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writeWired CMS Platform とは ～これまでにない、CMSの概念を超えたCMS ～

writeWired CMS Platformは Webサイトの構築、コンテンツ作成、公開までの承認フロー、Webサイトの来訪者と
のコミュニケーションまでも管理ができるオールインワン型のCMSパッケージソリューションです。

【主な機能】
プロセス管理　　　　　　 サイト管理

　　　　 基本サイト表示機能 画像編集と動的Flash

ページ編集 Webデータベース

アプリケーション構築 CRM

公開側会員向け機能

オールインワン型のCMS Platform

テンプレートと分離したコンテンツの一元管理

writeWired CMS Platformは、「Webページ」を管理するツールではありません。入力されたコンテンツは
表示テンプレートとは分離してすべてデータベースに蓄積されます。テンプレートを替えることでサイトのデザイン
をすべて変更することができます。

蓄積したコンテンツはサイトページ、一覧ニュース、関連ニュースなどに使用しワンソースマルチユースを実現します。

また、writeWired は複数サイトの管理を行うことができます。入力されたコンテンツ情報をサイトを横断し
て表示することができ、Webサイト間でのコンテンツ一元管理までも可能にします。

writeWired CMS Platformは自身にWebデータベースを内臓しています。
Webデータべースとは管理画面上から任意の項目、型を定義して表を作成する機能で表を定義すると、管理
画面内でその表の入力画面を自動的に生成します。

表はWebサイトの付随情報、コンテンツの付随情報、ユーザーの付随情報、問い合わせフォーム、応募フォーム、
会員情報レイアウトなど、ありとあらゆる情報に関連付けることが可能です。

Webデータベース

writeWired CMS Platformは 内蔵したWebデータベースを利用して検索アプリケーションを構築することが可能で
す。検索機能用のタグをページに埋め込むだけで検索画面、結果一覧、詳細画面、問い合わせ機能までを構築
することができます。
ページデザインも自由に作成することができるので、項目の定義、ページデザインの組み込みをするだけで高機能
な検索システムの構築が可能です。

問い合わせ、応募はWebデータベースに定義を行うことで管理画面が作成されます。
Webサイトから来た問い合わせなどにはメールで返信、ステータス管理を行うことができ、会員に対しては
メールマガジン、ステップメールを送信することができ、高度なCRM機能を提供します。

アプリケーション構築&CRM

一般的なCMSにおけるリッチなWebサイトのコンテンツ管理はもちろん、強力な
Webデータベース機能を持つ、これまでにない、CMSの概念を超えたCMSです。

文字の羅列ではなく、「定義された情報」として蓄積することを可能にすることで、

情報の価値を向上し、再利用しやすくします。

コンテンツを表示テンプレートと別に管理します、またサイト間のコンテンツをつなぎ

ポータルサイト構築、コンテンツ一元管理とWebサイトネットワークの管理を可能にます。

Webデータベースを使用しコンテンツの検索、問い合わせ管理、会員管理など

さまざまなインターネットソリューションを提供します。
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writeWired の導入メリット

・小規模サイトから大規模サイトまで、スピーディに立ち上げることができます

・柔軟な承認フロー対応でWebサイト運営のプロセスをワークフロー化できます

・知識のない人でも楽にきれいなWebページを作成することができます

・情報配信のスピードをあげ、量を増やすことができるようになります

・情報を一元管理することが可能です

・制作費用の削減にも効果的です

・SEO対策ができます

・アクセス解析による効果測定が可能です

・高機能な検索システム構築で来訪するユーザーの利便性を高めることができます

・問い合わせ管理により、ユーザーとの関係を築くことができます

ROI
KPI

SEO
CRM

Speed

内部統制 BPR

Branding

Webサイト運営の最適化 と

インターネットマーケィング の実現

Marketing

PDCA
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オールインワン型のCMS Platform

PCPCサイトサイト 携帯サイト携帯サイト

PCPCサイトサイト

統合データベース

サイトA

サイトC

PCPCサイトサイト

・ユーザー管理
・組織管理
・権限管理
・ワークフロー
・マスター管理
・コンテンツ入力
・フォーム設計
・画像管理
・フラッシュ管理
・画像トリミング
・効果実績

管理機能組織①

・サイト登録 ・マスタ管理
・フォーム設計 ・組織管理
・ユーザー管理

外部サーバー

XML RSS

・抽象化
バリデーション
API

サイトB

サイトD

サーバー管理者

・ユーザー管理
・ユーザー権限設定

組織管理者

・コンテンツ承認

承認者

・コンテンツ作成

制作者

組織②

・問い合わせ管理
・申し込み管理
・会員管理
・メール返信
・メール一括送信
・ステップメール
・テンプレート

CRM機能

・ログイン
・会員情報変更
・会員管理
・問い合わせ履歴
・退会
・閲覧ページ制限

会員機能

・検索条件
・検索一覧
・詳細ページ
・申し込み
・一括申し込み
・自動返信メール

検索機能

・抽象化
外部DB転記
API

・トップページ
・ディレクトリトップ
・ニュース一覧
・コンテンツ詳細
・バックナンバー
・問い合わせ
・サイトマップ
・SEO
・ぱんくず
・ブログ

基本機能

・コンテンツ変換
API(Java)

・コンテンツアクセス
API(Java)

・動的Flash
生成

・画像圧縮
・自動ページ変換
・絵文字出力

・フォーム検索
・申し込み
・メール送信

・会員管理
API(Java)

・静的HTML
出力モジュール

・静的HTML
転送モジュール

外部Webサーバー

PCPCサイトサイト

テ
ン
プ
レ
ー
ト(JS

P)
組織③

・一括メール配信
・ステップメール配信

サイトA 動的

サイトB 動的

サイトC 静的

サイトD 静的

下記の　　内がwriteWired CMS Platformが提供する機能です。
複数のWebサイト、PC/携帯サイト、動的、静的とCRM(動的のみ)を幅広くカバーします。

・writeWired CMS PlatformはJavaプラットフォームで稼動します。
・フリーで実績のあるミドルウェアApacheTomcat,PostgresSQLを使用しています。
・データベースとWebサーバーを分離し3階層構造で稼動させることができるため、
水平、垂直のいずれにも拡張し、高い運用可用性を確保することができます。

・writeWired CMS Platformは wisdom java frameworkを使用して構築されています。
　このフレームワークは日本IBM内の数多くの大規模プロジェクトの基盤として利用された
　実績があるSTSD株式会社の鴻田孝雄により作成されたものです。
　wisdom java frameworkはオープンソースとしても公開されています。　
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オールインワン型のCMS Platform – 拡張性の高いスケーラビリティ

writeWired で管理されるデータはすべて統合データベース内に格納されます。アプリケーションは別筐体でも稼動させることができるので、高いセキュリティと高可用性を実現する

ことができる構成になっています。

PCPCサイトサイト 携帯サイト携帯サイト

PCPCサイトサイト 携帯サイト携帯サイト

writeWired

Webアプリケーションサーバー

PCPCサイトサイト

PCPCサイトサイト

writeWired

Webアプリケーションサーバー

PCPCサイトサイト

PCPCサイトサイト

統合データベース

サイト

サイト
サイト

PCPCサイトサイト

writeWired

Webアプリケーションサーバー

PCPCサイトサイト

writeWired

Webアプリケーションサーバー

ロード
バランサー

インターネットＤＭＺイントラネット

DBサーバー

垂直方向に拡張

垂直方向に拡張

水平方向に拡張
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テンプレートと分離したコンテンツ一元管理

統合データベース

サイトA

PCPCサイトサイト

サイトA

１コンテンツ情報

－トップページ

－ニュース一覧

－コンテンツ詳細画面

－別コンテンツの関連ニュース

－バックナンバー

　　　　　　　　　　　　　　　など

表示テンプレートと分離したコンテンツの一元管理

writeWired は入力されたコンテンツ情報にテンプレートを適用したWebページを生成

します。ニュース、バックナンバーなどもそのコンテンツ情報を元にリンクを生成します。

従って基本的にコンテンツ詳細ページ以外の情報を入力する、という概念はありません。

コンテンツ情報を一度だけ入力すれば、それは正しく、指定した時間にサイトの表示されます。

公開するディレクトリの日時も設定が可能です。

サイトマップ、お知らせなどの更新、メニューの変更作業は必要なく、リンク切れは起こりえない

仕組みになっています。

テ
ン
プ
レ
ー
ト(JS

P)

統合データベース

サイトA

PCPCサイトサイト

サイトA

トップページ情報
（フォームに定義）

－トップページ

－ニュース一覧

－コンテンツ詳細画面

－別コンテンツの関連ニュース

－バックナンバー

　　　　　　　　　　　　　　　など

表示テンプレートと分離したコンテンツの一元管理: 各個別表示箇所(Webデータベース機能を使用した拡張定義)

テ
ン
プ
レ
ー
ト(JS

P)

⇒一つのコンテンツ情報からサイト上に表示するすべての要素を生成します。

コンテンツ詳細ページに含まれない情報、例えば、サイトのトップには簡易的なお知らせを表示

したい、ディレクトリのトップ画面ではそれぞれコンテンツ詳細情報とは別の情報を表示しない、

などの場合でも、Webデータベース機能により、定義が可能です。

作成は簡単です。

サイト、ディレクトリ、組織、制作ユーザーそれぞれにどのような項目が表示したいか定義をすれ

ば管理画面に入力画面が作成されるので、データはそこに入力します。

あとはテンプレートにそのデータを出す定義をすれば、サイト側に表示されます。

⇒コンテンツ情報以外の、サイトに必要な情報をWebページとは分離して管理することが可能

です。
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Webデータベース

コンテンツ管理をさらに強力にする、Webデータベース機能

writeWired CMS Platformは自身にWebデータベースを内蔵しています。
Webデータべースとは管理画面上から任意の項目、型を定義して表を作成する機能で

表を定義すると、管理画面内でその表の入力画面を自動的に生成します。

表はWebサイトの付随情報、コンテンツの付随情報、ユーザーの付随情報、問い合わせ

フォーム、応募フォーム、会員情報レイアウトなど、ありとあらゆる情報に関連付けること
が可能です。Webデータベースで作成できる表の種類は下記の3種類に分けられます。

・定型表示フォーム
サイト、ディレクトリ、コンテンツに組み合わせて使用します。
サイト上ので表示と検索項目を使用します。

・入力フォーム

問い合わせ、応募フォームなど、サイトを来訪するユーザーが入力
するためのフォームです。

・会員フォーム

会員用に使用するフォームです。

フォームの定義画面

項目の定義画面

サイトA

コンテンツ情報

フォーム定義

コンテンツ
フォーム情報

フォーム定義

ディレクトリ情報

ディレクトリ
フォーム情報

フォーム定義

サイト情報

サイト
フォーム情報

フォーム定義

問い合わせ
フォーム情報

フォーム定義

会員
フォーム情報

入力画面 入力画面 入力画面 入力画面 入力画面

入力画面の自動生成

選択肢の定義画面
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アプリケーション構築 & CRM

検索アプリケーションの構築

コンテンツ
フォーム情報

フォーム定義
（定型表示）

コンテンツ情報

検索条件画面の生成 検索条件一覧の実行 詳細画面（コンテンツページ） 問い合わせ画面

フォーム定義
（入力フォーム）

問い合わせ
情報

検索条件に使用する表示フォームと、問い合わせとして使用する入力フォームを定義
することで高機能な検索アプリケーションを簡単に実現します。

テンプレートページに検索条件を表示するタグ、一覧を表示するタグを埋め込むだけです。

デザインも入れることができます。項目は設定によるため、商品カタログ、求人、不動産
など、さまざまな用途に使用できます。

CRM

問い合わせ
情報

フォーム定義
（入力フォーム）

検索条件画面の生成 編集画面の生成

※フォーム単位に任意の

ステータスが設定可能です。

※フォーム単位に任意の

ステータスが設定可能です。

メール返信画面

メール
テンプレート

登録された入力フォームの情報は管理画面にて検索条件を

含んだ一覧画面を自動で生成します。同様に詳細、メール
での返信を行うことができ、用途に合った問い合わせ管理

機能が実現できます。

※一括メール送信、ステップメールが使用できる

会員管理機能もあります。（後述）

※フォーム定義数に制限はありません。

※ステータスはフォーム単位に設定が可能なので、用途に合ったステータス管理が可能です。
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機能概要 - 1

プロセス管理
・ユーザー管理

ー 組織単位にユーザー作成
ー 組織、ユーザー毎に編集可能なサイト、ディレクトリへのアクセス制限

・承認ワークフロー
ー ユーザーに制作権限、承認権限を設定しワークフローの実現
ー グループ、ロールを設定し、直列、並列を組み合わせて複雑な承認経路が作成可能
ー ステータス変更時にメール送信

サイト管理
・複数サイト管理

ー 複数サイト管理可能
ー サイトをまたいだポータルサイトの構築が可能

・動的、静的サイト対応
ー 動的サイト、静的サイト対応（静的サイトの場合、Webデータベース機能の使用不可）

・バナースペース
ー 任意の数、場所を定義。掲載期間、日数とランダムローテーションの設定が可能

・携帯サイト対応(主要3キャリア、動的のみ)
ー 画像縮小
ー 絵文字対応
ー アクセス端末による自動ページ分割

画像編集と動的Flash
・画像加工

ー 自動リサイズ設定
ー 任意リサイズ
ー 任意切り抜き。切り抜きは縦×横サイズを入力し、ドラッグし切り抜けるのでストレスなく使用できます。

・動的Flash （動的サイトのみ）
ー Flashをテンプレートとして登録
ー 登録画像を使用して、Flashテンプレートと組み合わせて動的Flash出力が可能。

基本機能
・サイト表示

－トップページ ー サイトマップ自動生成
－ディレクトリトップ ー ぱんくず生成
－コンテンツ詳細 ー カレンダー表示
－バックナンバー ー アクセス数によるランキング表示
－制作者一覧

・SEO対策
－サイトキーワードによるSEO対策タグ出力
－ページ単位にキーワード設定
－Rewrite 使用よる擬似的な静的URLの生成（動的サイトの場合）

・マスター管理
ー各種マスター管理

・監査ログと効果測定
ー監査ログ
ーアクセスログの取得 （動的サイトのみ）
ー月別日別PV表示 （動的サイトのみ）

ページ編集
・やさしい入力と比類のない豊かな表現力

ー ブロック単位による自在なレイアウト構成で高い表現力のページ作成を実現
ー WYSIWYGによるワープロ感覚のやさしい入力。Word、Excel 文書も貼り付け可能
ー Microsoft Excel,Word文書が貼り付け可能
ー 見出し、表、背景をマスタ化することで、自由でありながら標準化されたページ作成
ー 制作者と承認者の管理画面を分け、作業に集中できる迷いのないインターフェース
ー 表示イメージと同様の編集画面。いつでも確認できるプレビュー機能
ー 表形式の入力（適用スタイルを設定可能）
ー 規定の画像サイズをマスタに設定しページ要素をルール化。サイトテイストを維持

・きめ細やかな制御
ー 掲載期間の日時設定。
ー 最新ニュースと表示するか否かの設定が可能。

・定型表示フォームとの組み合わせ
ー 定型表示フォームは自在にレイアウト可能
ー 定型表示フォームとの組み合わせで検索項目を設定可能

・PC/携帯ページの同時入力
ー PC用のコンテンツと同時に携帯ページが編集可能。
ー PC用コンテンツのコピー機能搭載

・ブログ対応
ー ディレクトリをブログにするか指定が可能。いくつでもブログが作成でき、複数人でも登録が可能
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機能概要 - 2

・テーブル定義
ー 各項目のラベル、入力形式、選択肢を指定して任意の表が設計可能。

・高速表示用一覧テーブルの構築
ー 作成された表は一覧表示用のテーブル生成、自動同期。

・管理画面インターフェース
ー 検索機能つきの一覧（表示項目は任意設定可）、詳細、削除の自動生成

・コンテンツへの利用
ー 問い合わせ、応募、定型表示フォーム、会員などに利用できます。

アプリケーション構築
・検索アプリケーション

－定型表示フォームを検索軸に利用し、高機能なコンテンツ検索機能が構築可能。
－問い合わせフォーム、会員機能と連動

CRM
・問い合わせ、応募フォームの設置

－Webデータベースによる任意のフォームレイアウト

・問い合わせ管理機能
－フォームの項目にあわせた問い合わせ管理画面自動生成。
　　（検索付き一覧、詳細、ステータス変更、返信、削除）
－フォーム単位に任意のステータス設定が可能

・会員管理
－会員管理の項目にあわせた会員管理画面自動生成
　　（検索付き一覧、詳細、削除）

・メール機能
ーテンプレート管理
ー自動返信メール - 問い合わせ、会員向け
ーメール返信 - 問い合わせ
ー一括メール送信 - 会員向け
ーステップメール送信 - 会員向け

Webデータベース 会員向け機能
・会員機能

ー ログイン
ー 会員情報の閲覧、変更
ー 問い合わせ、応募履歴の閲覧
ー 退会
ー パスワードリマインダー

基幹システム連携とアドオン開発
・基幹システム連携

ー 入力フォームの外部DBサーバー転記機能
ー フォームのバリデーション機能追加

・アドオン開発
ー 高水準に定義された Java API
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機能紹介 - プロセス管理

ユーザー管理 承認ワークフロー

・ユーザー種別
writeWiredで使用する「ユーザー」は 「組織」と呼ばれるグループに属します。
ユーザーのには下記3つの種類があり、それぞれ使用できる機能が変わります。

・ユーザー権限
「ユーザー」には 「ユーザー権限」を設定することができ、機能制限を設定することが可能です。

　　- ディレクトリ書き込み制限
そのユーザーに閲覧可能なディレクトリの制限をかけることができます。ユーザーは自分が閲覧
可能になっているディレクトリのみが参照、更新可能になります。

　　- コンテンツ閲覧範囲
そのユーザーが参照できるコンテンツを制限することができます。「自分のみ」と設定すると
自身の作ったコンテンツのみが参照、更新可能になります

　　- 承認権限
そのユーザーがコンテンツを公開できるか設定します。承認権限がないユーザーはコンテンツの
作成はできますが、掲載することができません。

・組織とサイト
特殊な権限を持つサーバー管理者により、組織に対してサイトへのアクセス権限を設定します。組織は複数
のサイトへのアクセスをすることができ、またサイトは複数の組織を持つことが可能になります。例えば複数の
サイトを運用している場合でもログインしなおす、などの作業は必要ありません。

サイトA

・サイト登録 ・マスタ管理
・フォーム設計 ・組織管理
・ユーザー管理

サーバー管理者

・ユーザー管理
・ユーザー権限設定

組織管理者

・コンテンツ承認

承認者

・コンテンツ作成

制作者

サイトB

組織①

組織②

・コンテンツステータス
コンテンツには下記4つのステータスがあり、ユーザーの権限により行える作業が変わります。

更新不可更新不可更新可更新可

更新可更新可更新可更新可

掲載OK確認中確認依頼制作中

承認者

制作者

12月1日掲載予定の告知です。

承認をお願いいたします。

・グループ、ロールを設定し、直列、並列を組み合わせて複雑な承認経路が作成可能
組織内にグループを作成し、ユーザーを階層構造で管理を行うことができます。ユーザーにはロールが設定
できます。ユーザーを特定して直列、並列の複雑な承認経路を作成できます。

・コンテンツ変更時のメール通知と通知履歴
ステータスの変更時にはコメントを記入してメールを送付することができます。記入されたコメントは
コンテンツの履歴として参照することができます。

送信履歴

コメント入力

マネージャー

スタッフ スタッフ スタッフ

グループA

スタッフ スタッフ

直列フロー

並列フロー
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機能紹介 - サイト管理

複数サイト管理 バナースペース

・複数サイト管理
writeWired は、複数のサイトを管理することができます。組織単位にサイトを関連づけるので、ログイン
しなおす、という作業が不要です。管理画面上で作業サイトの選択を行うことで切り替えて行います。
※サイトの選択を行うのは複数サイトが設定されているユーザーの場合だけです。

・サイトをまたいだポータルサイトの構築が可能
サイト情報は同じデータべースに蓄積されるため、サイトAとサイトBの情報をまとめてサイトCに表示する、
ポータルサイトを構築することが可能です。

例えば、多数店舗、多数の拠点を持っている企業
の場合など、それぞれ独自のサイトを運用し、最新
ニュースを別のサイト上で配信する、などの相互
ネットワークを構築することが可能です。

また、商品情報などを配信するサイトを多数構築し、一つの
情報を多数のサイトで配信、被リンクを集中させることで
一般的に高額になるSEOの外部施策を行うことが可能です。

・バナースペース
サイト上に任意の数のバナースペースを定義することができます。
バナースペースには掲載期間、掲載日数、ランダムローテーションの有無を設定します。

テンプレートにその定義情報を埋め込むことでそのバナースペース
に登録したバナー設定を表示することが可能です。

バナースペースは下記の二種類があります。
・画像タイプ
・テキスト、スクリプト流し込み

バナースペースへのバナー情報は掲載開始日と表示情報（画像または
テキスト、リンク先URL、別ウインドウ表示、リンク文字列）を登録する
ことで指定したバナースペースに表示されます。

バナーはコンテンツ情報とは分離した管理情報です。

サイトA サイトB

サイトC

動的、静的サイト対応

・動的サイト
ユーザーからのアクセス時に動的にデータベースを参照して、サイト情報を表示するタイプです。
動的サイトにすることで、問い合わせ、検索などさまざま機能が利用できるようになります。
SEOの観点から見ると動的サイトは不利と言われることがありますが、writeWiredはApacheの
rewrite機能を使用するため、検索エンジンへの対応は静的サイトと同じです。

・静的サイト
writeWired は静的HTMLを出力することが可能です。この機能は動的サイトが作り出す全てのページに
擬似的にアクセスして、完全なフォルダ、URLを維持した静的HTMLに出力する機能です。

動的に動いているサイトをそのままHTMLに出力するため、writeWiredの場合 「動的なサイト」「静的なサイト」
という考え方はありません。

また、転送先のFTPサーバー情報を入力することで、HTMLの作成～転送まですべて自動で行うことが
可能です。

サイト

バナーA

バナーC

バナーB

携帯サイト対応

・携帯サイト対応
主要3キャリア（docomo、au、Softbank）に対応した携帯サイトも管理することが可能です。（動的のみ）
PCのみのサイト、携帯のみのサイト、両方のサイトも管理することができます。

・画像縮小
携帯コンテンツ作成時に適したサイズにリサイズを行います。

・絵文字対応
絵文字を入力することができます。ページ表示時に各キャリア
指定の方法で絵文字タグを出力し、対応する絵文字がない場合は
画像を表示します。

・自動ページ分割
アクセス携帯端末の機種情報を参照し、表示しきれないページの
場合は自動でページ分割を行います。
※ページの構成により正しく分割できない場合があります。

携帯端末1ページ

2ページ



Copyright (C) STSD Co,.Lltd Allrights Reserved 13

機能紹介 - 基本機能

サイト表示 マスター管理

・ページ表示機能
writeWired では、下記のページを表示することができます。
全ページ、個別にテンプレートを指定することが可能で、各ページ内でコンテンツアクセスAPIを利用すること
が可能なので、自由なデザインのサイトを構築することが可能です。

－ トップページ
－ ディレクトリトップ
－ コンテンツ詳細
－ バックナンバー（サイト全体、ディレクトリ）
－ 制作者一覧
－ サイトマップ
－ カレンダー
－ 実アクセス数によるランキング表示

・画像タイプと画像パターン
サイトの運営ではコンテンツレイアウトから必須になる画像、固定画像など、さまざまな規定、ルールが必要に
なりますそれらのルールを策定し、運用上制作者が迷うことなく作業をすすめるために使用されます。

・スタイルとスタイルパターン
各ページの見出し、表のイメージなど、各コンテンツページのデザイン、テイストにより、単一ではなく、選択肢
を持たせたい場合、あらかじめパターンを設定することで制作者は「選ぶ」ことで、バリエーションに富みなが
らもサイトルールに沿ったページを作ることができます。

・スタイルシート
複数のスタイルシートが管理できるので、バリエーションにとんだデザインを適用することができます。

・バナースペース
バナースペースを登録します。

・フラッシュ
動的FlashのテンプレートになるFlashファイルを登録します。

SEO対策

・サイトキーワードによるSEO対策タグ出力
サイトにSEO対策キーワードを設定することで、出力される全ページにキーワードを入れることが可能です。

・ページ単位にキーワード設定
ページ単位にタグを設定できるので、ページ単位にキーワードを設定することが可能です。

・Rewrite 使用よる擬似的な静的URLの生成（動的サイトの場合）
動的サイトで稼動する場合でも、静的サイトと同様のURLを出力するため静的サイトとの差はありません。
SEOに効果的なリンクを出力します。

※writeWired 自身が持つHTMLテンプレートは存在しません。従って、SEO、アクセシビリティに最適化された
HTMLをそのままCMSとして稼動させることが可能です。

監査ログと効果測定

・監査ログ
writeWired は管理画面で行われたユーザーのすべての操作をIPアドレス、ユーザーエージェント、操作イベント、
対象データとともにログとして記録します。そのためユーザーIDの不正使用などのトラブルが発生した場合
でも過去の記録をすべて調査することが可能です。

・アクセスログ取得（動的サイトのみ）
公開サイトでのすべてのログをDBに出力します。ログを使用して詳細な分析を行うことが可能です。
（アクセス日時、IPアドレス、クッキーID、セッション、アクセスURL、リファラー、流入キーワードなど）

・月別日別PV表示（動的サイトのみ）
writeWiredはバッチプログラムにより定期的にログの集計を行います。集計ログは管理画面上で
月別、日別に閲覧することが可能です。
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機能紹介 - ページ編集 1/4

やさしい入力と比類のない豊かな表現力 1/2

・ブロック単位による自在なレイアウト構成で高い表現力のページ作成を実現
1コンテンツは「本文」と呼ばれるブロックを複数組み合わせて登録します。１本文単位に画像の配置場所
余白、キャプション表示位置、テキストの流し込みを設定ができるため、多彩なレイアウトがHTML知識の
ない方でも簡単に実現できます。

・WYSIWYGによるワープロ感覚のやさしい入力。Word、Excel 文書も貼り付け可能
使いやすいWYSIWYGエディターを装備。ワープロ感覚でコンテンツ登録。
Word,Excel文書の貼り付けも可能です。

・見出し、表、背景をマスタ化することで、自由でありながら標準化されたページ作成
見出し、表のスタイルをマスタ登録することで、コンテンツ制作時に選択ができるようになります。ディレクトリ
毎に設定ができるので、多くのデザインパターンがあってもシンプルに制作が可能になります。

・制作者と承認者の管理画面を分け、作業に集中できる迷いのないインターフェース
制作者はログイン後、自分が閲覧権限のあるディレクトリしか表示されません。また他の機能はメニュー
からも表示されません、
承認者はログイン後、自分が承認をしなくてはならないコンテンツの一覧画面が表示されます。
制作者はコンテンツ作成に、承認者は承認作業に集中ができ、最小限の画面遷移で作業ができる
インターフェースになっています。

コンテンツタイトル

本文1見出し

本文2見出し

本文3見出し 本文4見出し

テキストテキストテキスト

テキストテキストテキスト

テキストテキストテキスト

テキストテキストテキストテキストテキストテキスト

テキストテキスト

テキストテキスト

テキストテキスト

テキストテキスト

テキストテキスト

テキストテキスト

本文にある「改ページ」にチェックをすることで、公開時に自動で改ページを入れたり、「横並び」にチェックを
することで、本文を横に隣接して表示することが可能です。画像は1本文に何枚でも設定が可能で、配置
位置、余白を個別に設定することが可能です。

画像配置パターン（画像の縦、横並びも指定できます） キャプション表示位置

制作者のログイン後画面 承認者のログイン後画面

アクセス権限のあるディレクトリを
一覧表示。迷うことなく作成に進めます

承認待ちのコンテンツ一覧が表示されます。
迷うことなく承認作業に進めます。
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機能紹介 - ページ編集 2/4

やさしい入力と比類のない豊かな表現力 2/2

・表示イメージと同様の編集画面。いつでも確認できるプレビュー機能
編集画面は編集中の本文以外は公開イメージと同様に表示されます。編集画面では、メインコンテンツ部分
のみで、ヘッダー、フッターなどは表示されませんが、プレビュー機能でサイト掲載時と同じイメージが確認でき
ます。

・表形式の入力（適用スタイルを設定可能）
1本文の内容を表形式入力に変更することができます。列数、行数を指定することで本文が表形式になりま
す。各列の幅をピクセルで指定ができ、変更後に列、行の追加、入れ替えができ、スタイル情報を表に
適用することも可能です。

・規定の画像サイズをマスターに設定しページ要素をルール化。サイトテイストを維持
コンテンツをトップ画面に表示したい、一覧にサムネイル画像を表示したいという場合、コンテンツに貼り付け
られた画像をそのままHTMLタグの指定でサイズを指定して表示するとサイトの見た目が非常に悪くなる場合
があります。
writeWired では、コンテンツ本文の画像以外にトップ画面、一覧用サムネイル画像を登録するすることが
可能です。それらは写真の特定の部分を切り出して登録ができるので、サイトテイストを維持した運用が可能
になります。またそれらの画像の任意、必須が設定できます。

編集画面 公開サイト

表の列、行を指定。

トップ画面

12.3 サンプルコンテンツ

12.2 サンプルコンテンツ

12.1 サンプルコンテンツ

ディレクトリトップ画面

12.1 サンプルコンテンツ

バックナンバー

①

①

①

バナー画像

バナー画像 バナー画像

①

② ②

② ②

コンテンツ詳細画面

③

コンテンツ本文

固定画像登録

コンテンツ本文登録
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機能紹介 - ページ編集 3/4

きめ細やかな制御 定型表示フォームとの組み合わせ

・掲載期間の日時設定
掲載期間を日時で指定することが可能です。

・最新ニュースとして表示するか否かの設定が可能
最新ニュースとして表示するかをコンテンツ単位に設定が可能です。

・定型表示フォームは自在にレイアウト可能
定型表示フォームをディレクトリに設定すると、コンテンツ入力画面でその定型表示フォームが入力できる
ようになります。入力画面はフォームの定義に準じて管理画面が自動で作成します。ここで登録したデータ
を表示するテンプレートを作成することで自由なレイアウトを組むことが可能です。

コンテンツ入力画面

ディレクトリのコンテンツ入力制御設定

掲載日時の省略値、コンテンツ編集タブの表示順序、
表示非表示など、さまざまな設定がディレクトリ単位に
きめ細かく設定を行うことができます。

作成するコンテンツの目的にあった最適な管理画面が
設計できます。

フォーム定義
（定型表示）

・定型表示フォームとの組み合わせで検索項目を設定可能
定型表示フォームをディレクトリに設定すると、コンテンツ入力画面でその定型表示フォームが入力できる
ようになります。この中に検索機能で使用する検索条件を設定することが可能です。
選択肢は管理画面で任意のリストを作成することができます。また、都道府県、市区町村、路線、駅を
使用することができます。

テ
ン
プ
レ
ー
ト(JS

P)

検索条件のフォーム定義例
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機能紹介 - ページ編集 4/4

PC/携帯ページの同時入力 ブログ対応

・ディレクトリをブログにするか指定が可能
ディレクトリをブログタイプとして作成することでブログタイプのコンテンツ入力が可能になります。
ディレクトリに対してアクセス権限を付与することで複数ユーザーで一つのブログを共有することも可能です。
ブログタイプの場合は、そのディレクトリの中でカテゴリーを登録し分類することが可能です。

・PC用コンテンツと同時に携帯ページが編集可能。
携帯用コンテンツを作成可能にした場合、PC用の入力欄とは別に携帯用のコンテンツ入力欄が使用
できるようになります。携帯用は本文は1つまでとなり、絵文字が使用できるようになります。

・PC用コンテンツのコピー機能
PC用に編集したコンテンツ本文を携帯用本文にコピーすることが可能です。

絵文字入力

携帯用本文入力エリア タブによる切り替え

PC用本文入力エリア 携帯用本文入力エリア

本文を貼り付け

画像を縮小してPC用本文を
携帯用本文にコピーします。

PC用本文をそのまま携帯に流用しようとすると、文量面などでリライトを
する必要が出て、PC側の本文も成り立たなくなる場合があるため、
writeWiredは「PC用本文と携帯用本文は別情報である」という考え方です。

ブログタイプのコンテンツのカテゴリー設定

ブログタイプのコンテンツの本文入力欄 ブログタイプの画像設定



Copyright (C) STSD Co,.Lltd Allrights Reserved 18

機能紹介 - 画像編集と動的Flash

画像加工 動的Flash （動的サイトのみ）

・自動リサイズ設定
登録された画像パターンから、ディレクトリ単位に自動リサイズ設定をすることが可能です。コンテンツ作成
時に、そのサイズを選ぶことで自動で画像のリサイズを行えます。（パターンに制限はありません）

・任意リサイズ
画像はアップロード後、任意のサイズを指定して、リサイズを行うことができます

・任意切抜き
画像はアップロード後、任意の縦×横サイズを入力し、ドラッグし切り抜けるのでストレスなく使用できます。

・テンプレートとなるFlashファイルを作成、マスターとして登録
動的Flashはフラッシュのテンプレート（ローテーションする、など。拡張子が.swfのファイル）を作成し
そのFlashファイルをマスターとしてアップロードします。

・Flashテンプレートを使用して画像を設定
コンテンツ作成時、画像の変わりにフラッシュを選択し、テンプレートになるFlashマスターを選択し、任意の
枚数の画像を設定します。

サイズの選択肢
（マスタから参照）

切り抜き

サイズ変更

ドラッグ可能領域

フラッシュ.swf
（ローテーション）

登録画面

設定画像-1

・表示時にFlashテンプレートを適用して画像を表示
コンテンツ表示の際、Flashマスターと設定画像を組み合わせて動的にFlashを生成します。

トップページの見出し、コンテンツの見出し画像などの固定画像すべてにFlashを適用することができます。
Flashファイルは任意に作り込むことが可能です。

設定画像-2
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機能紹介 - Webデータベース

テーブル作成 管理画面インターフェース

・各項目のラベル、入力形式、選択肢を指定して任意の表が設計可能。
Webデータべースとは管理画面上から任意の項目、型を定義して表を作成する機能です。
3種類のフォームを作成することができます。

・検索機能つきの一覧（表示項目は任意設定可）、詳細、削除の自動生成
一覧用テーブルが作成されたフォームに対してwriteWired は自動的に管理画面を作成します。
管理画面は検索条件が指定できる一覧機能、編集画面、削除画面が用意されます。

高速表示用一覧テーブルの構築

・作成された表は一覧表示用のテーブル生成、自動同期。
フォームのデータは内部では各項目の値が別々に保管されますが、一覧で高速に表示するために一覧表示
用のテーブルを作成できます。この処理を行った時点からwriteWiredはコンテンツデータとフォームデータの
同期を行います。

フォームの利用

・問い合わせ、応募、定型表示フォーム、会員などに利用できます。
フォームは、下記3つの用途に使用できます。

・定型表示フォーム
サイト、ディレクトリ、コンテンツに組み合わせて使用します。
サイト上の表示と検索項目として使用します。

・入力フォーム
問い合わせ、応募フォームなど、サイトを来訪するユーザーが入力する
ためのフォームです。

・会員フォーム
会員用に使用するフォームです。

柔軟なフォーム定義の機能と自律的な管理機能、またそれらをコンテンツとして蓄積することが可能なので
Webページの管理だけではない強力なWebサイトを簡単に構築することができるようになります。

作成できるフォーム種類

・定型表示フォーム
・入力フォーム
・会員フォーム

フォーム定義
（定型表示）

登録画面

コンテンツ情報

コンテンツ
フォーム情報

一覧用テーブル
※一覧用テーブルはフォーム自体にレ
イアウトの変更があっても削除し再構
築をすることが可能です。
それまでに登録されていたデータは
すべて同期を取ることができます。

検索条件画面の生成 編集画面の生成

検索条件はフォームに設定された全ての選択リストから自動
生成し全項目に対するキーワード検索を行うことが可能です。
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機能紹介 - アプリケーション構築

検索アプリケーション

・定型表示フォームを検索軸に利用し、高機能なコンテンツ検索機能が構築可能。
検索条件に使用する表示フォームと、問い合わせとして使用する入力フォームを定義することで高機能な
検索アプリケーションを簡単に実現します。

コンテンツ
フォーム情報

フォーム定義
（定型表示）

コンテンツ情報

検索条件画面の生成 検索条件一覧の実行 詳細画面（コンテンツページ） 問い合わせ画面

フォーム定義
（入力フォーム）

問い合わせ
情報

検索条件に使用する表示フォームと、問い合わせとして使用する入力フォームを定義
することで高機能な検索アプリケーションを簡単に実現します。
テンプレートページに検索条件を表示するタグ、一覧を表示するタグを埋め込むだけです。
デザインも入れることができます。項目は設定によるため、商品カタログ、求人、不動産
など、さまざまな用途に使用できます。

SearchElementBuidler seb = new SearchElementBuidler(facade);
CityElementBuilder ceb = new CityElementBuilder(facade);

// 働き方区分

Select workstyle_kb = seb.buildSelect("WORKSTYLE_KB");
workstyle_kb.getOptions().add(0, (IOption) new Option("", "--選択してください--"));

// エリア
Select citydistcd = ceb.buildCityDist("CITYDISTCD");
citydistcd.getOptions().add(0, (IOption) new Option("", "--選択してください--"));

// 都道府県

Select citycd = ceb.buildCity(citydistcd.getSelected(), "CITYCD");
citycd.getOptions().add(0, (IOption) new Option("", "--選択してください--"));

// 職種コード
Select jobtype_cd = seb.buildSelect("JOBTYPE_CD");
jobtype_cd.getOptions().add(0, (IOption) new Option("", "--選択してください--"));

SearchResultPage srp = srpg.buildPage(Integer.parseInt("5"), 
Integer.parseInt(currentPage));

List<IFormListContent> flcs = srp.getListContents();

IPageList result = srp.getPageList();

検索画面、一覧などは高度に単純化されています。そのためリファレンスを見ながらタグを埋め込むだけで
稼動するアプリケーションを作ることができます。
またそれぞれ、各項目を個別に取得が可能なので、独自のデザインに作りこむことも可能です。
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機能紹介 - CRM

入力フォームを問い合わせ、応募フォームとして設置

会員管理

・Webデータべータベースによる任意のフォームレイアウト
問い合わせ、応募などのユーザーの入力が必要なものはコンテンツに定義された入力フォームを設定する
だけで入力画面を生成します。

ユーザーが入力する際、必須項目のチェック、入力値の型チェックなどもすべて自動で行います。
SSLの使用有無、確認画面の表示有無、送信後の表示メッセージなどを設定することができます。
問い合わせのデータはWebデータベースに蓄積され、管理画面側で操作をすることができます

・会員管理の項目にあわせた会員管理画面自動生成
一覧用テーブルが作成されたフォームに対してwriteWired は自動的に管理画面を作成します。
管理画面は検索条件が指定できる一覧機能、編集画面、削除画面が用意されます。

問い合わせ管理機能

・フォームの項目にあわせた問い合わせ管理画面自動生成
一覧用テーブルが作成されたフォームに対してwriteWiredは自動的に管理画面を作成します。
管理画面は検索条件が指定できる一覧機能、編集画面、削除画面が用意されます。

・フォーム単位に任意のステータス設定が可能
入力フォームにはそれぞれ任意のステータスを設定することが可能です。

例えば、「問い合わせ受け付け」「一時返信済み｣「対応中」「対応済み」などその入力フォームにあった
ステータスを作ることで業務に即したステータス管理を行うことが可能です。

メール機能

・メールテンプレート管理
送信メールタイプ別にメール文面のテンプレート管理を行うことが可能です。

問い合わせ画面フォーム定義

問い合わせ
情報

・自動返信メール - 問い合わせ、会員向け
入力フォーム、会員フォームにユーザーからの入力があった場合に自動で送信するメールを設定することが
可能です。メールには差込文字を設定することが可能です。

・メール返信 - 問い合わせ
入力フォームには問い合わせ管理機能からメールを送信することができます。送信したメールは各入力ごとに
履歴が保管されるので、過去のやり取りも管理できます。メールには差込文字を設定することが可能です。

・ステップメール送信 - 会員向け
送信対象の条件選択し、送信起算日、時間設定を設定して一括メール配信を行います。会員に対して
送信履歴を保持しているので、設定をしておけば、会員が登録されると自動でステップメールの配信が
行われます。

・一括メール送信 - 会員向け
送信対象の条件を選択し、配信日時を設定し、一括メール配信を送信することができます、メールには
差込文字を設定することが可能です。
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機能紹介 - 会員向け機能

会員機能

・ログイン
テンプレートにタグを指定するだけでログインフォームが表示され、認証処理を行います。

・会員情報の閲覧、変更
会員情報の閲覧、変更画面を自動的に生成します。

・問い合わせ、応募履歴の閲覧
ログインした状態で会員が行った入力フォーム（問い合わせ、応募）の履歴を参照することができます。

・退会
退会処理を行うことが可能です。

・パスワードリマインダー
メールアドレスがある会員フォーム定義の場合にパスワードを送信します。
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機能紹介 - 基幹システム連携とアドオン開発

基幹システム連携 アドオン開発

・入力フォームの外部DBサーバー転記機能
入力フォームの入力時に外部DBに転記することできます。
XMLファイルに項目のマッピング、転記先のデータベース情報を記入するだけで自動的に転記します。
問い合わせ管理がすでに存在している場合でも、シームレスにつなげることが可能です。

・高水準に定義された Java API
writeWired には、テンプレートJSPから簡単にコンテンツデータにアクセスできる高水準に定義されたJava
API　が用意されています。

蓄積された情報はデータベースに格納されているので、さまざまアドオン開発を行うことができます。

・フォームのバリデーション機能追加
フォームには登録時に追加プログラムを呼び出すことが可能です。
外部DBサーバーに接続を行い、妥当性のチェックおよび、外部DBの情報をフォームに設定することも可能
です。

外部サーバー

フォーム転記
設定XML

問い合わせ画面

DB2/Orable/SQLServerなど

転記機能

外部サーバー

DB2/Orable/SQLServerなど

更新処理

コンテンツ
フォーム情報

・妥当性のチェック
・外部DBの情報をフォームに設定
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動作環境・価格

動作環境 価格

Mac OSX

Windows

DBサーバー

アプリケーションサーバー

Webサーバー

OSサーバー
※1

Windows,Linux

Apache2　以降

Apache Tomcat 4.1以降

PostgreSQL 8　以降

クライアント
※2

Internet Explorer 6,7,8
Firefox 2,3

Firefox 2,3
Safari 3.1

※1　サーバー
　　　　・推奨メモリ2GB以上
　　　　・JDK1.6以上必須
※2　クライアント
　　　　・JavaScript必須

writeWired 本体価格 200万円

導入費用 50万円

初期テンプレート作成 ※別途お見積

既存サイト移行作業 ※別途お見積

カスタマイズ ※別途お見積

年間保守費用 45万円～

※本体価格はユーザー数、サーバー数、作成ページ数に依存しません。
※サーバー本体の価格は含まれておりません。
※稼動に必要なOS、サーバー（Web、PostgreSQL、Apache Tomcat、メール）
　などのセットアップ費用は含まれておりません。
※ドメイン取得に関わる費用は含まれておりません。
※公開サイトに限り、writeWired本体にない機能のカスタマイズも承ります。
※価格、サービス内容は予告なく変更される場合があります。

開発・販売元

STSD株式会社
（エスティーエスディー株式会社）
TEL：03-3445-8912/FAX:03-3445-8691
〒150-0013 
東京都渋谷区恵比寿1-6-3
ゼネラルビル恵比寿イースト2F

CMS Platform
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会社概要

会社概要

役員略歴 代表　鴻田孝雄

会社名 ----- STSD株式会社（エスティーエスディー株式会社）

設立 ----- 2005年6月3日

所在地　 ----- 東京都渋谷区恵比寿1-6-3　ゼネラルビル恵比寿イースト2F

代表取締役 ---- 鴻田孝雄

資本金 ----- 300万円

writeWired CMS Platform について

・海外旅行会社用パッケージソフト開発会社に入社。
IBM 小型汎用機 AS/400を使用し海外旅行システムの設計、開発

　商品造成、予約、仕入、手配、精算、経理を担当
・国内最大手旅行会社の商品造成システムを当時国内初のAS400

とJavaにて構築

代表の鴻田は日本IBMの大規模プロジェクトにおいて、共通基盤の開
発、データベースチューニング、プロジェクト管理を数多く経験しました。

会員数数百万人の携帯キャリアの会員サイト、国内最大手化粧品会
社の会員向けサイト、国内最大級の求人サイトなど、それらは基幹シス
テムと連動したミッションクリティカルなプロジェクトです。

鴻田はそれらのプロジェクトの中で、自身が作成したJavaフレームワー
クを適用し、度重なる改善を加え、百人規模で開発を行うプロジェクト
の土台を支えてきました。

writeWiredはそれらの大規模システム構築の経験が凝縮されたもので
あり、機能を追加できる拡張ポイントが用意した、汎用的で拡張性の
高いシステムです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

事業内容 ----- Webシステム構築のコンサルティング、

業務分析、設計、開発、

Webサイト企画、開発、運営、
writeWired CMS Platform の開発、販売

・フリーのエンジニアとしてIBM内でAS/400にて基幹システムの設計
・IBMパートナー向けのJava講師としてセミナー開発、講師を担当
・AS/400関連書籍への寄稿
・IBM内にてAIXプラットフォームを中心にWebシステム開発に従事
・キャリア公式会員サイト、国内最大手化粧品会社会員サイトなどの
　多数の大規模サイト向けの開発基盤の構築
・IBM内にて、提案活動支援、品質管理、プロジェクト管理、開発標準
　の作成、開発者への技術支援と教育、システムリリース後のチュー
　ニングなどを担当

・STSD株式会社設立。代表取締役に就任
・「求人メディア an」の法人向けASPの開発
・「求人メディア an」の開発基盤を構築して、共同開発ベンダに提供
（現在もPC4サイト、携帯4サイトにて稼動中）

・開発基盤をオープンソースとしてリリース
・商品企画、プロジェクト管理、品質管理、開発標準の作成、サービス
　の企画などおもにコンサルティング業務に従事
・自社メディア「BONITA message」のリリース
・「writeWired CMS Platform」の企画、開発

STSD株式会社
代表取締役　鴻田孝雄

writeWired は 「無駄をなくし最大限の効果を得る」ために開発された、
従来にない新しい機能を持つCMSです。

「コンテンツ」は「情報」を意味し、単純なWebページの生成、管理ツー
ルではなく、登録～公開までのプロセス、また問い合わせ、会員なども
含め、writeWiredは 「情報=コンテンツ」　として考え、それらを汎用的
に管理できる機能を有しています。

Webデータベースの機能はその中核となり、ありとあらゆる形の情報を
定義して蓄積することでさまざまな形で流用することが可能となります。

writeWired は 「データの一元管理・ワンソースマルチユース」を実現し、
そのデータを利用した検索機能などさまざまなアプリケーションの構築
までを可能にします。

　

CMSの領域を超えた、

「コンテンツ管理　アプリケーションプラットフォーム」

それが writeWired CMS Platformです。

是非、貴社のソリューションとしてご活用ください。　　　　　
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