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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
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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

ＣＭＳですが、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。
将来的にグループウェア、ＳＮＳなどの様々なアプリケーションの開発ができます。



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 14.04LTS

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 2.3.4

Ruby on Rails 4.2.5.2

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



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



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



その他導入実績

国内プロスポーツリーグ
ポータルサイト及び
全３６チームサイト
を一括運用！
2016年7月1日公開



2016年度実績

北海道のセキュリティクラウドに採用されました。

シラサギクラウドサービスを北海道内全自治体が利用可能に。

２０１６年度は、４団体がリニューアル。

下記の自治体様に採用されました。

・長野県信濃町公式サイト（2016年10月1日公開）

・山梨県山梨市公式サイト（2016年12月1日公開）

・山梨県上野原市公式サイト（2017年3月1日公開）

・山梨県北杜市公式サイト（2017年3月1日公開）

・鳥取県オープンデータポータルサイト（2016年11月1日公開）



今年度実績予定

徳島県のセキュリティクラウドに採用されました（６自治体導入）。

・徳島県三好市（Joruri CMSからリプレイス）

・徳島県小松島市（新規構築）

・徳島県つるぎ町（新規構築）

・徳島県東みよし町（新規構築）

・徳島県那賀町（Joruri CMSからリプレイス）

・徳島県北島町（既存ユーザ）

Webシステムの開発プラットフォームとしても有効です。

・受講支援システム「NICES（ナイス）」

・大学クラウドファンディング「OTSUCLE(おつくる）」



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年間で

にご利用になっていただいております。

約８０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



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。
・企業（縦長１ページ）サンプルデータ
・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

上⻑様
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。



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。



「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
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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

４社

５社

２１社

２０社

６社

１９社

１８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３１都道府県１３２社が参加しています。０社



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。


