
お問い合せ

コンテンツ作成

ポータルページ作成 ポータル専用のページを作成します。新着情報やお知らせ情報が登録できます。
Web ページ作成 定型編集と標準編集の2つの方法でページを作成できます。
スマートフォン・携帯電話用
ページ作成 Web ページを流用してスマートフォン・携帯電話用のページを簡単に作成します。個別の編集も可能です。

アンケートページ作成 アンケート専用のページが作成できます。アンケート結果を CSV で出力し、分析できます。
FAQ ページ作成 FAQ（よくある質問と回答）専用のページが作成できます。

ブログページ作成 定型フォーマットに従って、タイトル・画像・記事を入力するだけで、ブログ形式のページを作成します。
サムネイル画像の表示ができます。（コメント、トラックバックは未対応）

コンテンツ部品 ページ内に構造化テキスト、リンク、文字サイズ変更ボタン、パンくずリスト、表、画像、動画、サイト内検索、自動メニュー
リスト、アクセスカウンタ、部署情報、HTML タグ、アクセスランキング、文字背景色切替などの部品を配置できます。

一言アンケート 各ページに簡単なコメントやページの評価を行うアンケートを掲載できます。
バナー広告 バナー広告を掲載できます。掲載期間の自動管理や閲覧数のカウントができます。
画像サイズの最適化 画像サイズを自動調整します。画像ごとにサイズと品質の優先度合いを選択できます。
マルチランゲージ対応 日本語以外のページの作成ができます。

メルマガ機能

メールマガジン コンテンツの登録とともに PC と携帯電話用のメールを一度の入力で作成できます。
入力フォーム 情報に合わせた穴埋め形式の入力フォームを作成できます。
定期配信 内容と配信間隔（月1回や週1回）を指定して、定期的なメルマガを確実に配信できます。

CMS 連携 メルマガのイベントカレンダーを CMS のアイテムとして利用できます。CMS とテンプレート・ジャンル・スタイルシートなどを
共有できます。

配信管理 メルマガの購読者数を集計したり、配信エラーの管理ができます。

サイト管理

コンテンツの階層管理 コンテンツの一覧を階層で管理し、登録・変更・削除・移動・コピーなどの操作を行えます。

コンテンツの公開承認 作成されたページは、あらかじめ決められた承認ルートにより、管理者の承認を受け公開されます。否認や差し戻しも
可能です。

公開期間管理 ページごとに公開開始日時や終了日時を分単位で設定し、自動公開と終了ができます。
サイトマップ生成 サイトごとのサイトマップを自動生成します。
サイト検索機能 ジャンルやキーワード検索により、目的のページを探して移動できます。
新着情報の自動リンク ページ作成時に新着情報の指定を行うとポータルページから自動リンクします。
お知らせ情報作成 お知らせ情報を表示します。
未来サイトプレビュー プレビュー機能（登録データ参照・コンテンツ情報参照）において、未来日時を指定してコンテンツ内容を確認できます。
トップページ切替 期間を指定し、通常ページのひとつをトップページとして切替表示できます。

アクセシビリティ
チェック

不適切文字チェック 間違えやすい文字や不適切な用語を事前に登録し、ページ内に使われていないかをチェックします。
HTML 構文チェック 非推奨タグの自動変換を行います。HTML タグの構文が適切かどうかチェックします。
コントラストチェック 文字の色と背景の色の色差・明度差が十分に保たれているかチェックします。
音声読み上げチェック 音声読み上げソフトによりどのように読みあげられるかを視覚的に確認します。
色覚特性のシミュレーション 色覚特性に応じたページの見え方をシミュレートして確認します。
スタイルシート有無での見え方
チェック 利用者がスタイルシートを外した場合にどのように見えるのかを確認します。

文書構造のチェック 文書構造が適切であるかを視覚的に確認することができます。
代替テキストチェック 画像に代替テキストが設定されているかどうかをチェックします。

システム運用

ユーザテンプレートの作成 ヘッダやフッタを含むページの雛形を複数登録し、統一感のあるページの作成ができます。

アクセスログ収集 ページ単位でのアクセスログを収集し、時間別・曜日別・メディア別などの切り口で分析できます。分析データの CSV
出力も可能です。

承認ルート設定 コンテンツの承認ルートを複数設定できます。

SEO 対応 各ページに検索順位を上げるためのキーワードを指定できます。検索エンジンの検索対象にならないように指定するこ
とも可能です。

ページの改ざん検知と自動復旧 生成されたページが改ざんされた場合は自動的に検知し、復旧します。
操作履歴管理 CMS 上での操作の履歴を蓄積し、確認することができます。
HTML 取り込み機能 HTML ファイル群を一括して取り込み、公開日時に従って公開が可能です。

その他

RSS お知らせ情報や新着情報を生成し、RSS リーダに提供します。

SNS 連携 「いいね !」ボタン、ツィートボタンをページ内に登録し、FaceBook や Twitter 側からのタイムライン表示に対応し
ます。

ファイルサイズ設定 ページサイズ、ダウンロードファイルのサイズを制限できます。
スケーラビリティ 公開サーバを増設し、規模の拡張に対応します。

本資料に記載の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。
本資料の内容は改良のために予告なく、仕様・デザインを変更することがあります。

WillCommunity2.0/CMS機能一覧

動作環境  （WillCommunity2.0/CMS）	 ※必要メモリ、ディスク容量はシステム環境により、異なる場合があります。

2015年2月現在
catNo.WC05133K4

サーバ

CPU インテル® Xeon® プロセッサ
メモリ 4GB以上推奨
ディスク 4GB以上（OS、DB、コンテンツを除く）
OS RedHat Enterprise Linux 5・6（64bit）、WindowsServer2008R2、WindowsServer2012
Web サーバ Apache2.2
AP サーバ Tomcat7.0
データベース MySQL5.5　※導入の際は、MySQL OEMライセンス（有償）が必要になります。
その他 承認依頼、アンケート内でメールを利用する場合は、別途メールサーバが必要

クライアント

CPU PentiumⅢ 750MHz以上または、Celeron500MHz以上
メモリ 1GB以上推奨
OS WindowsXP、WindowsVista、Windows7
ブラウザ Microsoft Internet Explorer6.0（SP3）、7、8、9以上
その他 FlashPlayer11以上

CMSで作成した
ページの閲覧 ブラウザ

Windowsの場合／Internet Explorer6.0（SP3）、7、8、9、10以上、Firefox3.0、Opera9.5
MacOSの場合／Internet Explorer5.0、Safari2.0　※その他のブラウザや、CSSを利用してい
る場合は、CSSの設定により、体裁が乱れることがあります。

	 北陸支社
〒920-2141　石川県白山市安養寺1番地
Tel 076-273-4600　Fax 076-273-4603
http://jpn.nec.com/willcommunity/cms_top.html
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JIS X 8341‐3:2010※1に従ったチェック機能を装備し、高齢者・障が
い者に配慮したコンテンツ構築をサポートします。

手軽にページが作成できる「定型編集」と高度なページ作成ができる「標
準編集」を用意しています。ホームページ作成の専門知識がなくても
WYSIWYG※エディタによる柔軟なコンテンツ作成が可能です。

言語コード設定によりマルチランゲージのコンテンツ作成が可能
です。RSSの自動生成、SNS（Social Networking Service）
への連携やSEO対策のための様々な属性を設定できます。また、
ブログ形式のページを作成することができます。 

万一、ホームページが改ざんされても、短時間で改ざんを検知し、自動的に復旧します。

Webページと連携したメー
ルマガジンの配信ができます。
さらに情報発信だけでなく、
アンケートやFAQページの作
成、簡単な評価やコメントを
受け付ける「一言アンケート」
を掲載し、利用者の意見収集
が可能です。また、指定期間
のアクセス数を自動集計し、
ランキング形式で表示するこ
とができます。

※2「色弱者がどの色が何色に見えるのか」を示すものではなく、「どの色とどの色が判断しづらいか」
を理解するための変換です。また使用するディスプレイによっては異なる色に変換されますの
で、適切に色管理されたsRGBディスプレイの使用をお勧めします。

色覚特性のシミュレーション※２

※1 JIS X8341-3:2010／高齢者や障がい者がWebコンテンツを利用できるようにするための
ガイドライン。

※WYSIWYG （What You See Is What You Get） : 「見たものが、手に入るもの」という意味。
画面で見たものが、そのまま出力できること。

コンテンツの
作成

アクセシビリティ
の確認 公開設定 承　認 公　開

アクセシビリティへの対応 柔軟なコンテンツ作成 多様化する情報発信への対応

高度なセキュリティ対策

双方向サービスの実現

双方向型Webサイトを構築・運営する新世代のマルチメディアコンテンツマネジメントシステム

組織内の複数の部署から提供される多くの
コンテンツ情報を、Webサイト上で常に新鮮
に保ち、管理していくことは、膨大な手間と技
術を要します。コンテンツマネジメントシステ
ムWillCommunity2.0/CMSを導入すれば、
コンテンツ作成のためのHTMLやWebサー
バへの転送、公開方法などの専門的な知識な
しにWebサイトの運営を行うことができます。

WillCommunity2.0/CMS
コンテンツの
作成から公開までが
簡単でスピーディに!

作成方法は、手軽な「定型編集」と高度なページ作
成ができる「標準編集」から選択できます。
※カレンダー表示はメルマガオプションにより提供されます。

JIS X 8341‐3に従ったチェック機能で、作成中に
いつでも確認できます。

コンテンツの公開開始、終了、変更が自動的に行わ
れるため、管理者の運用負荷を大幅に削減します。

コンテンツは全て承認を経て公開されます。運用に
合わせた多段階承認ルートや自動メール送信、さら
に一括決裁が可能です。現在のワークフローを一目
で確認することができます。

指定した公開開始日時に自動的に公開されます。

HTML

※本機能（メールマガジンの配信）は、メルマガオプションにより提供されます。

閲
覧
可
能

変
換

ハッカーによる改ざん

改ざんされたHTMLファイルがないか定期的にチェックします。
改ざんを検知した際は、HTMLファイルを自動的に削除します。

改ざん検知

改ざんされたHTMLファイルが削除されると、次回アクセス時に
HTMLファイルを再生成します。

自動復旧

侵 入

不適切文字やコントラストの確認、さらに色覚特性のシミュレーションや音声読み上げ
の確認が可能です。

編集中でも、タブ切替で随時にアクセシビリティの確認を行うことができます。

定型編集では、見出し、本文入力、画像、表、リンクの設定
が入力フォームを利用して簡単に行えます。

標準編集では、文字、画像、表などを自由に配置でき、
HTMLの知識がなくてもワープロ感覚で簡単にコンテン
ツの作成ができます。

作成するコンテンツに
言語コードを設定するこ
とで、日本語以外のコン
テンツを作成することが
できます。

ブログ形式のページ作成・公開
を行うことができます。

改ざんされたHTMLファイルが削除さ
れると、管理者へメールで通知します。

一度の入力で、Webページの登録と
メールマガジンの配信ができます。

アクセス数により、ランキング形式で
の表示を行います。

FAQページの作成や
「一言アンケート」の掲
載が簡単にできます。

簡単な操作でス
マートフォン・ケー
タイコンテンツへ
自動変換でき、さ
らに個別に編集す
ることもできます。
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