
XOOPS Groupware Project 

XOOPS上で稼動する
レンタル・ディストリビューション「tomato」他



• ビジネスに強いオープンソース！
Stability, Sustainability, Simplify
（安定性･継続性・簡易性）を追及

• 誰でもすぐに始められる
レンタル・ディストリビューション

• 使い易さの追求
汎用性、操作性の向上（ユニバーサルデザイン）

• どこからでもアクセス
PC,スマートフォン

• 持続的な利用を可能に
有償サービスとプロジェクト管理を継続

• 協業（コラボレーション）
オープンソースのビジネス展開

コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト



① だれにでも公平に利用できること（公平性の原則）
② 利用者に応じた使い方ができること（柔軟性の原則）
③ 使い方が簡単ですぐわかること（単純性と直感性の原
則）

④ 使い方を間違えても、重大な結果にならないこと（安全
性の原則）

⑤ 必要な情報がすぐに理解できること（認知性の原則）
⑥ 無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使えるこ
と（効率性の原則）

⑦ 利用者に応じたアクセスのしやすさと十分な空間が確
保されていること（快適性の原則）

ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインのののの７７７７原則原則原則原則



ソースは無償 サービスは有償

XOOPS Groupware Project
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GPLライセンスライセンスライセンスライセンス

オープンソースソフトウェア

自由≠無料
ソースを入手する事が出来、自由に

使う権利を保証する為のライセンスである。

有限会社ブルームーン
有償のサービスを提供
開発・カスタマイズ
技術サポート
サイト構築
サイト運営管理

＋



最初最初最初最初のののの一歩一歩一歩一歩、、、、オープンソースオープンソースオープンソースオープンソースのののの世界世界世界世界へへへへ



Rental

パッケージパッケージパッケージパッケージ配布配布配布配布からからからからレンタルレンタルレンタルレンタルへへへへ

CMS(XOOPS)と主要アプリ(モジュール)20個が既に稼働する状態

でのレンタルされ、ログインして使うだけで自分達（自社）専用サイト
を持つ事が出来、最新の機能を利用して情報発信ができる



キーキーキーキーをををを受受受受けけけけ取取取取りりりり、、、、使用開始使用開始使用開始使用開始



社内LAN・PC

Distribution

tomato

セットアップ

メンテナンス

サポート

サービスサービスサービスサービスののののレイヤーレイヤーレイヤーレイヤー

ISP

協業
募集中



• セットアップ・・・XOOPSと主要グループウェ
アがインストール済の状態となり、管理者ID・
PWをお渡しします。

• 保守・・・脆弱性情報に基づき、通知・更新を
行います。

• サポート・・・使用方法の解説、レッスン、
フォーラムや電話での対応。

• バージョンアップ・・・次回ディストリビューショ
ン

セットアップセットアップセットアップセットアップ・・・・保守保守保守保守・・・・サポートサポートサポートサポート



フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム
テーマごとにフォーラムを開設し、最新情報を投稿する。

ファイルも添付できるため、データの共有も可能。

ヘッドラインヘッドラインヘッドラインヘッドライン（（（（ヘッドラインヘッドラインヘッドラインヘッドライン（（（（RSSRSSリーダーリーダーリーダーリーダー））））リーダーリーダーリーダーリーダー））））
最新ニュースを配信しているサイトから、ＲＳＳ情報を

自動取得し、ニュース見出し（リンク付き）を一覧表示。

ブログブログブログブログブログブログブログブログ
社員が個人のブログを開設し、日々の活動を携帯

電話から投稿する。 ※写真添付可能。

ニュースニュースニュースニュースニュースニュースニュースニュース
掲載日時と終了日時を指定し、だれでも最新ニュースを

掲載できる。 （ただし、管理者の承認が必要）

主主主主なななな機能機能機能機能 - 1



主主主主なななな機能機能機能機能 - 2

仕事整理術仕事整理術仕事整理術仕事整理術「「「「仕事整理術仕事整理術仕事整理術仕事整理術「「「「inukshukGTDinukshukGTD」」」」」」」」
ToDo、スケジュール管理、プロジェクト管理が一体となっ

た仕事整理ツール（後で詳しく）

予定表予定表予定表予定表予定表予定表予定表予定表
全社的なスケジュールを全社員で共有出来る。

個人のスケジュールは公開・非公開が選択できる。

リンクリンクリンクリンク集集集集リンクリンクリンクリンク集集集集
業務でよく利用するインターネットの便利なサイトを登録し、

社内で共有できます。

サイトサイトサイトサイト内検索内検索内検索内検索サイトサイトサイトサイト内検索内検索内検索内検索
ｔｏｍａｔｏ内の情報を検索出来ます。検索対象ページを

指定することで絞り込みも出来ます。



主主主主なななな機能機能機能機能 -3

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
社内共通で利用しているソフトウェアやデータファイル

などを登録することで、ＩＴ管理者の負担を軽減します。

写写写写メールメールメールメール写写写写メールメールメールメール
携帯電話のメールで投稿する「アルバム」として

全社員で一覧共有が可能。（ブログは個人毎）

動画動画動画動画動画動画動画動画
携帯電話などで録画した動画を掲載し、イベント報告など

では、より分かり易い報告が可能となる。

アルバムアルバムアルバムアルバムアルバムアルバムアルバムアルバム
アルバムのように写真を掲載できる。カタログの

ように商品（物件）の掲載をすることができる。



主主主主なななな機能機能機能機能 - 4

ファイルファイルファイルファイル共有共有共有共有ファイルファイルファイルファイル共有共有共有共有
業務で利用する文書やエクセルファイル等を保管し、

全社員で共有できる。

アンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケート
新製品の社内評価など、アンケート項目を自由に作成し

結果の自動集計機能で、集計業務の負担も無し。

設備予約設備予約設備予約設備予約設備予約設備予約設備予約設備予約
社内共通で利用する設備（会議室・液晶プロジェクタ・

社用車等）を先着順で予約することが出来ます。

データベースデータベースデータベースデータベースデータベースデータベースデータベースデータベース
エクセルで作成したcsv形式のデータをアップロードする

だけで、検索可能な汎用データベースを作成できる。



主主主主なななな機能機能機能機能 - 5

アドレスアドレスアドレスアドレス帳帳帳帳アドレスアドレスアドレスアドレス帳帳帳帳
お得意先の住所や電話番号などを登録することで

住所録の社内共有ができます。

携帯対応携帯対応携帯対応携帯対応（（（（携帯対応携帯対応携帯対応携帯対応（（（（xmobilexmobile））））））））
携帯電話から「tomato」の「掲示板」「フォーラム」 「ブログ」

「予定表」などにアクセスできるアプリです。

地図検索地図検索地図検索地図検索地図検索地図検索地図検索地図検索
地名・施設名や住所による地図検索ができます。
検索した場所を登録すれば次からはワンクリックでＯＫ！

アクセスログアクセスログアクセスログアクセスログアクセスログアクセスログアクセスログアクセスログ（（（（管理者用管理者用管理者用管理者用））））（（（（管理者用管理者用管理者用管理者用））））

サイトへのアクセス状況が確認できます。



主主主主なななな機能機能機能機能 - 6

チャットチャットチャットチャットチャットチャットチャットチャット
登録ユーザー同士で、文字による電子会議が行えます。

pukiwikipukiwiki
ＨＴＭＬを知らなくてもページの作成や編集ができます。

権限を許可すればメンバー全員での編集も可能。

静的静的静的静的コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ（（（（静的静的静的静的コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ（（（（WFWF--SectionSection））））））））
ＨＴＭＬを貼り付けるだけで、グループウェアをホームページ

にすることができます。※コンテンツ制作は別途料金



何処何処何処何処からでもからでもからでもからでも、、、、シームレスシームレスシームレスシームレスにににに利用利用利用利用

xMobileモジュール
XOOPS, Xoops Cube の主要なモジュールに携帯からアクセスするためのモ

ジュールです。プラグインの作成と追加により対応モジュールを増やしていく事
が可能です。



携帯携帯携帯携帯アクセスアクセスアクセスアクセスをををを実現実現実現実現

QRコードでデ

モサイトにアク
セスできます。



『『『『フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム』』』』のののの利用利用利用利用イメージイメージイメージイメージ

フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

テーマごとにフォーラムを開設し、最新情報を投稿する。

ファイルも添付できるため、データの共有も可能。

ＡＡＡＡ
フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

ＢＢＢＢ
フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

ＣＣＣＣ
フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

社員社員社員社員ＢＢＢＢ 社員社員社員社員ＡＡＡＡ

意見意見意見意見のののの投稿投稿投稿投稿
（（（（添付添付添付添付ファイルファイルファイルファイル付付付付きききき））））

①①①①投稿投稿投稿投稿のののの確認確認確認確認
（（（（添付添付添付添付ファイルファイルファイルファイル付付付付きききき））））

②②②②

返信返信返信返信のののの投稿投稿投稿投稿③③③③ 返信返信返信返信のののの確認確認確認確認④④④④



『『『『ブログブログブログブログ』』』』のののの利用利用利用利用イメージイメージイメージイメージ

ブログブログブログブログブログブログブログブログ

社員が個人のブログを開設し、日々の活動を

携帯電話から投稿する。 ※写真添付可能。

営業社員営業社員営業社員営業社員

tomato

サーバー

インターネット ブラウザから
グループウェアの利用

経営者経営者経営者経営者 上司上司上司上司・・・・責任者責任者責任者責任者

日報日報日報日報メールメールメールメール

日報日報日報日報メールメールメールメール転送転送転送転送

日報日報日報日報メールメールメールメール
保管保管保管保管

社員



B. M. Survey ～～～～アンケートシステムアンケートシステムアンケートシステムアンケートシステム

B.M.Surveyはフォーム作成・データ入力・メール送信・データ集計・CSV出力の

機能を兼ね備えた統括的アンケートシステムです。お問い合わせや各種入力フ
ォームの メール受付から本格的なアンケートまで様々な用途に使用出来ます。
このアプリケーションを使えばプログラムやHTMLの知識が無くてもどんな入力フ
ォーム も簡単に作れます。入力されたデータは電子メールによる受信やＣＳＶフ
ァイルとして取り出す事もでき、集計機能もあります。これら全てをブラウザだけ
でコントロールできます。



アンケートフォームアンケートフォームアンケートフォームアンケートフォームのののの作成作成作成作成



プレビュープレビュープレビュープレビューでででで確認確認確認確認



アンケートページアンケートページアンケートページアンケートページのののの完成完成完成完成



Inukshuk G. T. D

ＧＴＤとは、David_Allen氏の

提唱した仕事術で、著書
Getting Things Done の頭
文字をとったものです。

ToDo,スケジュール,プロジェクト管

理が一体となった今までに無い新し
いシステムが生まれました。自分の
仕事が整理でき、誰かへ頼んだ事
は、どの様に処理されているをト
レースできます。



GTDのののの整理術整理術整理術整理術



レビューレビューレビューレビュー



気気気気になるになるになるになる事事事事をををを InBoxへへへへ



処理方法処理方法処理方法処理方法のののの決定決定決定決定



レビューレビューレビューレビューへへへへ追加追加追加追加



プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの登録登録登録登録



プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの共有共有共有共有

プロジェクト・ビューというウィンドウ表示で現在進
行中のプロジェクトの最新情報が表示（上図参照）
され、自分のプロジェクトと、プロジェ クト共有メン

バーの最新動向が瞬時に把握できます。

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト共有共有共有共有のののの方法方法方法方法

同じ名前のプロジェクトを各メンバーがプロジェクト
として登録します。そのプロジェクトを編集アイコン
によって、共有先のグループを指定します。共有
設定をしなければ、私的プロジェクトのままです。
ま た、共有プロジェクト中でも子プロジェクトでは
共有を切ってしまえば私的な物となります。

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの共有共有共有共有



誰誰誰誰かにかにかにかに依頼依頼依頼依頼したしたしたした事事事事のののの進捗進捗進捗進捗



ファイルストレージファイルストレージファイルストレージファイルストレージとととと共有共有共有共有

FcabixShareは、グループ別のファイルシェアリ
ング用アプリケーションです。Ajax，Flash，
JavaScript を組み合わせた最新のリッチクライア
ント環境を利用者に提供します。アップロードは、
Flash と Ajax を組み合わせたマルチアップロー

ドに対応しています。また、ツリービューやテーブ
ル一覧もすべて Ajax で動作します。フォルダは

グループ毎に権限を設定する事が出来ますので
、グループウェアとして、各部署毎に使用するフォ
ルダを分けてファイルをシェアする という様な使
い方に向いています。



フォルダフォルダフォルダフォルダのののの共有設定共有設定共有設定共有設定



サーバーサーバーサーバーサーバーへのへのへのへのアップロードアップロードアップロードアップロード



アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション一覧一覧一覧一覧











サイトサイトサイトサイト利用事例利用事例利用事例利用事例







• アムネスティ・インターナショナル（セクション・
ニュース他）

• 京セラ (ニュース他)

• NEC(フォーラム他)

• パナソニック(ブログ・アンケート他)

• SEIKOオプティカル(発注・在庫管理)

• ドゥハウス(アンケート）

社名欄は略称にて失礼します。

ごごごご利用法人一覧利用法人一覧利用法人一覧利用法人一覧



プロジェクトサイトプロジェクトサイトプロジェクトサイトプロジェクトサイト



ソースソースソースソースダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ利用利用利用利用
ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント閲覧閲覧閲覧閲覧

サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供

開発開発開発開発・・・・デザインデザインデザインデザイン等等等等のののの工数工数工数工数
管理管理管理管理やややや更新等更新等更新等更新等のののの実務実務実務実務

無償無償無償無償とととと有償有償有償有償のすみわけのすみわけのすみわけのすみわけ



• 無償・・・全部自前

• 技術を持った人が相当
の時間を負担

• 実現可能な範囲は、そ
の人任せ

• 担当が抜ければストッ
プも

• 有償・・・必要な時に相
談

• 使い方さえマスターす
ればOK

• 要望に応じてオーダー
可能

• 担当が替わってもサイ
トは継続

有償有償有償有償・・・・無償無償無償無償のののの天秤天秤天秤天秤



料金体系料金体系料金体系料金体系



• SalesForce.com とのデータ連携

• 携帯でアンケート収集

• Fcabix でアップロードファイルの管理

呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ

次回次回次回次回

• 有償のサービスはお互いの活動幅を広げます。

• オープンソースをもっとビジネスに活用しましょう。

• オープンソースを軸に協業で翼を一緒に広げましょう。

• そしてオープンソースをもっとビジネスとして普及させ
ましょう。



• www.bluemooninc.biz

/~xoops … XGP日本語
/~xoops2 … XGP English

/igtd ...新仕事術・フリーサイト
/survey ... アンケート・フリーサイト

• www.bluemoonasp.biz

… レンタル・ディストリビューション ”tomato”

サイトサイトサイトサイトURLのごのごのごのご案内案内案内案内


