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アジェンダ
• CMSとは、Drupalとは

• Webサイト、パソコンにDrupalの環境をインストール

• Drupalで超簡単、初めてのホームページ作成

• コンテンツの作成、編集、写真やドキュメントのアップ

• ページやブロックの設定

• 多言語ページの作成

• スマホ対応のデザインテンプレートに変更

• 便利な拡張モジュール、ディストリビューション、デザインなどの紹介

• Drupalコミュニティ、事例の紹介

• WordPressとDrupalの違い

• Drupalとクラウド環境（海外のDrupal専用クラウド）

• Q&A 
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Drupal とは

3

Drupalはオープンソースソフトウェア

Webサイトのコンテンツ管理システム、一般的にはCMS(Content 
Management System)のカテゴリー

代表的なオープンソースCMSとしてWordPressやJoomlaなどがあり、
Drupalは2000年の5月に最初のバージョンが公開され、現在(2017年3月
18日)の最新版はDrupal 8.2.7

Drupalの開発経緯などの詳細は、Wikipediaで確認できます。
https://en.wikipedia.org/wiki/Drupal

https://en.wikipedia.org/wiki/Drupal


Drupal の特徴
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ホームページといわれる情報発信がメインの機能の他に、Webサービスを
中心とする他のさまざまシステムと連携するWebアプリケーションの開発
環境としても、今後、たくさん使われます

スマートフォンやタブレットのようなモバイル情報端末や、ウェアラブル
コンピュータ、家電、自動車など、あらゆるものがインターネットにつな
がる、IoT(Internet of Things モノのインターネット)時代に最適な開発
環境

Drupal 8 で社会に役立つ、豊かになるサービスや応用を作りましょう



Drupal Association
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https://www.drupal.org/association

https://www.drupal.org/association
/individual-membership

個人会員 US$15/年 より

https://www.drupal.org/association
https://www.drupal.org/association/individual-membership
https://www.drupal.org/association


Drupal Association
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ビデオを見ましょう

https://youtu.be/q1OHOfU2TAM

https://youtu.be/q1OHOfU2TAM
https://youtu.be/q1OHOfU2TAM


Drupal とは?

7

ホームページのコンテンツ
を部品化

部品として構造化で管理



Drupal とは?
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レゴと同じ概念 シンプルなものから大規模まで



What is Drupal ?
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ステップ１ データの構築 ステップ２ レイアウトデザイン ステップ3 追加するモジュール



パソコンにDrupalの環境をインストール

• Acquia Dev Desktop

• https://www.acquia.com/downloads

機能が豊富

Commerceもある
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https://www.acquia.com/downloads
https://www.acquia.com/downloads


パソコンにDrupalの環境をインストール

• Bitnami Stacks

• https://bitnami.com/stack/drupal

CMSやOSSが豊富

WordPressもある
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https://bitnami.com/stack/drupal
https://bitnami.com/stack/drupal


パソコンにDrupalの環境をインストール

• インストール手順の資料をダウンロード

• http://cmslabo.org/techinfo

• http://cmslabo.org/sites/default/files/doc/workshop/2014/drupal_workshop_201
4_0828_acquia_dev_desktop_beta2.pdf
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http://cmslabo.org/techinfo
http://cmslabo.org/sites/default/files/doc/workshop/2014/drupal_workshop_2014_0828_acquia_dev_desktop_beta2.pdf


インターネットで24時間だけ無料で使う場合

• Simplytest.me  https://simplytest.me/

Drupal core と入力し Drupal 8.2.7を選択

13

https://simplytest.me/
https://simplytest.me/


インターネット上で無料で使う場合 3

• 無料サイトの紹介 https://www.drupal.org/try-drupal
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https://www.drupal.org/try-drupal
https://www.drupal.org/try-drupal


Drupal 8 の特徴

• 紹介サイト https://www.drupal.org/8
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https://www.drupal.org/8
https://www.drupal.org/8
https://www.drupal.org/8/platform


Drupal 8 初めてのホームページ作成 1

• 環境設定－＞サイト情報でサイト名、スローガンなど記載

• コンテンツ追加で（記事）を作成し、「フロンページに掲載」、
コメントは「クローズド」、メニューリンク作成

• Bookモジュールをアクティブに 管理画面－＞コンテンツ コ
ンテンツ追加でBookを書く、「フロントページに掲載」

• コンタクトモジュールを設定 管理画面－＞サイト構築
フォームの追加
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Drupal 8 初めてのホームページ作成 ２

• 管理画面－＞サイト構築－＞コンタクトフォーム フォー
ムを追加 例えば、問合せ一般 とか、受信者には自分の
メールアドレス

• メニューで表示 管理画面－＞サイト構築－＞メニュー－
＞メインナビゲーション－＞メニューの編集－＞リンクの
追加

• ブロックの確認 管理画面－＞サイト構築－＞ブロックレ
イアウト ブロックを設定（ブロックを配置、設定、新規
追加）

• トップページで確認
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コンテンツの作成、編集、写真やドキュメン
トのアップ

• IMCEモジュールをインストール

https://www.drupal.org/project/imce

• 設定 管理画面 -> 環境設定 -> IMCE

• FULL HTMLなどの設定 管理画面－＞環境設定－＞テキ
ストフォーマットとエディター

• 写真のリンクなど
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https://www.drupal.org/project/imce


メニューやブロック、デザインの設定

• メニューの設定、階層化の設定

• ブロックの設定

• ブロック追加でリンクを追加

• ロゴの変更

• デザイン配色などの変更
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多言語ページの作成 (Drupal 8)

• 多言語サポートの設定 管理画面－＞機能拡張－＞多言語 を

アクティブ
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• 多言語サポートの設定 管理画面－＞環境設定－＞地域と言語

• コンテンツの言語

• サイト構築 コンテンツタイプ



スマホ対応デザインテンプレートに変更(Drupal 8)

• Nexus Themeの紹介

https://www.drupal.org/project/nexus
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管理画面－＞モジュール－＞新しいモジュール
をインストール

管理画面－＞テーマ 有効化

https://www.drupal.org/project/nexus


便利な拡張モジュール、ディストリビュー
ション、デザインなどの紹介

• 拡張モジュール

https://www.drupal.org/project/project_module

• デザインテンプレート

https://www.drupal.org/project/project_theme

• ディストリビューション

https://www.drupal.org/project/project_distribution

• コア

https://www.drupal.org/project/drupal
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https://www.drupal.org/project/project_module
https://www.drupal.org/project/project_theme
https://www.drupal.org/project/project_distribution
https://www.drupal.org/project/drupal


Drupalコミュニティの紹介
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DrupalConの写真

https://www.flickr.com/photos/drupalassoc/

2016年5月 DrupalCon New Orleans 

https://www.flickr.com/groups/drupalconmu
mbai2016/

https://www.flickr.com/photos/drupalassoc/
https://www.flickr.com/groups/drupalconmumbai2016/


Drupalコミュニティ
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Drupalコミュニティの紹介
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2016年2月 DrupalCon Asia ムンバイ 1025名

詳細は https://www.flickr.com/groups/drupalconmumbai2016/

https://www.flickr.com/groups/drupalconmumbai2016/
https://www.flickr.com/groups/drupalconmumbai2016/


市民活動で便利なモジュール
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• イベント Conference Organizing Distribution

• カレンダー Event Calendar

• アンケート、問合せ管理 Webform

• 会員管理 Organic groups OG Workflow

• 寄附 Commerce Donate PayPal Donations

• メーリングリスト Mailman Integration

https://www.drupal.org/project/cod
https://www.drupal.org/project/event_calendar
https://www.drupal.org/project/webform
https://www.drupal.org/project/og
https://www.drupal.org/project/og_workflow
https://www.drupal.org/project/commerce_donate
https://www.drupal.org/project/paypal_donations
https://www.drupal.org/project/mailman_integration


市民活動で便利なサイト
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• CiviCRM https://civicrm.org/

• 8000以上の団体で利用、コンタクト、会員管理、イベント他

• Drupal https://www.drupal.org/project/civicrm_starterkit

https://civicrm.org/
https://www.drupal.org/project/civicrm_starterkit


WordPressとDrupalの違い

• ホームページとWebサービス

• Drupalはノンプログラミングをめざす

• 大規模サイトはDrupalが多い
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Drupalの実績

• NBC Olympics website

• City of Boston launches Boston.gov on Drupal

• Who use Drupal http://drupal.com/showcases

• Lufthansa would be using Drupal 8 to build its next-
generation in-flight entertainment system?

RESTful web service in Drupal 8 core
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http://nbcolympics.com/
http://buytaert.net/city-of-boston-launches-boston-gov-on-drupal
http://drupal.com/showcases


Drupalとクラウド環境

• 海外のDrupal専用クラウド

• Acquia Cloud https://www.acquia.com/products-
services/acquia-cloud

• PANTHEON https://pantheon.io/

• InterServer https://my.interserver.net/drupal.php

• Platform.sh  https://platform.sh/

• Amazee Labs  https://www.amazeelabs.com/en
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https://www.acquia.com/products-services/acquia-cloud
https://pantheon.io/
https://my.interserver.net/drupal.php
https://platform.sh/
https://www.amazeelabs.com/en


Drupalとクラウド環境

日本でDrupalが使える主なクラウド

• MS Azure https://azure.microsoft.com/ja-jp/

• Sakura http://cloud.sakura.ad.jp/

• Amazon AWS https://aws.amazon.com/jp/

• IBM  https://www.ibm.com/cloud-computing/jp/ja/

• Google GCP https://cloud.google.com/
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https://azure.microsoft.com/ja-jp/
http://cloud.sakura.ad.jp/
https://aws.amazon.com/jp/
https://www.ibm.com/cloud-computing/jp/ja/
https://cloud.google.com/


アンケート

• 今回のイベントについて

• https://assoc.drupal.org/g
lobal-training-days-
survey-attendees
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https://assoc.drupal.org/global-training-days-survey-attendees
https://assoc.drupal.org/global-training-days-survey-attendees


ご質問！
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