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はじめに

baserCMS プロジェクトをご支援頂き、誠にありがとうございます。

ご存知のとおり、baserCMS プロジェクトは、ボランティアベースのプロジェクトであり、ご支援者様

の力なくしては継続する事ができません。

つきましては、2021年における baserCMS プロジェクトの現状と、活動について取りまとめました

ので、ご一読頂き、よろしければ、引き続きご支援頂けましたら幸いです。



コロナ禍の影響

2021年も、2020年に引き続き、コロナ禍の影響でオフラインイベントが全くできず、イベントを中心

として活動を行っているbaserCMSプロジェクトには大きな影響がありました。

ご存知のとおり、世の中のミートアップ系のイベントはことごとくオンラインイベントに切り替わり、

baserCMSの根幹をなす開発を推進する合宿イベントもオンライン化を果たしました。

これまでの合宿イベントはオフラインを前提として年に１〜２回の開催でしたが、オンライン化する

ことで、2021年に１１回も開催することができたのは

プラスの材料とも言えます。



活動報告

1. ACTIVITY



baserCMS プロジェクトでは、国産オープンソースパッケージ「baserCMS」を普及・発展させる為、

様々な活動を行っており、イベントにおいては、スポンサー様のロゴ入りのパンフレットを配布さ

せて頂いております。

冒頭にも述べましたが、2021年はコロナ禍の影響でパンフレットを配布できるようなイベントへの

出展、開催ができず、ほとんど配布できていない状況となってしまいました。

まだまだコロナ禍が続くことが予想されますので、オンラインで配布しやすい形式を検討していき

ます。

パンフレットの配布



パンフレット内側



パンフレット外側



コミュニティ活動一覧（１）

実施日 種別 開催地 活動内容

2021/02 その他 ー baserCMS 30万ダウンロード突破！

2021/02/02 リリース ー baserCMS v4.4.3 リリース

2021/02/20 開発合宿 オンライン ucmitz（baserCMS５）開発 リモート合宿

2021/02/27 リリース ー baserCMS v4.4.4 リリース

2021/03/06 イベント オンライン OSC 2021 Online / Spring 

2021/04/24 開発合宿 オンライン ucmitz（baserCMS５）開発 リモート合宿

2021/04/29 リリース ー baserCMS v4.4.6 リリース

2021/05/22 開発合宿 オンライン ucmitz（baserCMS５）開発 リモート合宿

2021/05/27 リリース ー baserCMS v4.4.7 リリース

2021/05/29 イベント オンライン OSC 2021 Online / Nagoya

2021/06/04 リリース ー ucmitz v1.0.0 リリース！

2021/06/19 開発合宿 オンライン ucmitz（baserCMS５）開発 リモート合宿

2021/06/24 リリース ー baserCMS v4.4.8 リリース

2021/07/17 開発合宿 オンライン ucmitz（baserCMS５）開発 リモート合宿

2021/07/29 リリース ー baserCMS v4.5.0 リリース





コミュニティ活動一覧（２）

実施日 種別 開催地 活動内容

2021/08/12 イベント オンライン baserCMS 10周年 Tシャツ プレゼント

2021/08/21 開発合宿 オンライン ucmitz開発 リモート合宿

2021/08/26 リリース ー baserCMS v4.5.1 リリース

2021/08/29 イベント オンライン ODC 2021 Online

2021/08/29 イベント オンライン baserCMS ucmitz開発 もくもく会 (ODC 2021 Online 内 開催)

2021/09/22 開発合宿 オンライン ucmitz開発 リモート合宿

2021/09/30 リリース ー baserCMS v4.5.2 リリース

2021/10/16 開発合宿 オンライン ucmitz開発 リモート合宿

2021/10/28 リリース ー baserCMS v4.5.3 リリース

2021/11/20 イベント オンライン OSC 2021 Onmine / Fukuoka

2021/11/20 開発合宿 オンライン baserCMS ucmitz開発 もくもく会 (OSC 2021 Onmine / Fukuoka 内 開催)

2021/11/28 リリース ー baserCMS v4.5.4 リリース

2021/12/01-25 イベント オンライン baserCMS Advent Calendar 2021

2021/12/18 開発 オンライン ucmitz開発 リモート合宿





また、baserCMSのテーマやプラグインをダウンロードする事ができる、baserマーケットの会員向

けに、毎月１回メールマガジンを発行しており、メールマガジン内にスポンサー様のPR内容を掲

載させて頂いております。

メルマガ会員数：4,912人（2022年2月10日現在）

メールマガジン





活動結果報告

増加 累計 補足

累計ダウンロード数 40,426回 337,680回
オフィシャルサイトよりのダウンロード数です。バージョンアップ用のパッ
ケージも含みます。

設置サイト数 8,829サイト 86,316サイト 実際にインストールが完了し、管理画面にログインしたサイト数です。

導入事例掲載数 3件 304件 オフィシャルサイトに寄せられた導入事例の件数です。

クリエイティブパートナー数 1社 61社
導入事例を頂いた制作会社で、baserCMSの導入サービスを提供され
ているところが対象です。

2021年2月3日現在





今後の計画

2. FUTURE



活動予定一覧

予定時期 活動内容 備考

通年 baserCMSネクストミーティング 毎月、第４水曜日開催

通年 開発合宿 毎月、第３土曜日開催

通年 baserCMSディレクターズミーティング 毎月、第４月曜日開催

通年 オープンソースカンファレンス出展
（福岡、京都、東京、新潟、北海道）

毎年、定例的に出展

通年 毎月リリース 毎月、定例的にリリース

2022年3月12日 Open Source Conference 2022 Online Spring

2022年4月9日 baserCAMP 開発合宿、福岡大島にて開催予定

2022年6月 baserCMS５リリース CakePHP4対応

コロナ禍の状況が落ち着きましたら、ミートアップイベントや開発合宿、テーマコンテストなどを企

画していきます。



baserCMS５
coming soon…



モダンな開発プラットフォームへ変化 

● CakePHP４プラグイン
CakePHP４のプラグインとして開発

● composer ベースの開発
composer で CakePHPに導入可能

● データベースマイグレーション
スキーマの変更履歴を管理

● サービスレイヤー化
DIコンテナとサービスクラスを導入し DDDに向かう

● 積極的なユニットテスト
基本的全てのユニットはテストありきとしデグレを防ぐ



新しい機能

● オートアップデート
軽微の修正は自動的にアップデート

● ダッシュボード強化
PV / UU、ページ表示速度、SNS流入、ページランキング、お問い合わせ数、リンク切れページなど

● REST API
ヘッドレスCMS対応、マルチデバイス対応

● カスタムコンテンツ
投稿画面を自由に設定



ノーコードAPIの予感❢

カスタムコンテンツ ＋ REST API
管理画面にログインし、カスタムコンテンツを利用することでノーコードでリソースのフィールド定

義を行い、入力画面を作成できる。そして、REST APIを利用することで、定義したリソースをAPI

経由で受け取ることができる。 

様々なリソースの定義と管理を行うことができるようになることで baserCMSの可能性が格段に

広がります。



“最高の” Webサイト制作プラットフォームを目指す 

 

楽しい 

安心  使いやすい 

簡単 

かっこいいサイトができる  色んなことができる 

コストが圧縮 

シンプル 

運営者が喜ぶ 

要望が叶う 

高いセキュリティ 

高い品質  情報がある 



PR / 露出予定

● プレスリリース配信
baserCMS５のリリースに向けた記事を配信。概要欄にスポンサークレジットを掲載します。

● 動画配信
baserCMS５の新機能・使用方法などを配信予定。動画最後にスポンサークレジットを表示します。

● basersマガジン、Qiitaでの記事強化
baserCMS５についてなど。その他、スポンサー様をピックアップした記事を企画予定です。

● 広告運用
Google、Yahoo、SNSで広告運用



楽しく✨
Web業界に貢献したい


