
オープンソースソフトウェア「シラサギ」のご紹介
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会社概要

会社名

設立

資本金

所在地

役員

株式会社ウェブチップス

2013年9月20日

1,000万円

〒770-0865 徳島県徳島市南末広町4番53号 エコービル4階

代表取締役社長CEO 野原 直一
技術担当取締役CTO 谷沢 和寿

9名（役員含む）

オープンソースソフトウェア開発事業

オープンソースソフトウェアを使った導入・カスタマイズ事業

オープンソースソフトウェアのサポート事業

オープンソースソフトウェアを使ったクラウドサービス事業

社員数

事業内容



役員紹介（代表取締役社長CEO 野原 直一）

•徳島県内SIerで2年間営業職として勤務後、設立したばかりの株式会社アイ・ディ・エスに
参加。

• 300以上のウェブシステムの提案・開発を得て、2010年3月に徳島県庁と共同開発した
OSS（オープンソースソフトウェア）「Joruri（ジョールリ）」を公開。

• 「Joruri」を用いた自治体クラウドを推進するため、

阿南市、三好市、吉野川市、勝浦町、上勝町、上板町、美波町（初年度７団体）

阿波市、那賀町、海陽町（次年度３団体）

徳島市（防災ポータル）、藍住町、牟岐町、佐那河内村

までの導入を実施。

• 2013年9月「Joruri」のコアメンバーと共に、株式会社ウェブチップスを設立し、代表取締役
社長CEOに就任。



役員紹介（代表取締役社長CEO 野原 直一） こんな活動もやっています！

・（一社）徳島県情報産業協会 理事

県内ＩＴ企業を盛り上げたい！

・とくしまOSS普及協議会 発起人

県内へオープンソースを普及させたい！

・地域Rubyコミュニティ「Tokushima.rb」 発起人

県内へRuby言語やそれを用いたプログラミング学習を浸透させたい！

・徳島県内のシビックテックを推進する「Code for Tokushima」 発起人

生活の中で発生する様々な課題を行政の方と一緒にＩＴを使って解決したい！
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「シラサギ」という名称の由来

サギ科の鳥のうち、全身の羽毛が白いものを「白鷺（しらさぎ）」と呼びます。

徳島県では1965年10月から「シラサギ」を県の鳥に指定しています。

サギ類は、他の種類のサギたちと一緒に「鷺山（さぎやま）」という巣を作り、
繁殖するという特徴があります。

その様子が、様々な企業と技術者でコミュニティを形成し、ソフトウェアを
開発していくというコンセプトと一致したためこの名称を採用しました。

「シラサギ」は、みんなで育てるオープンソースソフトウェアです。



ＭＩＴライセンス

誰もが利用しやすいライセンスで公開しています。
・誰でも自由にカスタマイズできます。
・誰でも自由にフォークできます。
・拡張機能を公開するかどうかを自由に選べます。



Webアプリ開発プラットフォーム

コアの設計は汎用ＳＮＳになっており、Ｗｅｂアプリ開発プラットフォームとして利用できます。
現在、グループウェア、ウェブメールなどのアプリケーションが利用できます。



モデルアドオン設計

下記をカプセル化して任意のコレクションに
取り付けられます。

・DBのフィールド
・データ検証や保存ロジック
・編集画面
・詳細画面

アドオンをうまく使うことで、モジュールの
肥大化を抑えられます。
結果、ソース管理が非常に楽になります。



ＭｏｎｇｏＤＢ

NoSQLであるMongoDBを採用し、高速化を
実現しています。

公開されているフォルダ・ページには、リレー
ションによる関連付けはなく、それぞれがファ
イル名（ＵＲＬ）を保持しています。

そのため、MongoDBの強みである前方一致
検索のパフォーマンスを最大限に引き出せ
ます。そのため、任意のフォルダ内の検索も
非常に高速かつ効率的に行えます。



「シラサギ」の動作環境

対象 バージョンなど

OS CentOS 6,7 64bit or Ubuntu Server 16.04LTS

Webサーバ

アプリケーションサーバ

nginx or Apache
+
Unicorn

DBシステム MongoDB 3.4

Ruby 2.4.2

Ruby on Rails 4.2.9

常に最新のバージョンに適用しています。
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ＣＭＳアプリケーション

シラサギのコアとなる部分の設計は汎用ＳＮＳになっており、Ｗｅｂアプリ開発プラットフォーム
として利用できます。
現在は、そのプラットフォーム上でＣＭＳアプリケーションが稼働しています。



公共サイトにおける採用状況その１

徳島県北島町
2014年10月1日公開

とくしまはぐくみネット
2014年12月19日公開

宮崎県宮崎市
2015年3月18日公開

岐阜県土岐市
2015年3月23日公開

2014年5月16日シラサギ公開



公共サイトにおける採用状況その２

Tokushima Free Wi-Fi
2015年3月23日公開

住んでみんで徳島で！
2016年3月30日公開

すだちくんメール
2015年11月4日公開

Our Open Data
2015年4月27日公開

Webアプリ開発プラットフォーム



公共サイトにおける採用状況その３

ジョブナビとくしま
2016年4月1日公開

岩手県大槌町ポータル
2016年4月1日公開

長野県原村
2016年4月18日公開

マルチテナントによる集中管理



CMSアプリケーション導入実績その他

自治体セキュリティクラウドに採用されています。

・北海道庁

道内２８０団体がいつでもシラサギを利用可能。

現在は４団体が利用中。

・徳島県庁

県内６自治体が１つのシラサギの中でマルチテナント運用。

新規３自治体は、Joruri CMSと比べてシラサギを選択

三好市、那賀町は、Joruri CMSからのリニューアルを選択



導入団体

2014年5月19日にオープンソース公開されてからの約3年半で

にご利用になっていただいております。

約９０団体



マルチテナント対応

サーバーリソースの許す限り、1システム内にいくつでもサイトを構築できます。
これにより管理者の運用コストを削減することができます。



マルチテナント対応による効率的なサイト運用

公式ウェブサイト 防災サブサイト 観光サブサイト

移住サブサイト
子育て
サブサイト

シラサギ１システムの中に、ドメインの異なる
複数のサイトを構築できます。
権限設定によりユーザーごとにどのサイトを
管理できるかを設定できます。
サブサイトのお知らせが公式ウェブサイトの
お知らせに自動的に反映されるように設定
できます。
既に構築されているサブサイトを複製して、
新しいサブサイトを構築するベースに利用
したりすることもできます。
観光と移住と子育てのサイト運営だけ、外部
のＮＰＯさんに手伝ってもらうという運用が
できます。



利用イメージ（学校ポータル）

自治体サイト

組織 組織一覧
・●●●●●
・●●●●
・教育委員会
・●●●●●
・●●●●

・
・
・

教育委員会

■概要

■お知らせ

■学校からのお知らせ
・運動会を開催します
・修学旅行のお知らせ

・
・
・

各学校のウェブサイト（雛形サイトを１校作り、後はサイト複製機能で一括作成）

各学校ウェブサイトのお知らせを掲載

タイトルをクリックすると
その学校ウェブサイト
の該当ページを表示



事例：静岡県島田市教育委員会

島田市教育委員会
http://www.shimada.ed.jp/

導入サイト
島田第一小学校
島田第二小学校
島田第三小学校
島田第四小学校
六合小学校
大津小学校
伊太小学校
相賀小学校
神座小学校
伊久美小学校
初倉小学校
湯日小学校
島田第五小学校
初倉南小学校
六合東小学校
金谷小学校
五和小学校
川根小学校

各学校のお知らせを
教育委員会TOPに掲載

クリックすると
学校ページへ遷移

島田第一中学校
島田第二中学校
六合中学校
北中学校
初倉中学校
金谷中学校
川根中学校



Ajaxパーツ

基本、ページは静的HTMLとして出力されます。が、ページ内で動的表示にしたいところは
管理画面で簡単に動的表示設定ができます。
これによって、１分間に複数回更新されるコンテンツ（選挙、防災など）にも対応できます。



Ajaxパーツによる静的ＨＴＭＬと動的コンテンツの融合

自治体公式ウェブサイト向けということもあり、基本は
静的ＨＴＭＬファイルを出力するＣＭＳになりますが、
災害や選挙など１分間に数回更新される場合を想定し、
更新頻度の高いコンテンツだけ管理画面から動的に
設定することができます。

（例）左は緊急災害レイアウトの画面ですが、緊急情報
と呼ばれる災害に関する新着情報が掲載されるブロック
を動的に設定することができます。設定は、管理画面で
チェックするだけなので、誰でも簡単にできます。

これによってウェブサイト閲覧者は、常に最新の情報を
確認することができます。



マルチデバイス対応による利用者と管理者の利便性向上

管理画面がスマホ、タブレットに対応しているた
め、庁舎外からウェブサイトを更新できます。

公開画面

管理画面



初期データ

市町村向けの自治体サンプルデータ、企業サンプルデータ、サブサイト（子育て）サンプル
データ、LPサイトサンプルデータを、初期データとして提供しています。サンプルデータを元
に、お客様のサイトを短期間で作成することができ、ビジネスに役立てられます。

今後も様々なサンプルデータを提供予定です。
・学校サイトサンプルデータ
・大学サイトサンプルデータ
・県向け自治体サンプルデータ
など



ページ作成の流れ（概要）

日常的に更新する情報や広報として告知する必要があるページを、記
事と呼ばれるページで作成し、承認処理をするだけなので、非常に簡単
です。

・新規に記事を作成

・既存の記事を複製し、中身を修正

上長様

承認申請

承認もしくは
差し戻し

記事作成

公開

承認 差し戻し

迷わず、悩まず、簡単にホームページ運用ができます！



ページ作成の流れ（１）

記事登録画面で入力した内容

によって、自動的にPC向け、

スマートフォン向け、ガラケー

向けのページが自動作成され

ます。作成される方は、記事登

録画面に順番に内容を入力す

るだけなので、迷わず、悩まず、

簡単にページ作成ができます。

タイトルの入力

本文の入力

カテゴリーのチェック

Googleマップの埋め込み

連絡先自動表示

公開開始、終了日時の予約

イベント日の設定

記事登録画面 公開した記事ページ



ページ作成の流れ（２）

本文の入力
ワープロを使用する感覚で、HTMLなどの専門的な知識を
必要とせず簡単に本文を入力することができます。

リンクチェック
リンクチェックを押下することで本文内のリンクに問題が
ないかチェックを行うことが可能です。

ファイルアップロード
本文欄にはPDFやワード、画像などのファイルを貼り付け
ることが可能です。
また、PDFが本文内に存在する場合はAdobe Readerの
ダウンロードリンクが自動で表示されます。



ページ作成の流れ（３）

ページカテゴリーの振り分け

サイト閲覧者の目的に応じて適切に誘導を行えるよう、ページごとに内容に即したカテゴリーを振り分けることが

可能です。新着情報や注目情報等、ページの内容に応じた「カテゴリー」を設定することで、自動的に一覧ペー

ジにリンクが生成されます。

複数のカテゴリーを設定しておくことで、閲覧者は様々なカテゴリーから目的のページへたどり着くことができま

す。



カテゴリー

記事ページ

暮らし

カテゴリー

子育て

カテゴリー

観光

カテゴリー

産業

トップページ

作成したページへの
導線を簡単に複数設定

できます。



ページ作成の流れ（４）

テンプレート機能
テンプレートを使用することで、本文のレイアウトを
統一して作成することが可能となり、複数の更新担
当者により作成されたページ間でもサイト全体の統
一感を持たせることができます。
テンプレートは複数を組み合わせることも可能です
ので、内容入力画面でテンプレートを選択していき、
画像やテキスト部分を置き換えるだけで、複雑なレ
イアウトのページも簡単に作成することが可能です。

テンプレート「画像左回り込み」

テンプレート「画像右回り込み」

テンプレート「画像左回り込み」



ページ作成の流れ（５）

イベント
記事ページ作成の際にイベント日を設定する
ことで、イベントカレンダーページの該当の日付
に自動でリンクを掲載することが可能です。
イベントカレンダー用のページを作成することも
可能です。

地図
グーグルマップ上にマーカーを設置した状態で
ページに掲載することが可能です。また、マー
カーをクリックした際の吹き出しに説明を記載
することが可能です。

グーグルマップ以外にもオープンストリート
マップ、電子国土地図なども利用できます。



ページ作成の流れ（６）

連絡先自動表示
作成したページにはお問い合わせ先としてログインしているユーザーの所属部署の電話番号、E-Mailなどの
情報が自動で表示されます。不要な場合は非表示にすることも可能です。また掲載内容を編集することも可能
です。

公開予約
作成するページはホームページ上に公開を開始する日時、終了する
日時を設定することが可能です。公開開始日時がくるとページが自動
で掲載されます。同様に、公開終了日時がくるとホームページから
非公開になります。非公開になったページは管理画面上には残りま
すので再編集することが可能です。
これ以外にも掲載日そのものを指定した日にすることが可能です。



主な機能の紹介１－承認機能

記事の公開時に承認を必要とします。
メール通知、承認コメント、差し戻し機能
を実装しています。



主な機能の紹介１－承認機能（多段承認）

最大5段階までの承認経路
を設定することができ、記事
を承認に回す際、登録した
経路を選択することができ
ます。
SHIRASAGIの多段承認は、
承認経路を設定する際、
各承認段階で必要な承認
者数を設定することができ

ます。



主な機能の紹介２－メールフォーム

項目と回答の種類を設定し、お問い合わせ
フォームを作成することができます。
自動返信、画像認証機能を実装しています。



主な機能の紹介３－緊急災害レイアウト

あらかじめレイアウトを設定して
おくことで、緊急時に公開画面の
レイアウトをスピーディに切り替
えることができます。



主な機能の紹介４－FAQ機能

質問と回答を入力しFAQ記事として公開することができます。
またFAQ記事の検索機能を実装しています。



主な機能の紹介５－施設機能

施設情報（施設住所、電話番号、URL等）を登録し
公開することができます。
施設には画像、地図ページを添付できます。
種類、地域、用途のカテゴリを設定し絞り込み

検索が行えます。



主な機能の紹介５－施設機能（拡張）

検索画面にサイドバーと各地域でのフォーカスを追加しました。
施設情報フォルダーのCSVインポートが行えるようになりました。



主な機能の紹介６－広告管理機能

広告バナーを表示しアクセスログを集計することができます。



主な機能の紹介７－イベントカレンダー

カテゴリでイベントを分類することができます。

記事作成時に、イベントカレンダーへの掲載
を同時に行うことができます。



主な機能の紹介８－音声読み上げ、ふりがな機能

ページを音声で読み上げることができます。

ページにふりがなを設定することができます。



主な機能の紹介８－音声読み上げ、ふりがな機能（辞書）

正しく振り仮名が振られない場合や、正しく単語が読み上げられない場合、ユーザ辞書
に単語を登録することで、「ふりがな」および音声読み上げ時の単語の誤りを訂正するこ
とができるようになりました。



主な機能の紹介９－メールマガジン機能

メールマガジンの配信を行うことができます。

また配信したメールマガジンのバックナンバーをページとして閲覧することができます。



主な機能の紹介１０－LDAP対応、組織変更対応

LDAPのユーザとグループをSHIRASAGI
に取り込むことができます。
取り込んだLDAPのユーザで管理画面

にログインすることができます。

事前に組織改正情報を登録しておき、組織改正時に全ページの電話番号、メールアドレス
などの連絡先情報を変更することができます。
また、登録した組織改正情報は、事前にシミュレーションすることができ、どのページが書き
換わるかを確認することができます。



最近実装された機能（サイト複製）

サブサイト

観光サイト

サブサイト

子育てサイト

サブサイト

移住サイト

サイト一覧

下諏訪町

下諏訪町観光サイト

下諏訪町子育てサイト

下諏訪町移住サイト

複製

複製

複製

複製

サイト一覧

下諏訪町

下諏訪町観光サイト

下諏訪町子育てサイト

下諏訪町婚活サイト

下諏訪町移住サイト

複製

複製

複製

複製

複製

複製

サブサイト

婚活サイト

複製

下記のようにサブサイトを簡単に複製して、コンテンツの充実を図ることが可能です。



最近実装された機能（安否確認メール配信）

徳島県の安否確認メール配信システムを開発。
オープンソースとして2016年7月に公開。

震度５強以上の地震が発生したときにメールを配信。
ユーザーが安否を入力し、同じグループのユーザーで
安否状況と位置情報を共有できます。



Ｊアラート
震度５強

ＰＣ
父

スマホ
娘

ガラケー
母

職場

自宅

アルバイト先

配信グループ

安否確認
メール

自動配信

安否回答

グループ内の安否状況を
確認できると共に、ＧＰＳ
情報から地図上で居場所
を確認できます。

配信グループのメンバー
は、ユーザが自由に追加
できます。自分が安否を
確認したい人をグループ
に追加することで、より
強い絆を感じることがで
きます。



その他の細かい機能 － 世代管理機能

サイト内で作成するコンテンツについては、更新内容を１０世代まで自動保存します。

誤って保存してしまった場合も、即時に復元することができます。



その他の細かい機能 － 未来日時のプレビュー

プレビュー画面では、確認したい日時を設定することで、未来日時のプレビューができます。

また、ＰＣ画面向け、携帯画面向けのデバイスごとの切替も可能です。



その他の細かい機能 － ウェブアクセシビリティチェック機能

記事を保存する時に、メタ情報の入力やHTMLの表記チェック、更にはWebアクセシビリティ
のチェックを自動的に行います。Webアクセシビリティについては、簡単なものは自動で修正

も行います。



その他の細かい機能－ヘルプ機能

管理画面にて各種設定項目のヘルプテキストが表示されるようにしました。



その他の細かい機能－操作履歴機能

管理画面の操作履歴を保存する機能を追加しました。
CSV形式にて履歴を出力することができます。



その他の細かい機能－Adobe Readerリンク表示機能

HTML内のリンクにPDFが含まれていれば、Adobe Readerへのリンクを表示するツールを

作成しました。



その他の細かい機能－SNSシェアボタンパーツ

twitter、facebook、google+、hatena ４サイトのシェアボタンが利用できます。



その他の細かい機能－ページ同時編集排他制御機能

編集画面を開いた後で最終更新日時が変わっていた場合、保存を拒否します。



その他の細かい機能－お問い合わせ先機能

公開記事に掲載記事に対する連絡先を表示できる機能が追加されました。
連絡先情報の表示/非表示の切り替えが行え、連絡先情報として所属、担当、電話番号、

ファックス番号、電話番号を任意に表示させることが可能です。



その他の細かい機能－サイトマップ機能

サイトマップを作成することができます。
サイトマップXMLの生成も行うことができます。



その他の細かい機能－サイト内リンクチェック機能

サイト内ページのHTMLに含まれているリンクの存在確認を行うことができます。



その他の細かい機能－ページの複製

ページの複製を行うことができます。



その他の細かい機能－ページ、フォルダーの移動機能

ページ、フォルダーを他の階層に移動することができます。



その他の細かい機能－サイト内HTML検索、置換機能

サイト内ページのHTML検索と置換を行うことができます。



その他の細かい機能－ページ差し替え機能

差し替え用ページを作成し、公開中の記事を非公開にせずに更新することができます。



「シラサギ」の開発スケジュールについて

「シラサギ」は、中・大規模サイト向けCMSということもあり、たくさんの機能があります。
特に、官公庁、自治体、教育委員会、大学などで利用されることを想定し、可能な限り運用が
楽になるように配慮しています。下記のシラサギ公式サイトで今後の開発予定については、
公開されておりますので、是非ご確認ください。

http://www.ss-proj.org/dev/roadmap.html



シラサギのバージョンアップ状況について

■2017年9月29日リリース シラサギver1.6.0 ＜リリース済＞

・トリミング機能

アップロードした画像をトリミング加工できます。

■2018年4月リリース予定 シラサギver1.8.0

予定している主な機能（現在開発中）

・記事本文の入力をフォーム型に切り替える機能（簡単入力） ＜リリース済＞

・画像の自動リサイズ（ファイルサイズを意識せずにアップロード）

・ページ修正時に変更箇所を色で視覚化（校閲に便利）

・即時公開設定（必要なコンテンツ、ページを即時に公開）

・組織変更の予約実行（その場にいなくても組織変更を実施）



定形入力フォーム機能

（定形入力フォームイメージ）

（テンプレート画面イメージ）

入力項目に合わせて順番に入力するだけで、適切
なページが作成できるので、非常に簡単です。導
入時に複数の定形入力フォームをご用意いたしま
す。また、管理者の方が作成することもできます。



管理ユーザー向け多言語対応

管理画面のメニューテキストは、外部ファイルに一括保存しているため、翻訳すれば、
すぐにシステムを多言語対応できます。



サイトコンテンツの多言語対応

ページ単位で多言語ページを管理
できるように開発をスタートしました。



シラサギの基本操作 構成イメージ

■レイアウト
ページ全体のレイアウトをＨＴＭＬで作成し、管理します。
フォルダー、ページ単位で設定ができます。
上位のフォルダーにレイアウトを設定している場合は、
ページ作成時に自動で同じレイアウトが設定されます。
■パーツ
レイアウトに配置するコンテンツをパーツという部品で
管理します。
複数のレイアウトで共用することで管理が非常に楽に
なります。
■本文
本文欄はページ作成時に入力した内容が表示されます。
フォルダートップページ（index.html）はフォルダー作成時
に設定したフォルダ属性に応じた内容が表示されます。



シラサギの基本操作 属性の種類

■記事
・記事リスト
フォルダ内の記事ページ一覧を表示します。
■カテゴリー
・カテゴリーリスト
フォルダ属性「カテゴリー」を設定したフォルダ一覧を表示します。
・ページリスト
カテゴリーが設定されているページ一覧を表示します。
■標準機能
・フォルダリスト
フォルダ内のフォルダ一覧を表示します。
・ページリスト
フォルダ内のページ一覧を表示します。
■イベント
・イベントリスト
イベントの一覧をカレンダー形式で表示します。
■アップローダー
・アップローダー
ファイルをアップロードするためのフォルダです。



フォルダ属性2 公開画面の表示イメージ

カテゴリーリスト ページリスト イベントリスト



フォルダ属性3 カテゴリーフォルダー、標準機能フォルダー

フォルダー属性でカテゴ
リーフォルダーリスト、カテ
ゴリーページリストを設定
することでページ作成画面
のカテゴリーの選択肢に表
示されます。



ＨＴＭＬ自由記述

タイトル、日付、所属など表示要素を
自由に編集可能。



記事リスト１

様々な組み合わせで記事リストのマージが可能。
並び順の選択、表示件数などが自由に設定可能。



記事リスト２

記事は、設定されているカテゴリに表示
することができます。このとき、新しいリ
ストを作成することができます。具体的
には、観光の寺社と教育の文化を合わ
せた一覧を検索条件（URL)に入れるだ
けで簡単に作成できることを示します。
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拡張プラグイン

独自の拡張プラグイン機能「egg（エッグ）」があります。
提供されるプラグインを取り込むだけで、すぐに新しい機能が利用できます。



オープンデータプラグイン

徳島県のオープンデータポータルサイトを「シラサギ」で構築

徳島県、徳島県内企業との共同開発

2015年4月27日に公開

「シラサギ」のプラグインとして開発

2015年5月29日にオープンソース公開

※シラサギVer1.4.0からシラサギ本体に組み込まれました。



民間から提供するオープンデータ

自治体から提供するオープンデータ

＋

オープンデータの恩恵を感じられる

自治体と県民がオープンデータ化を推進する仕組みづくり

×

それらを実際に活用できるアプリ

シビックテック



３つのサイトによる相乗効果

データカタログ アプリマーケット アイデアボックス



公共サイトにおける採用状況

三重県桑名市
Open Data KUWANA
2016年2月17日公開

宮崎県 Open Data Box
2016年2月公開予定

下記のオープンデータ
サイトは、
シラサギ＋CKAN
で公開されています。

・埼玉県庁
・大阪市
・神戸市

鳥取県 Open Data Portal
2016年11月公開

2018年3月に香川県

オープンデータポータ
ルサイトが公開されま

す。



オープンデータの推進を支援する機能 － CSV→RDF変換

CSVフォーマットからRDFフォーマットに、下記の３ステップで簡単に変換することができます。
RDFフォーマットに変換することで、SPARQL（スパークル）というRDFクエリ言語によって
オープンデータを複雑な条件で取得できるようになります。



オープンデータの推進を支援する機能 － 語彙登録機能

RDFフォーマットに変換する場合は、多くの組織が分野を超えてオープンデータを利用する
ことを考えて、個々の単語について表記・意味・データ構造を統一し、互いに意味が通じる
ようにする必要があります。IPAが構築している「共通語彙基盤」がそれに該当します。ただ、
共通語彙に登録されている単語はまだ少ないため、各地域では独自語彙を登録し、共通
語彙が充実するのを待つことになります。
オープンデータプラグインでは、公開されている共通語彙をインポートする機能、独自語彙を
登録し管理する機能が実装されています。



オープンデータの推進を支援する機能 － WebAPI

オープンデータカタログサイトで最も利用されているオープンソースソフトウェア「ＣＫＡＮ」の
WebAPIと完全互換したAPIを実装しています。これにより、外部からデータの詳細や
グループの一覧の取得などが簡単にできます。



オープンデータの推進を支援する機能 － SPARQLエンドポイント

外部からSPARQL（スパークル）というRDFクエリ言語を送ることで、オープンデータを複雑な
条件で取得できるようになります。オープンデータのファイルをダウンロードした場合は
ダウンロードした時点のデータを、WebAPIを利用した場合は常に最新のデータを、SPARQLを
利用した場合は常に最新のデータ且つ複雑な条件でデータを取得できます。



オープンデータの推進を支援する機能 － クローリング機能

既に自治体公式サイトなどでオープンデータを公開している場合、新しくオープンデータ
カタログサイトを構築すると、両方のサイトを更新する必要がでてきます。これを回避する
ために、クローリング機能を利用します。データカタログサイトに登録する場合に、ファイル
のアップロードではなく、公開しているファイルのURLを登録することで、毎日一回システムが
該当URLのタイムスタンプを確認し、更新されている場合は自動あるいは手動でファイルを
取り込むことができます。これにより職員の方はどちらか一方のみ管理すれば大丈夫です。



ＣMSであることのメリット

「シラサギ」はCMSでもあります。それによって、下記のようなメリットがあります。

・組織変更対応が機能としてあります。
事前に新年度の組織情報、組織変更情報を登録しておけば切替が楽です。

・ＬＤＡＰ同期に対応しています。
既にOpen LDAP、ADなどでユーザ管理されている場合は、認証基盤と同期できます。

・画面周りの変更が簡単です。
デザインの変更は、CMSの機能で対応できるのでコストを抑えられます。
緊急情報などの掲載もCMSの機能として対応できます。
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GitHubによる公開開発

「シラサギ」は、GitHub上で公開開発を行っており、全国の中小ベンダーが開発に参加して
います。様々な会社が機能開発を行いますので、その恩恵をバージョンアップで得られます。



企業開発コミュニティ

５社

６社

２１社

２０社

９社

１９社

２４社

２７社

日本全国にいる協業ベンダー様に企業開発コミュニティへの参加
を打診し、現時点で３４都道府県１３４社が参加しています。２社



2014 2015 2016

v0.1.0
1stリリース！

2014年5月16日

v0.7.0
オープンデータプラグインリ
リース
シラサギ開発者サイト開設

http://shirasagi.github.io/

2015年5月22日

v1.0.0
メジャーバージョンリリー
ス！

2015年10月30日

v1.0.1
・公開画面系HTML変更

2015年12月1日

v1.0.2
・公開画面系HTML変更
・プラットフォームのバージョン
アップ

Ruby 2.3.0 Rails 4.2.5.2
・本文レイアウト機能

2016年3月1日

v1.2.0
・サイト内全コンテンツ一覧出力機能
・インストーラー
・管理画面へのログイン方法の追加
(SAML,OpenID)
・公開予約の開始／終了日時の規定値設定
・メンバー用ブログ作成機能
・メンバー用写真データベース投稿機能
・メンバー プロフィール管理機能
・サイト複製機能

2016年6月10日

v1.1.0
・MongoDB 3.2対応

2016年3月11日

活発な更新活動

http://shirasagi.github.io/


シラサギ公式サイト

新着情報
リリースノート
よくある質問
ダウンロード
オンラインデモ
導入事例
開発情報
など全ての情報はこちらで確認できます。

http://ss-proj.org/



シラサギプロジェクト開発コミュニティ

シラサギプロジェクトの開発コミュ
ニティをfacebook上の公開グルー
プとして立ち上げています。

リリース詳細や他のエンジニアの
方からのレポートなども掲載され
ていますので、是非ご参加くださ
い。



研修制度、開発セミナー

■研修制度
下記のエンジニア受入実績があります。
徳島県内企業 ３社
東京の企業 ２社
※期間は１週間～３ヵ月

■開発セミナー
シラサギを用いた開発セミナーを実施しています。
●2015年実績
松江エンジニア向け １１名 １月３０日
Ｒｕｂｙビジネス推進協議会（大阪） ２０名 ２月２７日
東京築地 ２３名 ４月２２日
東京築地 ２５名 １０月１５日
塩尻 １２名 １０月１６日

●2016年実績
新潟柏崎 ４名 ５月２６日
東京渋谷 １６名 １１月３０日
東京渋谷 １３名 １２月１４日



ハンズオン

■ハンズオン
シラサギを用いたサイト構築セミナーを全国規模で開催しています。
●2017年実績
徳島県徳島市 ５月１３日
鳥取県米子市 ５月１９日
長野県塩尻市 ６月６日
静岡県静岡市 ６月１２日
東京都新宿区 ６月２９日 さくらインターネットさんとのコラボ
福岡県福岡市 ７月２１日
大阪府大阪市 ８月３日 さくらインターネットさんとのコラボ
奈良県生駒市 ８月３１日
宮城県仙台市 ９月３０日 さくらインターネットさんとのコラボ
鹿児島県鹿児島市 １０月１１日 さくらインターネットさんとのコラボ
広島県広島市 １０月２０日



スタートアップ
スクリプトの種類として
【shell】を選び、配置する
スタートアップ
スクリプトとして
【SHIRASAGI】を選択します。
他はデフォルトとします。

さくらインターネットさんのスタートアップスクリプト



企業開発コミュニティの恩恵

シラサギをビジネスツールとして利用するベンダーが増えることによって、下記
のようなメリットが発生します。

・カスタマイズを汎用的な機能として実装することで、多様なケースに活用できます。

・バージョンアップ時にカスタマイズを取り込むことで、バージョン分岐を回避できます。

・新規に開発する場合に、様々な要望を受け入れやすくなります。

・ソフトウェアを保守できる企業が増えて安心できるようになります。

・開発リソースを開発コミュニティから調達することができます。
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グループウェアアプリケーション

２０１６年４月２４日から
名古屋第二日赤
（２０００人規模）
で稼働中！

２０１７年度徳島県徳島市役
所、北海道庁スクールネット

に導入決定！！

北海道庁スクールネットは、
利用人数１６,０００人。



ポータル

シラサギ市

管理者からのお知らせが優先度の高い順で表示されます。

各機能で発生した自分に関する業務を確認できます。

今週の自分のスケジュールを確認できます。タブをクリックすると
部署のスケジュールや施設の予約状況を確認できます。

各機能の最新更新情報を確認できます。



リマインダー

自分がやらないといけない業務を、自動で通
知してくれます。

通知しない、何分前に通知するなどを設定で
きます。



スケジュール

個人、設備などの空き時間を検索することができます。

個人、部署、カスタムグループ単位でスケジュールが
タブ表示されますので、スケジュールを簡単に把握す
ることができます。

予定は色分けできるので、直感的にスケジュールを把握できます。



設備予約

設備のカテゴリを切り替えることができます。

スケジュールを登録する際に、同時に設備予約をする
ことができます。

週表示、日表示を切り替えることができます。



ToDo

この日までにやらないといけない業務としてToDoを作成し、スケジュールで他の予定と一緒に表
示することができます。

ToDoだけで一覧管理することもできます。

ToDoが対応予定日に差し掛かった場合は、ポータルで通知されます。



お気に入り

ブックマークボタンをクリックするとお気に入りに
登録されます。

メイン画面



メッセージ

グループウェア内部だけの専用メールとして利用することができます。

メッセージをフォルダ分けし、左端のチェックボックスを利用することで、一括で移動、複製、削除などができます。

新規作成画面

メッセージ一覧画面



レポート

スケジュールの会議予定と連携させることができるので、先日参加した会議の予定から該当
レポートを確認することができます。

会議などの議事録をレポートとして作成できます。

新規作成画面

レポート一覧画面



ワークフロー

シラサギ市

承認依頼したワークフロー、承認依頼されたワークフローを切り替えることができます。【現在開発中】

承認ルートは、最大５段階まで設定できます。
ワークフローを作成し、承認ルートを選択して承認を依頼します。

一覧画面

承認ルート作成画面



回覧板

新規登録画面

一覧画面

詳細画面

個人、部署、カスタムグループをそれぞれ選択し、回覧板を回すことができます。

回覧板を見たかどうかは、送信側で確認することができます。



照会回答

新規登録画面

一覧画面

詳細画面

回覧板と似ていますが、部署から部署に照会し、回答をもらう機能です。

必ず回答をもらう必要があるため、照会後、一定期間までに照会をされた部署は回答者を設定
する必要があります。回答者が設定されると、回答者にリマインダーなどで締め切りが通知され
ます。

照会をした部署は、回答者の設定状況、回答状況を確認することができます。



掲示板

親記事に返信した子記事の階層が１段階下がるツリー形式の掲示板を利用で
きます。

親スレッドの下に最新順で投稿されていくスレッド形式の掲示板を利用できます。

用途に合わせた形式の掲示板を作成できます。



質問管理

よくある質問と回答をFAQとして管理者が登録するFAQ形式、質問をした内容にいろんなユーザ
が回答をして、それによって質問が解決したら質問終了というQ&A形式、用途に合わせて使い分
けることができます。



電子会議室

メイン画面

プロジェクト単位で、メンバー管理、ToDo管理、議論を
するディスカッションスレッド管理ができます。

新規作成画面

添付ファイルや書庫などにリンクを貼ることで、紙を使
わない運用が可能です。



共有ファイル

ファイル一覧画面

カテゴリーで共有ファイルを絞り込むことができます。 新規登録画面

フォルダ一覧で、フォルダごとに階層化してファイルを保
存することができます。階層に制限はありません。



共通アドレス帳

グループウェアを利用しているユーザーの共通アドレ
ス帳です。自グループのアドレスを部署ごとに確認で
きます。

メイン画面

新規作成画面



個人アドレス帳

自分だけのアドレス帳を管理することができます。グループによる分
類ができるので、整理も簡単です。

メイン画面

新規作成画面



電子職員録

現在の年度だけでなく、過去の年度に遡って職員を検索できます。

一覧画面 詳細画面



電子事務分掌表

各部署の分掌担当と内線番号を一覧で確認できます。

一覧画面 詳細画面



座席表

メイン画面

どの課の誰が在席しているかどうかを確認することができます。



全文検索機能

メイン画面

全ての機能をまたいで一括で検索ができます。



Webメールアプリケーション

2017年4月30日にリリースされました。

iMap対応メールサーバに接続し、ブラウザでメールの管理ができます。



シラサギのバージョンアップ状況について

■2017年12月リリース シラサギver1.7.0 ＜リリース済＞

グループウェア強化版

ポータル（マイポータル、部署ポータルなど作成可能）

ToDo（スケジュールと連携可能）

共有ファイル（容量制限、階層構造管理を）

メッセージ（連絡メモを改善。フォルダ管理、アドレス帳管理を可能に）

回覧板（関係者への周知に）

照会・回答（課から庁内への正式な照会に）

質問管理（FAQタイプ、Yahoo知恵袋タイプを選択可）

在席管理（内線電話をする前に状況把握を）

電子会議室（ウェブ会議を実施し、議事録作成を）



シラサギの今後（システム全体構想）

グループウェア・ＳＮＳ

ＣＭＳ

他システム

ＲＥＳＴ連携

他ＯＳＳ

機能連携

ワンストップ公開

ＣＭＳにデータを送ると、ＰＣ、
スマホ、タブレット、携帯用の
画面を自動生成。
ＨＴＭＬジェネレーターとして
WebAPIを用いて外部からコン
トロール。



最後に

ご清聴ありがとうございました。

シラサギは、徳島から世界に羽ばたきます。


