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はじめに / Introduction

本日の発表の目的

• 日本国内のSW360を知ってる人を増やす
• https://projects.eclipse.org/proposals/sw360

• GitHub

• https://github.com/eclipse/sw360.git

・ 簡単な機能の紹介
What can you do by using SW360?
• どんなことができるか知りたい人に

• (ちょっとだけ)導入紹介 How to install ?

• とにかくすぐに手元で動かしたい人に

・バグ(問題点)
・運用上のノウハウ
・開発している機能
は次回以降紹介

https://projects.eclipse.org/proposals/sw360
https://github.com/eclipse/sw360.git


5

公開情報

公開されてる関連ドキュメント

SW360 pdf で検索 1件目
Open Source with Open Source: Component Mngmt with SW360

SW360 pdf で検索 *6件目
https://www.eclipsecon.org/france2017/session/sw360-component-

management-hub

• 参考 (Open Compliance Summit)
2018年12月6日(木) 16:40-17:30
Workshop: Using OSS Tooling for Open Source Compliance

- Michael Jaeger, Siemens AG

http://events17.linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/(FINAL)Mr. Johannes Kristan and Mr. Michael Jaeger.pdf
https://www.eclipsecon.org/france2017/session/sw360-component-management-hub
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SW360とは？/What‘s SW360?

A software component catalogue application

・OSS Web Application
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02
SW360機能紹介

兼 実演デモ
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機能紹介

• Catalogue Function 
• プロジェクト情報

• ソフトウェアコンポーネント管理

• 脆弱性情報

• ライセンス情報

• Connection with FOSSology
• ソースコードを送信

• Others
• API機能開発進行中

• 商用のOSS管理ツールからデータインポート機能があるらしい

• https://github.com/sw360/sw360bdpImportService

• ドキュメント作成機能

A software component catalogue application

カタログ機能といっても
初期情報はユーザが入力

その後いろいろな人が確認できる
Webカタログとなる例：Fossology

の分析結果

https://github.com/sw360/sw360bdpImportService
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プロジェクト/コンポーネントの登録

 プロジェクト登録
- プロジェクト名（例: ABC装置用ソフト開発 ）

- プロジェクト情報公開範囲 (例: 社員全員, プロジェクト責任者のみ)

- プロジェクトタイプ（例: 内部プロジェクト, 製品開発）

- プロジェクト担当グループ (例：A_group)

- プロジェクトの活動レベル （例：アクティブ , フェーズアウト, 不明）

プロジェクトA
(ABC装置用ソフト開発 )

プロジェクトB

プロジェクトC

OSS
コンポーネントX

OSS
コンポーネントY

OSS
コンポーネントY
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プロジェクト/コンポーネントの登録

 コンポーネント登録（GUI）
- 1. 新コンポーネント登録

• コンポーネント名 (Demo_Soft1, acl ,gcc, …)

• コンポーネントカテゴリ (test, ライブラリ, SDK, …)

- 2. リリース
• バージョン名 (1.0)

プロジェクトA
(ABC装置用ソフト開発 )

プロジェクトB

プロジェクトC

Demo_Soft

コンポーネントA

コンポーネントB

1.0

OSS
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プロジェクト/コンポーネントの登録

 コンポーネント一括登録
- 所定の書式でcsvデータ入力

- 登録データアップロード
• 入力したcsvをアップロード

- 添付ファイルアップロードスクリプト実行
• ソースコードを添付

コンポーネント名 バージョン

レポジトリから持って
これる情報



プロジェクト/コンポーネントの登録



プロジェクト/コンポーネントの登録



プロジェクト/コンポーネントの登録



プロジェクト/コンポーネントの検索
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コンポーネント情報検索

 状況
- 予め登録してあるOSSコンポーネントの情報を確認したい

コンポーネントOSS (例：acl) のライセンス情報を確認したい
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コンポーネント情報検索

 状況
- 予め登録してあるOSSコンポーネントの情報を確認したい

コンポーネントOSS (例：apache maven) の脆弱性情報を確認したい
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登録脆弱性情報

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-0253
NVD 脆弱性データベースから結果を持ってくる仕組み

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-0253
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03
SW360構築案内
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SW360インストール法

・インストール手順

- 仮想環境
- Vagrant利用

- https://github.com/sw360/sw360vagrant

- Proxy環境下ではプラグイン必須

- vagrant plugin install vagrant-proxyconf

- マシンに直接インストール
- https://github.com/eclipse/sw360/wiki

https://github.com/sw360/sw360vagrant
https://github.com/eclipse/sw360/wiki
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SW360

SW360

LIFERAY
(UI Integration)

{RESTful} API *

Tomcat

CouchDB

* Rest: this REST API provides access to project resources for external 
clients. Please note the state of the REST API is experimental and its 
may exposed by breaking changes.

c.f. https://github.com/eclipse/sw360

Component of SW360

https://github.com/eclipse/sw360
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Vagrant インストール

ここまですぐ！
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Vagrant 簡単インストール

• Install virtualbox & vagrant
• < vagrant plugin install vagrant-proxyconf >

$ git clone https://github.com/sw360/sw360vagrant.git

Ubuntu, Tomcat,  Liferay, CouchDB (Install & Setting)
$  ./download-packages.sh
$  ./generate-box/generate_box.sh

SW360 インストール
$ cd into sw360-single
$ vagrant up
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Direct Install

準備

export _JAVA_OPTIONS=
“-Djdk.net.URLClassPath.disableClassPathURLCheck=true”

Java 1.8.X インストール ＆ jdk オプション設定

CouchDB 1.6 & CouchDB Lucene インストール

データベース

Git & Maven

ツール

ブラウザ
Firefox / Chrome
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Direct Install

インストール

Liferayportal ＆ tomcat-6.2-ce-ga5
https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay%
20Portal/6.2.4%20GA5/liferay-portal-tomcat-6.2-ce-
ga5-20151119152357409.zip/download

CouchDB 1.6 以上

Apach Thrift 0.93 (固定)

https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay Portal/6.2.4 GA5/liferay-portal-tomcat-6.2-ce-ga5-20151119152357409.zip/download
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Direct Install

$ mvn clean

$ mvn install –Pdeploy -Ddeploy.dir=/ABSOLUTE/PATH/TO/DEPLOY/FOLDER

$ cd sw360

$ unzip liferay-portal-tomcat-6.2-ce-ga5.zip
$ cd liferay-portal-6.2-ce-ga5 && mkdir deploy
$ export LIFRAY_PATH = /ABSOLUTE/PATH/TO/DEPLOY/FOLDER

$ git clone https://github.com/eclipse/sw360.git

Liferay 準備

SW360 準備

Tomcat 準備

$ cd liferay-portal-6.2-ce-ga5/tomcat-7.0.62/bin

$ ./catalina start

https://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay Portal/6.2.4 GA5/liferay-portal-tomcat-6.2-ce-ga5-20151119152357409.zip/download
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GUI設定

https://github.com/eclipse/sw360/wiki/Deploy-
Liferay

以下参考

・ログイン方法の設定などを行う

https://github.com/eclipse/sw360/wiki/Deploy-Liferay
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所感

・オープンソースをオープンソースで管理するアイデア

・WordやExcelで管理するより便利だが…
- 他の人の利用所感も聞きたい
-- 特に非エンジニアの方々

・プロジェクトを超えて利用するには社内政治が必要かも？
・コンポーネントの粒度をどの程度にするかいろいろ考え方がある

・想定利用ユーザのことを考えると日本語も欲しい
・ソースコードレポジトリとも連携出来たら便利
・ちょっと挙動が不安定
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04
SW360開発に興味がある人に向けて

さいごに
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開発希望者向け情報

GitHub
• https://github.com/eclipse/sw360

開発環境など
• 開発言語

• Java 90.7% JavaScript 3.4% Thrift 2.5% CSS 2.0%
Python 0.9% Shell 0.3% Other 0.2%

• IDE

• Netbeans, IntelliJ IDEA 

• Eclipceは不可
• Please do not use Eclipse, because the integration of Apache Thrift is an open 

issue and we found no plugin for Eclipse to solve the shown compiler errors. 
Recommended is IntelliJ IDEA or NetBeans.

• Vagrant script

• https://github.com/sw360/sw360vagrant

https://github.com/eclipse/sw360
https://github.com/sw360/sw360vagrant
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ご清聴ありがとうございました


