
最近ボクが使っているbaserCMSのいいところ 

baserCMSユーザー会 
下山 大地	



アジェンダ 

0..　自己紹介。 
1..　そもそもCMSとは？ 
2..　baserCMSとは簡単に言うと？ 
3..　こんなサイトで使われています。 
4..　baserCMSのイイところ。 
5..　baserCMSの今。 
 



自己紹介 

n 下山大地 
n 東京の某美術大学卒業後、プロダクトデザインから
Web・インターフェイスのデザインに転向。 

n その後プログラムとかに手を出したり・・ 
　デザインしたり・・ 
　中途半端な人。 
 
n  baserCMSユーザー会サポーターズに所属。 

n @daichi_shim 



 　 　 　 　 　 

そもそもCMSとは？ 



CMSとは・・ 

n コンテンツマネジメントシステム。 
n ホームページ管理システムをさす事が多い。 

n Webページを直接更新。 
n 基本的には専門知識は不要。 

n 有名なのはWordPressとかMovableTypeとか。 



CMSを利用する事のメリット 

リアルタイムな情報が「発信」できる。 
 

ランニングコストが「削減」できる。 
 

Webページの効果が「実感」できる。 
その他にも・・・ 
n  CMSの仕組みや更新頻度向上により検索エンジン対策にもなる。 
n  膨大なコンテンツを体系的に管理できる。 
n  サイト全体のデザイン変更が簡単に行える。 
n  ワークフローの導入が行いやすい。　　etc .. 



 　 　 　 　 　 

じゃー　baserCMSを簡単にいうと？ 



baserCMSを一言で言うと 

baserCMSとは 
コーポレートサイトにちょうどいいCMSと
いうコンセプト 
をもとにオープンソースで無償配布されて
いる国産CMS。 



baserCMSのコンセプト 

baserCMSとは 

コーポレートサイトにちょうどいい
CMSというコンセプト 
をもとにオープンソースで無償配布されている国産CMS。 



オープンソースで国産です。 

baserCMSとは 
コーポレートサイトにちょうどいいCMSというコンセプト 
をもとに 

オープンソースで無償配布されて
いる国産CMS。 



baserCMSのライセンス 

n wordpressと同じGPLライセンスを採用。 

n MITライセンスに変更しました。 
　※baserCMS  1.7.0  beta 



GPLライセンスとは？ 

n 著作権表示を保持しなければならない＋無保証である。 

n  GPLライセンスのオープンソース・フリーソフトウェア
は、誰でも自由に複製・改変・頒布(はんぷ)することが
許可されている。 

n  GPLライセンスのソフトウェアやプログラムを使用した
場合、その制作物もGPLライセンスで配布しなければな
らない。 



簡単にいうと 

n 基本的に何しても自由だけど責任は自分で。 

n どんなに第三者が改変しても強制的に自由
は永遠に変わらないよ。 

n つまり独占的に使用したり、横取りしたり
できないよ。 



baser市場が広がらない 

n このライセンスだとプラグイン・テーマを
作った人が販売しにくい。 



baser市場を広げるために 

2012/01 
n MITライセンスへの変更！！ 
　より自由に、より使いやすくなりました。 
 
※MITライセンスとは … 
格段に制約の緩いライセンスで条件は２つのみ。 
１.「再配布時には著作権表示を残す」 
２.「無保証である」 
 
 

 



 　 　 　 　 　 

   そんなbaserCMSは 
　こんなサイトで利用されています。 



導入事例 . 1 

n  福岡工業大学 
•  http://www.fit.ac.jp/ 

n  ジャンル 
•  オフシャルサイト 

n  カスタマイズ 
•  公開承認機能 
•  IP制限コンテンツ 

n  プロデュース 
•  (株)貿易広告社 
•  　http://www.boueki-ad.co.jp/ 

n  ポイント 
•  総数1000ページオーバーで安定稼働 



導入事例 . 2 
n  鐵道クラブ 

•  http://tetsukura.jp/ 
n  ジャンル 

•  会員制サイト 
n  カスタマイズ 

•  イベント管理機能 
•  在庫管理機能 
•  会員管理機能 
•  モバイル対応 

n  プロデュース 
•  (株)ジェイアール九州エージェンシー 
•  　http://www.jrkyu-ag.co.jp/ 

n  ポイント 
•  ページ管理機能、ブログ管理等の 
 　標準機能に加えイベント管理など 
　 はCakePHPの仕組みを利用して開発 



その他の導入事例 
n  国立病院機構九州医療センター  
 　 AIDS/HIV総合治療センター 

•  http://www.kyumed.jp/kansensho/ 
n  合同会社グラファス 

•  http://graphas.com/ 
n  ふくしま教会復興支援ネットワーク 

•  http://fukushima-church-net.jp/ 
n  コスメケアハウスPuff 

•  http://puff.jpn.com/ 

などなどその他公開されている事例に関しては 
baserCMS公式サイトからご覧になれます。	



 　 　 　 　 　 

baserCMSのいいところ 



baserCMSのいいところ 

みんなにやさしい 
n 制作者にやさしい 
n 運営者にやさしい 
n サーバーにやさしい 
n 日本人にやさしい	



制作者にやさしい 

n デザインの自由度が高い。 
n 必要なものが揃っている。 
n 日本語マニュアルがある。 
n 実際のWebサイト制作におけるフィード
バックを取り込みつつ開発。 



運営者にやさしい 

n わかりやすいインターフェイス。 
n 必要なものだけが見えている。 
n ユーザーごとに機能制限がかけられる。 



サーバーにやさしい 

n 簡単インストール 
n DBサーバーなしでも動く 
n メジャーどころのレンタルサーバーでは 
　動作確認済み。 



日本人にやさしい 

n 日本のために作られている。 
n 英語力ゼロでも問題なし。 
n コードのコメントまで日本語で書いてあ
る。 



baserCMSのいいところ 

標準機能がいい。 
n デフォルトでの機能が充実している。 
n 公式プラグインも機能が充実。 



標準機能 .１ 

n 新規ページの追加が簡単 
n 既存ページの編集が簡単 

n 記事本文に直接PHP、baserタグを記述可能。 

Webページ更新が簡単でイイ。 



標準機能 .２ 

n 無制限に設置可能。 
n シンプルでわかりやすい。 
n 新着情報の発信に最適。 

簡易ブログがイイ。 



標準機能 .３ 

n 無制限設置可能。 
n 項目の追加も簡単。 
n 管理画面で柔軟にカスタマイズ。 
n メールフォームのみの利用も可能。 

高機能メールフォームがイイ。 



標準機能 .４ 

n 自動振り分け。 
n ブログやメールフォームの連動。 
n 画像・テキストの最適化。 
 

携帯・スマホ対応がイイ。 



標準機能 .５ 

n フィードを読み込んでタイトルリストを簡単表示。 
n トップページへの新着表示に最適。 
n 他サイトのフィードも読込可能。 
n 複数を同時に読み込み時系列で表示可能。 

フィードリーダーがイイ。 



標準機能 .６ 

n ページやタイトルの説明文を簡単に編集。 
n タイトルタグが構造階層によって自動化。 
n ブログの説明文には最初の５０文字くらいが 
　自動的に組み込まれる。 

内的SEO対策がイイ。 



オプション機能 

n ブログを更新してTwitterで即告知。 
n タイムライン表示。 

Twitter連携がイイ。 



コーポレートサイトにちょうどイイ。 

１つ１つの機能よりそれが合わさった
ときすごくイイ。 



せっかくなので実際に・・・ 

メールフォームのデモストレーション 
を簡単に。 



集客サイクルを意識 

更新する。 

告知する。 受け付ける。 

Webページを更新したら 
新着記事を追加します。 

Twitter連携機能で 
即座に告知。 

用途にあった受付フォーム 
でレスポンスをキャッチ。 

集客サイクルを考えて 
開発が続けられている。 



 　 　 　 　 　 

最後に　baserCMSの今 



baserCMS市場を目指して 

n みんながビジネスで活用できるように 
n 制作者・開発者が利用者にテーマやプラグイン
を販売できるための土台を作る。 

サービス提供者	 baser市場	 利用者	

Webサービス・プラグイン・テーマなど	



baserCMSのホットな話題その１ 

 
n 簡単インストールが出来るようになりました。 



簡単インストールができます。 

n ヘテムル 
n ドメインキング 
で簡単インストールができる。 
 
データベース設定が省略できて 
簡単にすぐに手軽にbaserCMSが使える！ 



baserCMSのホットな話題その２ 

 

n 管理画面が 
　大幅にリニューアルしました。 



管理画面リニューアル 

n リキッドレイアウトに変更。 
•  編集領域が有効に使える。 

n ナビゲーションの大幅な見直し。 
•  お気に入り機能などわかりやすさアップ。 

n 一覧ページのAJAX化。 
•  シームレスな画面遷移。 



現在の管理画面 



新管理画面 



baserCMSユーザー会の活動内容 

情報発信 

運営 制作・開発 
baserCMS 
ユーザー会 

最新情報・勉強会情報 
ブログ・twitterでの情報発信 

各種情報交換 

公式サイトの運営 
フォーラムの運営 
勉強会の運営 

baserCMSコア開発 
プラグイン開発 
テーマ制作 

主にサポーターズ 
が担当している。 



気軽にどうぞ 

まずは情報交換しませんか？ 
ご興味がある方は 

メーリングリストに是非ご参加ください。 
 

https://groups.google.com/group/
basercms?hl=ja 


