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はじめに
このセッションでは、2019年にあったDrupal関連の主な出来事と
2020年の予定を最新情報も含めてご紹介します。

Introduction
This session presents an overview of what happened around 
Drupal in 2019 and what lies ahead in 2020, incl. the latest news. 



アジェンダ
• アウトソーシングテクノロジーについて
• Drupal のトピック
• 他の関連トピック

Agenda
• About Outsourcing Technology Inc.
• Topics on Drupal
• Other related topics



アウトソーシングテクノロジーについて

About Outsourcing Technology Inc.



アウトソーシングテクノロジー
株式会社アウトソーシング (東証一部) の子会社。技術者派遣および開発請負などを提供 (分野は自動
車・デジタル家電・ロボティクス・医療機器の研究開発、生産、技術開発など)。社員数 10,966名
（2019年9月現在）。
Drupal 専門チーム（Drupal & HTML5 推進室）を持ち、複数の大陸をまたぐグローバルなスケール
のシステムを含む、各種の Web サイトを Drupal で構築、保守、運用中。

Outsourcing Technology Inc.
With its 10,000+ employees, Outsourcing Technology, Inc. offers recruitment and outsourcing 
services for automobiles, digital consumer electronics, research and development of medical 
equipment, production and technological development. The company, a subsidiary of Outsourcing 
Inc. (TSE 1st Sec.), has a dedicated Drupal team that builds and maintains a number of global-
scale website-systems straddling continents.



事例紹介 Showcases
OSTech ソリューションサービスサイト – 事例紹介 OSTech Solution Services Website - Showcases

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社様 協和企画様

Panasonic Corporation Connected Solutions Company Kyowa Planning Co.,Ltd.

https://solutions.ostechnology.co.jp/drupal/case/panasonic-cns https://solutions.ostechnology.co.jp/drupal/case/kyowakikaku

https://solutions.ostechnology.co.jp/drupal/case/panasonic-cns
https://solutions.ostechnology.co.jp/drupal/case/kyowakikaku
https://solutions.ostechnology.co.jp/drupal/case/panasonic-cns
https://solutions.ostechnology.co.jp/drupal/case/kyowakikaku


Drupal のトピック
(for English go to slide #24-)



リリースサイクル
Drupal 8 では新機能を搭載したバージョンが年に 2 回リリースされる (Symfony のリリー
ス時期も考慮に入れたタイミング)。

2019 年は 8.6.0 で始まり、8.7.0 が 5 月 2 日、8.8.0 が 12 月 4 日に公開された。



Drupal 8.7.0 の主な変更点
Layout Builder

コンテンツタイプごとでも個別ページでもドラッグ＆ドロップでレイアウトを設定可能

キーボード、スクリーンリーダーでもナビゲート可能

Media
メディア（画像など）の再利用が可能に

Media Library（試験的導入）
ライブラリーからドラッグ＆ドロップでメディアをテキストフィールドに挿入

JSON: API
ユーザー、タグ、コメント、ブログ記事など、すべてのエンティティーに対して JSON:API 経由でアク
セスが可能に。特定のフィールドだけを取得することも可。



Drupal 8.8.0 の主な変更点
Media Library（安定版）

ライブラリーから簡単にオーディオやビデオなどのメディアをテキストフィールドに挿入。メディア
やキャプションなどの再利用のほか、キーボードを使ったナビゲーションも可能

管理 UI テーマ Claro (試験的)
視認性、操作性、アクセシビリティーが向上

Composer 対応の強化
Drupal のインストールとアップデートがより容易になった。他のモジュールを別途追加する必要なし。
Drupal.org とも適切に連携

従来どおり Zip、Tar.gz ファイルから Drupal をインストールしても、最初からComposer を使っても
（依存するライブラリや Composer ワークフローなどの問題もなく）クリーンなインストールが可能





Drupal 9 の戦略トラック
バイテルト氏が DrupalCon Amsterdam で提示した４つのトラック

今後、コミュニティーで議論し、決定後、それぞれのイニシアチブを作る

• コストと手間を削減する：構築と保守がより安価でよりシンプル
• 初心者体験の優先度を高める：熟練者だけでなく初心者にも好かれる
• オープン Web を推進する：世界中のすべての人々に役立つオープンで

独立した Web をプロモート
• 最高の構造化データエンジンになる：コンテンツとデータがあらゆるデ

ジタル体験の中心となる未来に対応



Drupal 8.7.0 から 9.0.0 への流れ



Drupal 7 & 8 はどうなる？
EOL(公式サポート終了) はどちらも 2021 年 11 月の予定 (D9 の
リリース後 18 か月)

ただし、その後も複数の会社が有償サポートを提供する見込み



他の関連トピック



Acquia、Mautic を買収 – 2019/05
Mautic：オープンソースのマーケティング オートメーション プラットフォーム

• オープンソース版と商用版のクラウド製品がある。インストールベース 200,000 超
• オープンなアーキテクチャーかつオープンソースであることにより、現在、世界で

7000 社あるマーケティング テクノロジーとの自由な連携が可能
• Drupal と同じく PHP で作られ、Symfony 上で動く
• Drupal と同じ GNU GPL ライセンス → 同一の開発チームが Drupal と Mautic にか

かわることも可能

アクイアがMauticを買収：ドリスとDBのQ＆A
https://www.acquia.com/jp/blog/acquia-acquires-mautic-qa-founders-dries-buytaert-and-db-hurley

https://www.acquia.com/jp/blog/acquia-acquires-mautic-qa-founders-dries-buytaert-and-db-hurley


Acquia、Cohesion を買収 – 2019/09
Cohesion 社はドラッグ＆ドロップなどの直感的な操作によって
コンテンツだけでなくボタンなどの GUI 要素までデザイン、レ
イアウトできるツール「DX8」の開発元。

この買収によって、コーディングスキルのないユーザーでも最大
4倍の速度でコンテンツを作成できるようになる。

アクイアがCohesionを買収 : 最速のDrupalサイト構築の実現
https://www.acquia.com/jp/blog/acquia-acquires-cohesion

https://www.acquia.com/jp/blog/acquia-acquires-cohesion


Vista、Acquia の過半数株式を取得 – 2019/09
「Vista のエコシステムは 60 を超える企業と世界全体で 70,000 人を超える社員から成り
立っている。Vista とのパートナー関係に入り、彼らが持っている規模の大きさ、ネット
ワーク、専門知識を利用することで、僕たちは自らのミッション遂行を大きく加速し、市
場での競争力を飛躍的に高めることができる。

何年もの間、Acquia が株式を公開するだろうという噂（うわさ）があった。株式公開は今
でも Acquia にとってすばらしい選択肢だが、当面は非公開かつ独立した会社であり続け
るということも僕はうれしく思っている。

僕たちはこれまでやってきたことに対して引き続きすべてのエネルギーを注ぐつもりだ。
それはすなわち、デジタル体験を構築、運用、最適化する最先端のソリューションを顧客
およびパートナーのみなさんに提供するということ」 バイテルト氏ブログ (9/24) より



2019 年に開催されたイベント
Drupal イベントのサイトは役に立つ動画やスライドが公開されているので要チェック

• DrupalCon Seattle
2019/04/08～12

https://events.drupal.org/seattle2019

• DrupalCon Amsterdam
2019/10/28～31

https://events.drupal.org/amsterdam2019

https://events.drupal.org/seattle2019
https://events.drupal.org/amsterdam2019


今後のイベント予定
• DrupalCon Minneapolis

2020/05/18～22
https://events.drupal.org/minneapolis2020

• DrupalCon Boston 2021 (4/12～16)

• DrupalCon Portland 2022 (オレゴン州 4/25～29)

• DrupalCon Pittsburgh 2023 (6/5～9)

• DrupalCon Portland 2024 (オレゴン州 5/6～10)

※ヨーロッパの DrupalCon 開催地は未定

https://events.drupal.org/minneapolis2020


日本の Drupal コミュニティーの活動例
今年開かれたイベント、ミートアップのアジェンダなどは以下の URL をチェック

• Drupal Japan ユーザー・グループ
https://groups.drupal.org/japan

• Drupal Meetup Tokyo
https://drupal-tokyo.connpass.com/

• Drupal Meetup 羽田
https://drupal-meetup-haneda.connpass.com/

https://groups.drupal.org/japan
https://drupal-tokyo.connpass.com/
https://drupal-meetup-haneda.connpass.com/


ご静聴ありがとうございました！



Topics on Drupal



Release Cycle
Drupal 8 gets a new feature release twice a year (the release timings of Symfony are 
taken into account). The year 2019 has started with Drupal 8.6.0, and the version 8.7.0 
was released on 2 May. The latest one, 8.8.0 was released on 4 December.



Drupal 8.7.0 - Key Features
Layout Builder

Enables site builders to quickly create layout templates for individual pages as well as for content 
types via drag-and-drop operation. It's also navigatable via keyboard or screen-reader.

Media
Allows reuse of images, documents and embedded remote media such as YouTube videos.

Media Library (experimental)
Items in the Library can be managed with drag-and-drop.

JSON: API
All Drupal entities such as blog posts, users, tags, comments and more become accessible via the 
JSON:API web service API. Allows fetching of only the selected fields.



Drupal 8.8.0 – Key Features
Media Library (stable)

Provides a way to easily embed media assets using a WYSIWYG text editor. Also 
navigatable via keyboard.

Claro: Administration UI Theme (experimental)
Improvements in visibility, usability and accessibility

Improved Composer Support
Native Composer support without reliance on third-party projects to set up Drupal with 
its dependencies. New sites can be created using a one-line command.





Strategic Tracks for Drupal 9
4 tracks presented by Dries at DrupalCon Amsterdam

The community will discuss, finalize the tracks and create Initiatives for each track

• Reduce cost + effort: Drupal is cheaper and simpler to build with and maintain
• Prioritize the beginner experience: Drupal is loved by beginners, not just by experts.
• Drive the Open Web: Drupal promotes an open, independent web that serves all 

people, all around the world.
• Be the best structured data engine: Drupal is ready for a future where content and 

data is at the heart of every digital experience



Timeline from Drupal 8.7.0 to 9.0.0



What about Drupal 7 & 8 then?
End-of-Life will be November 2021 for both D7 & D8 (18 
months after D9’s release).

Updates, security fixes, and enhancements will no longer be 
provided by the community, but may be available on a limited 
basis from select commercial vendors.



Other related topics



Acquia Acquires Mautic – May 2019
Mautic: open-source marketing automation platform

• Mautic offers open-source and commercial solutions. More than 200,000 installations

• Flexible integration with 7,000 vendors in the martech landscape by having an open architecture and an 
open-source innovation model

• Like Drupal, Mautic is built in PHP and Symfony

• Like Drupal, Mautic uses the GNU GPL license → A single team of developers can work on Drupal & Mautic.

Frequently Asked Questions About The Acquisition of Mautic By Acquia
https://www.acquia.com/faq/acquisition-mautic-acquia

Mautic Community
https://www.mautic.org/

https://www.acquia.com/faq/acquisition-mautic-acquia
https://www.mautic.org/


Acquia Acquires Cohesion – September 2019
Cohesion: the creator of DX8, a software-as-a-service (SaaS) 
visual Drupal website builder. 

This acquisition will enable users without coding skills to 
create content up to 4 times as fast as before.

Frequently Asked Questions About The Acquisition of Cohesion By 
Acquia
https://www.acquia.com/faq/acquisition-cohesion-acquia

https://www.acquia.com/faq/acquisition-cohesion-acquia


Acquia Announces Majority Investment from 
Vista Equity Partners – September 2019

“The Vista ecosystem consists of more than 60 companies and more than 70,000 
employees globally. By partnering with Vista and leveraging their scale, network and 
expertise, we can greatly accelerate our mission and our ability to compete in the 
market.
For years, people have rumored about Acquia going public. It still is a great option for 
Acquia, but I'm also happy that we stay a private and independent company for the 
foreseeable future.
We will continue to direct all of our energy to what we have done for so long: provide 
our customers and partners with leading solutions to build, operate and optimize digital 
experiences.”

Dries’ blog post – 24 September 2019



Drupal Events Held in 2019
• DrupalCon Seattle

08 - 12 April 2019

https://events.drupal.org/seattle2019

• DrupalCon Amsterdam
28 – 31 October 2019

https://events.drupal.org/amsterdam2019

https://events.drupal.org/seattle2019
https://events.drupal.org/amsterdam2019


Upcoming Events
• DrupalCon Minneapolis

2020 May 18-22
https://events.drupal.org/minneapolis2020

• DrupalCon Boston 2021 (April 12-16)

• DrupalCon Portland 2022 (Oregon, April 25-29)

• DrupalCon Pittsburgh 2023 (June 5-9)

• DrupalCon Portland 2024 (Oregon, May 6-10)

* Locations of DrupalCon Europe in the next years are not yet decided / announced.

https://events.drupal.org/minneapolis2020


Thank you!
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