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一般社団法人「オープンソースライセンス研究所」主催

～第 1 回「ワンランク上のシステム開発を目指すための」
オープンソースライセンス研修～

2012 年 11 月 27 日（火）開催決定
OSS の適切な理解のもと、企業が安心して OSS を活用できる社会・文化作りを目的に設立された一般社団
法人「オープンソースライセンス研究所」（英名：Open Source License Laboratory, 略称：OLL, 所長：静岡大
学 客員教授、株式会社パドラック 代表取締役：杉本等）は、来る 2012 年 11 月 27 日（火）、団体の設立後初

となる企業のシステム開発マネージャ向けのオープンソースライセンス研修を実施することを決定いたしまし
た。また、今後におきましては、法務担当者向けセミナーや地方での研修会の開催、教育機関での講義など、
多岐に渡った活動の実施を目指して参ります。
この度の研修では、ライセンスごとに留意すべきポイントや、ライセンス間の相違について言及する他、オー
プンソースソフトウェアのライセンスについて、システム開発マネージャが知っておくべき法的な知識や、著作
権法との関わり、一般的なライセンスに関する基礎知識などを解説。また、特許法との関わりや、その他法的
なポイントについて、いくつかの事例と併せてご紹介いたします。ライセンスの理解促進と実用化を目指す研
修となりますので、皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。
【研修概要】
研修名：「ワンランク上のシステム開発を目指すための」オープンソースライセンス研修

日時：平成 24 年 11 月 27 日(火) 14：00-17：00
場所：株式会社オージス総研 東京本社
東京都港区港南 2 丁目 15 番 1 号 品川インターシティＡ棟 12 階 セミナールーム
対象者：システムインテグレーター、ソフトウェア開発会社、ソフトウェア利用会社のシステム開発マネー
ジャや品証部門等、ソフトウェアの品質管理をされる方。

定員：20 名
受講費：10，500 円（事前振込）
申し込み方法： ホームページよりお申し込み下さい。 http://www.osll.jp/
主催：一般社団法人オープンソースライセンス研究所
【アジェンダ】
◆14：00-14：10 所長挨拶
一般社団法人オープンソースライセンス研究所 所長 杉本 等
◆14：10-14：30 オープンソースソフトウェアの基礎知識
一般社団法人オープンソースライセンス研究所 理事 湯澤 一比古
◆14：30-17：00 オープンソースライセンス（利用許諾）の基礎講座
大堀・山本法律事務所 弁護士弁理士 大堀 健太郎

【OLL 設立の背景】
昨今、オープンソースソフトウェア（以下、OSS）は、OS、ミドルウェア、アプリケーションに至る
まで広範囲で活用されています。むしろ、OSS は様々な領域のシステム開発において欠かせない存在に
なっています。それに伴い、オープンソースライセンスも、GPL、AGPL、BSD など複雑化してきており、
ソフトウェア産業に携わる企業に大きな変化をもたらしています。例えば、気付かないまま規約違反の
商品を納品し、発注企業から開発のやり直しを要求されることにより大きな損害を受けるケースがあり
ます。このように、OSS を安心して安全に活用できる環境はまだ整っていないのが現状です。オープン
ソースを活用する企業にとって、OSS を適正に使うことを知ることは、今後ますます重要になります。
【OLL 設立の目的】
オープンソースライセンス研究所は、日本における OSS の更なる活用推進に向けて、複雑化してきた
オープンソースライセンスの研究を行い、OSS の健全な利用を促進することにより、ソフトウェア産業
の更なる発展を目指します。
【活動内容骨子に関して】
1）OSS の適正利用促進活動
－適正利用に向けて外部向けセミナーの開催
－会員企業による OSS 勉強会の開催 （情報交換、事例紹介、研究発表等）
インターネットによる情報提供
－会員向け情報ポータルの開設（OSS 裁判事例、ライセンスに関わる最新情報の提供）
2）OSS 適正利用のための人材育成
－OSS マスタ－（適正利用）認定制度の設置（企業認定・個人認定）
－大学・専門学校への寄付講座
－人材育成のための勉強会（全国的に実施）
3）OSS のビジネスサポート
－法律関係者と企業の連携（コンプライアンスサポート）
－勉強会を通じた企業同士のコミュニティの形成
－オープンソースライセンスの適正利用に関する相談窓口機能の設置
4）OSS ライセンス研究活動
－官公庁の行うオープンソースソフトウェア関連施策に対する協力、および関連団体との情報
交換および各種行事の共催
－OSS ライセンス白書等、OSS の啓蒙にまつわる書籍執筆活動
オープンソースライセンス研究所では、ソフトウェア産業を中心に会員を募っておりますが、OSS
を使って開発を行う個人の方についても積極的に募集を行っております。これからも健全な OSS 利用
を促進し、日本の競争力を強化すべく IT 産業の発展、成長を目指してまいります。
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【協力メンバー】
※協力メンバーは、本会の趣旨に賛同いただき、目的達成のために積極的にご協力いただく方々です。
主に教育機関、自治体、団体の方々により構成されています。（敬称略・順不同）
秋田大学 工学資源学部 情報通信ネットワーク研究室
東北大学 大学院 経済学研究科 教授 樋地 正浩
福島大学 総合情報処理センター 准教授 本田 修啓
大阪大学 情報基盤本部 サイバーメディアセンター（兼）講師 江原 康生
静岡大学 人文社会科学部 教授 伊東 暁人
静岡県立大学 経営情報学部 教授 鈴木 直義
名古屋大学 大学院環境学研究科 教授 栗本 英和
法政大学ビジネススクール イノベーションマネジメント研究科 教授 村上 健一郎
弁護士 弁理士 大堀 健太郎
弁護士 岡島 順治
独立行政法人 情報通信研究機構 産業振興部門 事業化支援室長 佐々木 洋
静岡大学 大学院 工学研究科 事業開発マネジメント専攻 教授 上田 芳伸
東北大学 大学院 情報科学研究科 教授 曽根 秀昭
東京情報大学 総合情報学部 環境情報学科 准教授 鈴木 英男
ライター 可知 豊
静岡県県議会議員 田内 浩之
島根大学 法文学部法経学科 教授 野田 哲夫
おおいた市民総合法律事務所 日田事務所 弁護士 吉井和明
虎ノ門南法律事務所 弁護士・ニューヨーク州立弁護士 上沼紫野
特定非営利活動法人 オープンソースソフトウェア協会
【賛助会員】

BOSS-CON JAPAN (敬称略)

●会員について●
【正会員】 オープンソフトウェアライセンスの適正利用に興味がある企業
【会

【入

費】1 口 6 万円／年（議決権の数になります）
資本金 3 億円以上

18 万円／年

議決権

3 口以上

資本金 1 億円以上

12 万円／年

議決権

2 口以上

資本金 1 億円未満

6 万円／年

議決権

1 口以上

会】オープンソースライセンス研究所のウェブサイトからお問い合わせください。

URL:http://www.osll.jp/
正会員・個人会員・賛助会員・協力メンバーは随時募集中です。ご興味のある方はご連絡下さいますよ
うお願いいたします。
＜今回のプレスリリースに関するお問合せ>
オープンソースライセンス研究所 理事
株式会社ネットワークコミュニケーションズ 岡田直子
TEL：03-6795-0027

FAX：03-6795-0028 E-mail：press@osll.jp

Web site：http://www.osll.jp/

