
OpenChain Japan Work Group Meeting 
 
日時: 2018 年 12 月 5 日（水） 13:30-16:30 
場所: テュフズードジャパン本社（東京都新宿区） 
参加者は末尾に掲載 
 
主な内容： 
 

(1) OpenChain について（Shane） 

 OpenChain プロジェクトに関する最新動向の紹介。 
 プロジェクトに今後参加を予定しているメンバーや、Conformance 取得メンバーの増加
状況を紹介。 
 Tuv Sudと協力して OpenChainの第 3 者認証についても検討していく。 
 

(2)TUV SUD Japan から（高西） 

Tuv Sud Japan の OSS compliance に関連した取り組みの紹介 

OpenChainプロジェクトと協力して、OpenChain仕様の第 3者認証を実施する共に、

顧客のプロセス改善のサポートも行っている。 

 

(3)Japan WG 紹介（今田） 

新規参加者向けに、OpenChain プロジェクトと Japan WG について簡単な説明。 

Japan WG の会合開催状況、サブグループ活動の状況など紹介。 

 

(4)Adhoc 会合内容報告（日下部） （電話会議での報告） 

 2018 年 11 月 20 日にデンソーテンのホストにより、Adhoc 会合を開催した。 



 当日、10 社、20名の方が参加。 

 主な議題は、サプライチェーン上流への説明資料作成。内容についてはほぼ完成形に

なっており、参加者の合意も得られた。 

 

(5)各サブ WGの報告 

#Planning SG                福地 

 会合開催に関する打ち合わせ実施。 

 前回までに検討した Business Workflow を報告書（英語）としてまとめ、GitHub 上

で公開した。 

 Planning SG は、今後は会合開催の調整を主に扱っていく予定。 

 

#FAQ SG                  大内 

 FAQ の項目追加に向けた作業を継続して行っている。 

コミュニケーションツールとして Slack を利用して、議論を行っている。議論に参加

したい人は誰でも参加可能。（大内宛に連絡） 

 

#サプライチェーン上流への説明資料作成    福地（上田代理） 

 リーフレット作成作業を継続して行っている。 



Slack で議論するとともに、Adhoc 会合で Face to Face で集中的に議論を行い、ドラ

フト版としてはほぼ完成に近づいている。 

今後、Shane およびプロジェクトから予算承認を得た上で、編集・印刷を行う業者と

コンタクトして完成させていく。 

 

#ライセンス情報授受                             野村 

 組織間のライセンス情報授受に関するガイドライン作成を目指し、打ち合わせを 2 回

開催して、議論を進めている。 

 SPDX、あるいは SPDX ベースに情報授受する提案が出ている。 

 今度、情報の項目、理由、SPDX との対応付けを明確にして、ガイドラインのドラフ

ト作成に持っていく予定。 

 

#教育資料                                          岩田 

 打ち合わせを実施し、サブグループ活動の方向性を議論した。 

 各社から教育プログラムの全体像と、各教育講座の章立てに関する事例を集めて、現

場で本当に必要な項目は何かを議論していく。2社から提供された事例を紹介。 

 各社の事例を募集。 

 



(6)Open source compliance summitでの内容発表（遠藤） 

https://sched.co/HSCV 

OSS compliance の重要性を説明した上で、さらに活動を広げていくために、何が必要

かを議論した。 

 活動のすそ野を広げるために、これまでとは異なるチャネルでの情報発信が必要では

ないか。 

 

(7)Open source compliance summitでの内容発表 (原田)  

https://ocs18.sched.com/event/HSCP/fujitsus-internal-operations-for-participating-

in-the-oss-communities-takashi-harada-fujitsu-limited 

 OSS Community への参加が活発になるにつれて、企業内で同じ Community への参

加検討が重複するようになり、対策として、参加手続きの明確化と窓口の一本化（リス

ト化）を行った。手続きの概要と現場からのフィードバックを紹介。 

 

(8)台湾での OSS コンプライアンス推進について （加藤） 

 2018年8月に、Shane、パナソニック、ソニーで台湾のOSS Compliance関連Workshop

に参加した。その際得られた、台湾企業の状況、課題を紹介。 

継続して 2019 年も Workshop参加を行いたいので、参加企業を募集したい。 

https://sched.co/HSCV
https://ocs18.sched.com/event/HSCP/fujitsus-internal-operations-for-participating-in-the-oss-communities-takashi-harada-fujitsu-limited
https://ocs18.sched.com/event/HSCP/fujitsus-internal-operations-for-participating-in-the-oss-communities-takashi-harada-fujitsu-limited


 

(9)次回会合案内 

 日時：2019/2/28(木) 13:30～16:30 (13:00開場) 

 場所：東京ビル TOKIA 26階 (JR 東京駅 徒歩 5分) 

    三菱電機 本社 ダイヤモンドプラザ会議室 
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