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本プレゼンの元になったデータについて 
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米国Acquia社の教材です。 
 
Acquia社はDrupalを始めた人
ドリエス(Dries Buytaert)さ
んを中心に設立された企業で
す。 
 
ドリエスさんの経歴： 
http://buytaert.net/resume 
 



Drupalとは「Lego」 
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Drupalはさまざまところで使われている 
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2010年のCon SF でホワイトハウスのプレゼン 

11 

http://sf2010.drupal.o
rg/conference/session
s/open-source-
government.html 



拡張 
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Drupal 7 のHooks 
 
https://api.drupal.org/
api/drupal/includes!mo
dule.inc/group/hooks/
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管理画面もカスタマイズ 
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コミュニティ 
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Drupalアソシエーションの活動 
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Drupal の紹介ビデオ 
http://www.youtube.com/watch?v=8o3JUTA3iFk&feature=youtu.be 
 
アソシエーションの活動 写真 
http://www.flickr.com/photos/drupalassoc/ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8o3JUTA3iFk&feature=youtu.be
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さまざま国や分野での活動やイベント 
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機能 コンテンツ編集 
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機能 ブロック 基本レイアウトツール 
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機能 ブロック レイアウト表示 
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機能 ブロックの追加 
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機能 コンテンツ画像の表示ツール  
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機能 画像フィールドのレコード追加  
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機能 画像フィールドの表示設定 
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機能 コンテンツタイプとフィールドの設定 
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Drupalスタイル “まずコンテンツ” 
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構造化されたコンテンツ 

26 



コンテンツタイプの種類 
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コンテンツタイプの設定 
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コンテンツタイプの設定（フィールド管理） 
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コンテンツタイプの設定（表示管理） 
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フィールドとViewsで構築 
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• フレキシブルなソリューション 

• 複製しなくてOK 

• 管理機能の標準化 

• 最低限のカスタムコード 

 



Viewsとカレンダーモジュール 
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Viewsの作成 
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Viewsでフィールド、フィルター操作 
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Viewsとカレンダーモジュール 
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カレンダーモジュール 
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イベント日付のデータフィールド 

37 



プレビュー 
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カレンダーのブロック表示 
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カレンダーの応用 部屋の予約機能 
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ルールモジュール 
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• アクションベースのイベント駆動 

 

簡単にデモ 



Drupal Gardens 
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• すぐ使えるDrupal 7 
のクラウド環境 

• 無料コースから 

• デザインや拡張機能に
違い 

 • http://www.drupalgardens.com/ 



Drupal GardensとDrupal7の違い 
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Drupal Gardensのデザインツール 
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WordPressのブログサイトから移行ツール 
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拡張機能 代表的な拡張モジュール 
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• Views  データベースのデータを参照、連携 

• Panels  サイトレイアウトのカスタマイズ 

• Rules  アクションベースのイベント駆動 

• Organic Groups  ユーザとグループを管理 

• Workbench  ワークフロー 

• Features  使用するモジュールや機能をパッケージ化  

• Drush  コマンドでシステム管理 

ほか、たくさんあります。 

 



拡張機能の検索 
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• https://drupal.org/p
roject/modules/cate
gories 

• https://drupal.org/p
roject/modules 

https://drupal.org/project/modules/categories
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ディストリビューション 
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ディストリビューションの一例 
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• ショッピングサイト commerce 

• ニュース・メディアサイト OpenPublish 

• 自治体向け OpenPublic 

• SNS  Drupal Commons 

• オークション Open Deals 

• リクルート向け Recruiter 

• ホテル向け Open Hotel 

 



デザインテンプレートついて１ 
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デザインテンプレートついて２ 

51 



デザインテンプレートついて３ 
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デザインテンプレートついて４ 
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デザインテンプレートついて５ 
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デザインテンプレートついて６ 
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デザインテンプレートついて７ 
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デザインテンプレートついて８ 
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デザインテンプレートついて９ 
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デザインテンプレートついて１１ 
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デザインテンプレートついて１２ 

60 



デザインテンプレートついて１３ 
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デザインテンプレートついて１４ 
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デザインテンプレートついて１５ 
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デザインテンプレートついて１６ 
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デザインテンプレートついて１７ 
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デザインテンプレートついて１８ 
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デザインテンプレートついて１９ 
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時期バージョン Drupal 8 
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• Viewsモジュールがコアに 

• HTML5対応、モバイルサポート 

• Symfonyフレームワーク採用 

• 多言語機能の改善と新機能 

• 正式リリース予定は2014年かも 

• 詳細は以下のサイト 

• https://drupal.org/community-initiatives/drupal-core 

https://drupal.org/community-initiatives/drupal-core
https://drupal.org/community-initiatives/drupal-core
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参考情報１ 
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• Drupalユーザグループ  

• http://groups.drupal.org/japan 

 

http://groups.drupal.org/japan
http://groups.drupal.org/japan


参考情報２ 
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参考情報３ 
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参考情報４ 
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• 本プレゼンのデータは以下のサイトからPDFファイルでダウン
ロードできます。 

• http://gennai3.co.jp 

http://www.gennai3.co.jp/sites/default/files/slides/drupal_
oss_2013_0530_5.pdf 

• Drupalのインストール手順概要(日本語） 

   http://www.ospn.jp/press/20130404no34-useit-oss.html 

• 日本語でアマゾンKindle版も6月中旬 
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質疑応答 
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• ご質問よろしく御願いします。 


