
「SugarCRM」は最強のWEBアプリフレームワーク!

― 実はRailsだった!? 顧客管理だけじゃないSugarCRMの魅力 ―

SugarCRM日本語

ドキュメントプロジェクト
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本日のアジェンダ

!  SugarCRMを簡単にご紹介

‒  基本機能（顧客管理など）

!  基本的なカスタマイズ機能

‒  スタジオ　／　モジュールビルダ

!  ちょっと複雑なカスタマイズ

‒  事例紹介

‒  アプリケーションフレームワークについて

2 

ちょっと複雑なカスタマイズ

! アプリケーションフレームワーク概略

! SugarCRMを「Rails」として使う

!  事例紹介「経済産業省アイディアボックス」
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自己紹介

!  ヒゲの人: 河村  奨

‒  Cognitom Academic Design 代表

‒  オープンビジネスソフトウェア協会 代表理事

!  (も)：門間 義之

‒  株式会社サイクリックス　取締役

‒  同 SugarCRM分科会
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SugarCRM　とは・・・

!  オープンソースの顧客管理パッケージ

‒  無償版と有償版、SaaS形態

‒  稼働環境：LAMP, WIMP, WISP

‒  ソースコードはGPLv3

‒  ダウンロード件数はXXX万回以上

‒  世界に2万人＋のコミュニティ
!  無償モジュール配布： sugarforge.org　←宝の山 (w

!  有償ソリューション： sugarexchange
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SugarCRMの「通常」利用シーン

!  お得意先管理

!  お問い合わせ管理

!  プロジェクト管理

!  マーケティング支援
‒  キャンペーン管理

‒  個別メール、One to Oneメール

!  グループウェア
‒  ToDo、カレンダー

・・・CRMってとても幅広いのです
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お得意先管理

!  ダッシュボード

!  取引先・取引先担当者

!  リード（引き合い）

!  商談

7 

ログイン直後
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ダッシュボード
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取引先　一覧
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取引先　一覧（詳細検索）
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取引先　詳細（１）
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取引先　詳細（２）
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取引先　詳細（３）
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取引先　編集
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取引先担当者　一覧
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取引先担当者　詳細（１）
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取引先担当者　詳細（２）
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取引先担当者　詳細（３）
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取引先担当者　編集
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インポート機能
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マージ機能（重複排除）
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お問い合わせ管理

!  ケース

!  メール送受信

!  バグトラッカー

昔 Apple2にBUGFIRE BUG ATTACKというゲームがあってですね（違
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メール送受信　メール→ケースへ
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メール送受信　取引先担当者→メール
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バグトラッカー
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プロジェクト管理
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マーケティング支援機能

!  キャンペーン管理

‒  DM・FAX・電子メール

‒  キャンペーンリスト

‒  キャンペーントラッキング

‒  レポーティング

!  バルクメール送信

‒  One to Oneメール対応

‒  HTMLメール対応
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キャンペーン作成
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キャンペーン作成
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キャンペーンレポート
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カレンダー機能
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タスクリスト
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Coffee Break

!  覚えていますか・・・？

‒  The soul of a new machine 邦題「超マシン誕生」

‒  世界の料理ショー

!  小生の最初のパソコン

松下JR-100
!  メモリ16kB

!  クロック890kHz
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カスタマイズ機能

!  スタジオ

!  モジュールビルダー
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スタジオ

!  既存モジュールのカスタマイズ

‒  項目の変更・追加・削除

‒  モジュール連携の変更
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スタジオ　カスタマイズするモジュールを選択
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スタジオ　DBと表示項目名のカスタマイズ
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スタジオ　項目レイアウト変更
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モジュールビルダー

!  新たなモジュールの作成

‒  パッケージ名の指定

‒  ベーステンプレートの指定

‒  DBの設定／カスタマイズ

‒  表示項目の設定

‒  他モジュールとの関連設定

この辺はスタジオとほとんど 
同じインターフェースですね
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モジュールビルダー　初期設定

標準装備のテンプレート 
・ケース 
・取引先／担当者 
などに類似したものなど41 

モジュールビルダー　テンプレート選択
後
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作成モジュール・カスタマイズの導入

現在実行中のSugarの環境に適用

作成したモジュールのみ出力

作業中の開発環境一式を出力
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Coffee　Break　（２）
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アプリケーションフレームワーク概略

!  テンプレートエンジン

‒  Smarty

!  JavaScript
‒  YUI, TinyMCE

!  独自フレームワーク

‒  メタデータアーキテクチャ

‒  アップグレードセーフ

45 
大枠のフレームワークは独自。部分部分でオープンソース活用
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テンプレートエンジン

!  Smarty! Smarty! Smarty!

!  Sugarのいたるところで、Smarty利用

‒  フィールドレベルで : customCode:’{$fields.name.value}’

‒  ビュー全体の生成で

‒  テーマファイルで

!  XTemplateはディスコン (5.5でほぼ廃止)
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Smartyを積極的に活用しているフレームワーク

断片的に
利用する

全体的に
利用する
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PHPライブラリ

!  TCPDF : Sugar5.5でPDFの標準ライブラリに

!  NuSOAP : SOAPで外部とのデータ連携

!  PEAR : 言わずと知れた... (でもそれほど使ってない)

などなど。
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その他のライブラリも細かく使っている
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JavaScript

下記のシーンでAjaxを多用

!  組込みのメールクライアント

!  スタジオ / モジュールビルダー

!  サブパネル (関連モジュール情報の表示)

実際に使われているライブラリ

!  Yahoo! UI Library (Ext.jsはディスコン)

!  TinyMCE (リッチテキストエディタ)

48 48 



SugarのMVC
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SugarController
(コントローラ)

SugarBean
(モデル) DB

SugarView
(ビュー)

モジュールごとに、MとVとCを作成49 

アップグレードセーフ・アーキテクチャ
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ユーザ・レベル

• フィールドの配置変更や簡単なラベル変更

パッケージ・レベル

• 既存のモジュールと統合するための調整 (リレー
ションの設定)

モジュール・レベル

• 新しい機能を提供するモジュールを追加。閲覧画面
や詳細画面のレイアウト

SugarCRM本体

優先度

アップグレード

アップグレード

アップグレード

各々のレベルで生じるアップグレードに備える50 

スキーマ定義

51 スタジオやモジュールビルダーで作ってもOK

!  Vardefsファイル:
オブジェクトのフィールドや
リレーションの定義

!  DB変更は、
Sugarが自動的に。

'extension' => array ( 
  'name' => 'extension', 
  'vname' => 'LBL_EXTENSION', 
  'type' => 'enum', 
  'options' => 'webimage_extension_dom', 
  'default' => 'jpg', 
  'len' => '3', 
  'audited'=>true, 
  'massupdate' => false, 
  'comment' => 'ファイル拡張子', 
), 
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ビューの作成はプログラム不要!

ファイル 対象

editviewdefs.php 編集画面

detailviewdefs.php 詳細画面

listviewdefs.php 一覧画面

popupdefs.php ポップアップ

searchdefs.php 検索パネル

subpaneldefs.php サブパネル
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PHPの配列でレイアウト方法や、
検索方法などを指定

$viewdefs['WebForms']['EditView'] = array( 
  'templateMeta' => array (<省略>), 
  'panels' => array ( 
    '' => array ( 
      array ( 
        'affiliation', 
        'primary_address_postalcode', 
      ), 
      array ( 
        'department', 
        'primary_address_state', 
      ), 
      <省略> 
    ) 
  ) 
); 

スタジオやモジュールビルダーで作ってもOK52 



ディレクトリ構成

!  cache 統合データやテンプレートキャッシュ

!  custom カスタマイズデータはここに

!  data SugarBeanクラスなど

!  include 各種ライブラリ

! modules 既存モジュール・カスタムモジュール

!  theme テーマファイル

53 MVCの流れを追えば、迷子にならないはず!53 

SugarCRMを「Rails」として使う

!  事例紹介
「経済産業省アイディアボックス」
‒  現在稼働中!

‒  2010/2/23~3/15

‒  SugarCRMベースのWebアプリケーション

‒  「経済産業省が、インターネットを通じて国民から意見
の募集を行うとともに、国民の間での政策議論を促
進することを目的として開設したサイト」
(サイトより抜粋)
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開発受託へ至る経緯

!  2009年10月 : 第一弾開催 (某競合システムがベース)

!  2009年11月 : 惜しまれつつサイト閉鎖

!  2009年12月 : afterIDEABOX サイト構築 (ROM)

!  2010年 2月 : 第二弾を開催中!

55 
SugarCRMを採用！！
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経済産業省アイディアボックス56 
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59 afterIDEABOX 開発中のもの59 

システムの特徴

!  バックエンドを全てSugarCRMで構築している
→管理画面とモデルの開発が迅速

!  Webのユーザをコンタクト(顧客情報)として扱う
→メール配信など、CRMの基本機能を活用

!  利用状況の統計情報表示に、
ダッシュレット (グラフ) を活用
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システムの構成

ユーザ向け公開サイト

•  アイディアの閲覧・投稿などのアクション
•  ユーザのログイン・OpenID

SugarCRM

•  モデル /データベーススキーマ 
•  管理画面

LAMP

•  Apache, MySQL, PHP
•  Linux
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独自開発

オープンソース 
利用
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Sugarをバックエンドに使うメリット

!  管理画面のクオリティが高い!

!  リレーションの管理が直観的

!  ユーザの通常業務の画面に統合できる
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SugarCRM 
Concrete 5 

Sugarはお客さんに触ってもらう画面として最適

管理画面

MODx 
Symphony、他
表側のCMSなど
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表サイトとSugarの連携方法

!  パターン1 : DBのデータだけ参照

!  パターン2 : 同一サーバでSugarのビューとして

!  パターン3 : SOAP/RESTでアクセス

‒  Concrete5やSymphonyで表側を作成して連携

‒  Sugarサーバと、WEBサーバを分離可能
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要件に合わせて最適なものを選択
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まとめ

!  SugarCRMは・・・・
‒  オープンソースのCRMアプリケーション

‒  そのままでも使える潤沢な機能

‒  カスタマイズ機能

!  SugarCRMの内部は・・・

‒  アップグレードセーフ

‒  MVCアーキテクチャ

‒  いわゆるRailsになる

!  各種CMSとSugarCRMは・・・

‒  組み合わせのメリットいっぱい

‒  サイトのサービス向上64 


