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NapsterとGnutellaの
情報共有
ここ数か月、新興のソフトウェア 会社が 開発した「Napster」
（ナップスター）が「匿名ファイル交換
ソフト」として海外のニュースをにぎわしている。同時に音楽再生ソフトWinamp の開発元で、現在は
AOL傘下のNullsoftが開発した「Gnutella」
（グヌテラ）もまた、同様の注目を集めている。この2つ
は、単なる違法コピー用のソフトなのだろうか？ ここではその可能性について探ってみることにしよう。
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