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 サイトブリッジ株式会社 

         貴田秀資  



自己紹介 

貴田秀資 （きだひでし） 

サイトブリッジ株式会社 
 

 2006年7月7日設立 
 資本金  800万円 
 株主    株式会社アイ・ディ・エス  
 社員数  2名（役員を含む） 

株式会社アイ・ディ・エス 
 

 2000年3月23日設立 
 資本金  ２８００万円 
 株主    取締役４名 

 社員数  ３５名（役員を含む）  

徳島市のＩＤＳ事務所 



オープンソースCMS 「Joruri」の概要 

Joruri CMSの概要 
 

・Ruby/Ruby on Railsを利用して開発した 

          CMS（コンテンツ・マネージメント・システム） 
 

・自治体ホームページの構築に必要な機能を装備 
 

・オープンソースソフトウェア（GPL V3）であり無償で利用できる 
 

・全国各地の自治体などでの導入が進んでいる 

 



Joruriで構築した徳島県ホームページ 



Webサーバ 

CMSによるサイト運用 

インターネット 

キャッシュ
サーバ 

負荷分散
サーバ 

Webサーバ CMSサーバ 

DMZ 

管理画面 公開画面 



自治体ホームページの特徴 

自治体ホームページの特徴 
 

  ・利用者が数百人から数千人と多い 
 

  ・利用者はWeb サイト制作技術者ではない 
 

  ・ウェブアクセシビリティのJIS規格への対応が必要 

   

Webサイトの構築業務は
総合力が必要なビジネス 



プロポーザル 

自治体サイト再構築のプロポーザル 
 

 ・サイトトップページなどのデザイン提案 
 

 ・CMSの機能要件一覧 （職員の運用機能） 
 

 ・ページ構成、情報ツリー要件 
 

 ・サーバ構成 
 

 ・データ移行 
 

 ・運用業務、操作研修、運用保守 

 



CMSの種類 

 ・商用ライセンスCMS 
    Noren,ALAYA,DBPS,その他専門業者のCMS 

 

 ・海外製オープンソースCMS 
    WordPress,Movable Type,XOOPS,Joomla,Drupal 

          MODX,TYPO3,concrete5など 

 

 ・国産オープンソースCMS 
    NetCommons,島根県CMS,Joruri 

 



Joruriの強み 

 ・オープンソースである 
    ベンダーロックインを排除、地元ITベンダーに業務委託可能 

 

 ・Ruby/Railsで構築されている 
    国産言語Rubyを採用、 

    フレームワーク上に構築されたアプリケーション 

 

 ・自治体サイト向けの機能を標準実装 
    承認フロー、災害時の画面切り替え、LDAPユーザ認証 

 



Ｊｏｒｕｒｉベースのシステム開発 

Ｌｉｎｕｘ 

Ruby on Rails 

Joruri CMS 

ホームページの構成要素 

追加開発のコンテンツまたはピース 

・画面作成とプログラム作成を同時並行に推進可能 

・管理画面が作成済み 

・開発フローが明確 （フレームワークの開発手法が利用可能） 



Joruri開発の沿革 

開発の沿革 
 

２００８年 ６月  徳島県のプロポーザルを 

            株式会社アイ・ディ・エスが受注し、開発をスタート 
 

２００９年 ７月  開発したCMSをJoruri（ジョールリ）と命名 
 

     １０月  徳島県ホームページをJoruriで再構築して公開 
 
 

２０１０年 ３月  オープンソース・ソフトウェア（GNU GPL V3)として公開 
 
 

２０１１年 ３月  フクオカRuby大賞「優秀賞」に選ばれる 
 

      ４月  Webメールシステム Joruri MailをGPL公開 
 

      ５月  グループウェアシステム Joruri GwをGPL公開 



公式サイト 

Joruri 公式サイト 
 

 http://joruri.org/ 



徳島県内の１１市町で採用 



全国自治体での導入事例 



サンプルサイト 

「ジョールリ市」 サンプルサイト 
 

 ・サンプルデータを無償配布 
 

 ・サンプルに新機能を組み込み 
 

 

サンプルサイトを修正するだけで、
自治体サイトを構築できる！ 



WYSIWYGエディタ 

文字装飾機能、レイアウト機能 

添付ファイルのアイコンとサイズ表示 



地域ペー
ジ 

組織ペー
ジ 

分野ペー
ジ 

４つの記事分類 

トップページ 

分野ページ 組織ページ 属性ページ 地域ページ 

記事ページ 

４つの分類軸で 
記事を分類 

各第二階層ページ 

属性以外は２階層 
属性の一覧 



分野/組織/属性/地域のサブトップ 

地域 
属性 

組織 分野 



大学サイト導入事例 

＜徳島大学ホームページ＞ 

・２０１１年４月 リニューアル公開 

・ページ数、約１０００ページ 

・管理ユーザ数、約３００人 



子育てサイト導入事例 

三鷹市子育てねっと 

呉市くれパステル 

狛江市子育てねっと 



自治体サイトに適合した記事入力フォーム 

タイトルと内容の入力 

ファイルアップロード 

分野・属性・地域他 

Google マップの組み込み 

携帯向けの記事入力 

編集可能グループの設定 

承認者の選択 

公開開始終了日時の指定 

関連ワード、関連記事 

連絡先の登録 

公開した記事ページ 記事登録画面 

HTMLインポート 



WYSIWYGエディタと承認フローを装備 

文字装飾機能、レイアウト機能など 

添付ファイルのアイコンとサイズ表示 

記事ステータスによる絞り込み表示 

URL指定およびファイル指定でのデータインポート 

文字装飾・レイアウト機能一覧 

(TinyMCE) 

記事登録から公開まで
の承認フロー 



管理画面メニュー構成 

ユーザ 
-------------- 
グループ 
ユーザ 
ロール 
LDAP 
LDAP同期 
エクスポート 
インポート 

サイト 
------------ 
コンセプト 
大規模災害 
ドメイン 

ディレクトリ 
-------------- 
ディレクトリ 
ページ 

デザイン 
-------------- 
ピース 
レイアウト 
スタイルシート 

データ 
-------------- 
テキスト 
ファイル 

ツール 
----------- 
再構築 
本文検索 

設定 
--------- 
言語 
辞書 Webサイト選択 コンセプト選択 

コンテンツ 
-------------- 
コンテンツ 

管理画面メニュー 



ページをテンプレートとピースで構成 

ベーステンプレートとコンテンツ・ピースを組み合わせたものを
レイアウトとよぶ 



管理画面でのコーナーの管理 

[デザイン]-[レイアウト] 

[[○○○]]でピースを記述 



ピースの一覧画面 



Joruri Gw 



Joruri Mail 

・IMAP専用メールクライアント  MTA：postfix 



Joruri Gw,Mailの開発 

  JoruriCMS JoruriGw JoruriMail 

CentOSバージョン 5.4 5.4 6.0 

MySQLバージョン 5.1 5.1 5.1 

Rubyバージョン 1.9.1 1.8.7 1.9.2 

Railsバージョン 2.3.5 2.3.4 3.0.0 

Passenserバージョン 2.2.9 3.0.5 3.0.8 

Rake statsの値       

Lines (行数コメントを含む） 19419 78326 10684 

LOC (コメントを除いた行数） 16047 66975 8544 

Classes (クラスの数） 323 590 109 

Methods (メソッドの数） 1605 5062 899 

M/C （１クラスのメソッド数） 4 8 8 

LOC/M （１メソッドの行数） 7 11 7 



Joruri開発の沿革 

CMS 

Mail 

Gw 

SNS 

２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 

CMS 

■システム開発 
 ・ポータル機能の追加 
 ・ユーザ管理のマルチテナント対応 
 ・自治体サイト向け機能の充実 
 ・JISX 8341-3 2010対応 
 ・Rails3.1対応 
 ・制作者向け機能の強化 
 ・Webシステムの開発ベースとしての
整備 
 

■ドキュメントの提供、コミュニティの育
成 
 
■Joruriを利用した地域ポータルの構
築と運用 
 
■クラウド環境での利便性の向上 



三鷹地区での開発 

三鷹地区にてJoruriの別バージョンを開発中 
 

 ・ポータル機能の搭載、マルチテナント対応 
 

 ・IDSは開発が非公開。開発を公開するチームづくり 
 

 ・全国レベルで開発者をネットワーク化。 

  開発をスピードアップ 
 

 ・市場と開発体制を全国展開 
 

 ・複数のディストリビューションによる市場の活性化 

 



開発中のポータル対応の記事登録画面 

WYSIWYGエディタをCKEditorに変更 

サイト内の分類はカテゴリ 

ポータルでの分類はジャンル 



ポータル機能 



地域ポータルのネットワーク化 

地域ポータルサイト 

新聞社サイト 

自治体サイト 地域ブログポータル 

各種団体サイト 

商店・会社 
ホームページ 

地域ポータルサイト 

新聞社サイト 

自治体サイト 地域ブログポータル 

各種団体サイト 

商店・会社 
ホームページ 

地域ポータルサイト 



センター・サーバ構想 

センター・サーバ 

地域ポータルA 

地域ポータルB 

地域ポータルC 

地方IT企業
ポータル 

センター・ポータル 

全国ラーメン
ポータル 地域ポータル

運用マニュアル 各種広告 

Twitter,facebook連携 


