供する機能を必要とし，かつ

ある程度の開発能力を持つユーザであれば，自分の環境でそのソフトウェアを動作させよう

と試みることができます。 
 実際リブレソフトウェアでは，優れたソフトウェアであれば黙っていても対応プラット

フォームが増えていきます。それを必要として移植を試みるユーザが世界中にいるからです。 
 
1.1.5 持続可能な開発体制の実現 

 本節の結論として，ソフトウェアの自由から導かれる最も重要な事実を説明します。それ

は，持続可能なソフトウェア開発を実現するにはソフトウェアの自由が不可欠である，とい

うことです。 
 ソースコードは高度な知的生産物です。その規模が大きくなればなるほど内容の把握は難

しくなり，動作ロジックの整合性を維持するコストが指数関数的にはね上がります。 
 大規模な商業ソフトウェア製品でいま次々と問題が生じている原因の大きな要因として，

もはやこのコストを負担できなくなりつつあることを指摘できます。ソフトウェアの自由を

体現するリブレソフトウェアであれば，技術力を持つユーザ，兼，開発者が一丸となってこ

の問題に対応できます。その結果，低コストで柔軟な開発体制が成立します。 
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 また極端な話，クローズドなソフトウェアの場合その開発を行っていた会社が倒産すれば

そのソフトウェアの開発も止まります。オープンな開発体制を敷いていれば，そのソフト

ウェアを必要とするユーザが後を引継ぎ，メンテナンス体制も持続されていくことでしょう

(図 1.1)。 
 

企業での
閉じた開発

開発終了

倒産
開発
撤退

オープンソース
ソフトウェア開発

開発持続

企業での
閉じた開発

開発終了

倒産
開発
撤退

オープンソース
ソフトウェア開発

開発持続

 

図 1.1 持続可能なソフトウェア開発 

 
 こうして，持続可能なソフトウェア開発体制がソフトウェアの自由により実現されること

になるのです。 
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1.2 ソフトウェア科学の発展 

  1 1.2 ソフトウェア科学の発展 

 さて，次にもう少し広い視点でソフトウェア科学の発展について考えてみることにします。 
 リブレソフトウェアの開発者コミュニティは，しばしば科学技術の研究者コミュニティに

例えられます。すなわち科学者の評価は発表した論文と引用の数で評価され，リブレソフト

ウェアの開発者はその開発した成果物であるソフトウェアで評価されます。既存の成果を効

果的に取り入れ，その上に新しい成果が作られる点は両者に共通した原則です。 
 技術の発展を最優先で考えるならば，成果の共有は最も効率的な方法でしょう。ただしこ

の考え方は，ソフトウェアを製品として考える物質的な商業主義には馴染みにくいところで

す。 
 
1.2.1 成果の積み重ね 

 リブレソフトウェアの開発も，科学的研究も，どちらも既存の成果の積み重ねの上で成り

立つものです。ソフトウェア開発における技術の発展には，成果の共有が欠かせません。 
 
(1) 情報交換の有用性 

 リブレソフトウェア開発は，基本的に科学的研究手法と同じです。 
 科学は，それまでの思考に基づいた情報交換，議論，考察による新たな知見の発見を積み

重ねることによって発展してきました。そこでは，論文という形式で，それまでの研究成果

が自由に流通することが前提となっています。 
 リブレソフトウェア開発においてもまた同じことがいえます。ソフトウェアの分野では，

研究成果としてアルゴリズムを示した論文レベルでの情報共有では不十分です。ソフトウェ

ア開発では，これまでの開発成果を直接利用することが重要です。それには，実装レベルで

の情報共有が必要になります。 
 
(2) 車輪の再発明 

 ところで，ある処理を実現したいときに新しくソフトウェアを書き，システムを構築する

状況を考えてみましょう。 
 例えば，次のようなケース6です。 
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1. 持続可能なソフトウェア開発 

 
 ソフトウェアエンジニアの A 君は，大量のデータを抱えて困っており，それを

処理するアプリケーションを実現したいと考えていました。要求する機能は次のよ

うなものです。 
 

• データが大量にあるのでそれを表形式で管理したい。 
• できればデータ間で自動的に集計処理も行いたい。 
• グラフが作成できて印刷できればなお良い。 

 
 これは明らかにいわゆる表計算ソフト7そのものですが，不幸なことに彼はそれ

に気がつかず，1 年間かけて自前のソフトウェアを開発しました。開発に費やした

彼の 1 年間は，はたして意味のあるものだったのでしょうか……。 

 
 このようなケースを「車輪の再発明」といいます。 
 既に「車輪」というものが存在するにもかかわらず，それを新たに発明し直すことに時間

を費やす無駄や無意味さを象徴する表現ですが，ソフトウェア開発ではしばしばこの車輪の

再発明が行われています。 
 車輪の再発明は，主に次のようなケースで起こり得ます。 
 

• 事前調査不足 
 事前の調査が不十分で，既に利用できるソフトウェアが世の中に存在していることを

知り得ず，新たに作成を始めてしまうケースです。 
 

• 何らかの制限 
 利用したい既存のソフトウェアが商用のソフトウェアとして存在するものの，高価，

あるいはライセンス条件が合わないなどの理由で導入できないため，自ら作らざるを得

ないケースです。 
 

                                                  
7 リブレソフトウェアによる表計算ソフトウェアには，OpenOffice.org や KOffice に含まれる Calc や

KSpread，gnumeric などがあります。 
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1.2 ソフトウェア科学の発展 

  1 
• ソフトウェア自身の抱える問題 
 ソフトウェアが提供する機能に，一部，目的と合致しない部分がある，あるいは動作

プラットフォームが異なるため，導入できない，などのケースです。 
 
 調査不足や他の何らかの制限によって利用不可の場合は，これは致し方ありません。事前

の調査を綿密に行うとか，それなりの予算を確保するなど，他の方法で解決する必要がある

でしょう。 
 しかし，ソフトウェア自身の抱える問題により車輪の再発明とせざるを得ないような状況

は，リブレソフトウェアが解決します。そのソフトウェアがリブレソフトウェアであれば，

細かな機能の修正と再配布ができるようになります。異なるプラットフォームへの移植も可

能です。 
 
1.2.2 ソフトウェア部品化の幻想？ 

 では，もう少し現実的な話をしてみましょう。 
 昔から，ソフトウェアをモジュール化して部品として登録しておき，それらを組み合わせ

ることによってアプリケーションを作成するソフトウェア部品の構想が脈々と存在してい

ます。残念ながらいまだ決定版ともいえる解は無いようですが，それでも研究レベルから実

用的なフレームワークを目指しているものまで様々な試みがなされています。 
 
(1) ライブラリ化 

 ソフトウェア部品は別名コンポーネントウェアとも呼ばれ，ソフトウェアの生産性を高め

るための方策として様々な研究が行われてきました。昨今ではソフトウェア作法の基本とも

いえるオブジェクト指向も，ソフトウェアの再利用性を高めるための工夫のひとつから生ま

れた技術です。 
 ソフトウェアの部品化で最も身近なアイデアは，ソフトウェアライブラリの一群として実

装されています。すなわち，/lib や /usr/lib に格納されているライブラリファイルです。

Windows も，実際にはダイナミックリンクライブラリ(*.dll)の塊として動作しているとい

えるでしょう。 
 これらのライブラリ群は，一定の手順に従って作成されるものですが，ソフトウェア部品

として考えたときにはいろいろと不都合が生じることがあります。 
 ライブラリのインタフェース，いわゆる API(Application Program Interface)は変更がき

きません。提供される機能も，必ずしも目的に合致したものがうまく見つかるとは限りませ
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1. 持続可能なソフトウェア開発 

ん。さらに，その機能自体に関する説明も正しく文書化されていないので使い方がよく分か

らない，という状況も多々生じていました。 
 これらの諸問題が，ソフトウェアの部品化に対する障害となっています。 
 
(2) 情報公開とライブラリの維持管理 

 ソフトウェア部品化を妨げるこれらの課題に対する回答は，すべてリブレソフトウェアが

提供してくれます。文書が無くてもソースコードにアクセスできるため，丹念に追いかけれ

ば動作を理解することは不可能ではありません。 
 また改変の自由が与えられているので，目的に合致した部品として再生することが可能で

す。リブレソフトウェアでなければ，このような融通はききません。 
 最後に重要なポイントとして，やはり再配布の自由が認められていることに触れないわけ

にはいきません。再配布ができることによって，新しい部品を流通させることができるよう

になります。このことこそが，ソフトウェアを取り巻く社会全体の発展の原動力となるので

す。 
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