
■各メニュー・コンテンツ・ピース・ディレクトリのコンバート対応一覧

移行可否 大メニュー 中メニュー 大メニュー 中メニュー
○ コンテンツ - コンテンツ -
○ データ テキスト データ テキスト
○ ファイル ファイル
○ デザイン ピース デザイン ピース
○ レイアウト レイアウト
○ スタイルシート スタイルシート
○ ディレクトリ ディレクトリ ディレクトリ ディレクトリ
- ツール 本文検索
- リンクチェック
- エクスポート
- インポート
- 再構築

○ サイト コンセプト サイト コンセプト
○ 大規模災害 非常時
○ ドメイン ドメイン
○ ユーザー グループ ユーザー グループ
○ ユーザー ユーザー
○ ロール ロール
- エクスポート
- インポート

○ システム ファイル管理 ディレクトリ ファイル管理
○ プロセス サイト プロセス

- × 言語 ー 言語
× 操作ログ ログ 操作ログ
- 動作確認

× 設定

移行可否 コンテンツ名 model名 コンテンツ名 model名
○ 自治体記事 Article::Doc 記事 GpArticle::Doc
○ カテゴリ GpCategory::CategoryType
○ 組織 Organization::Group
○ 関連ワード Tag::Tag
○ カレンダー GpCalendar::Event
× 掲示板 Bbs::Item
○ カレンダー Calendar::Event カレンダー GpCalendar::Event
○ アンケート Enquete::Form 問合せ Survey::Form
× 組織変更 EntityConversion::Unit
○ FAQ Faq::Doc 汎用記事 GpArticle::Doc
○ カテゴリ GpCategory::CategoryType
○ 関連ワード Tag::Tag
× メールマガジン Newsletter::Doc
○ 新着記事ポータル Portal::Feed フィード Feed::Feed

コンバート先 備考
移行可否 コンテンツ名 ピース種別 model名 コンテンツ名 ピース種別 model名

○ 自治体記事 新着記事一覧 Article::RecentDoc 記事 記事一覧 GpArticle::Doc
○ 新着タブ Article::RecentTab 新着タブ GpArticle::RecentTab
○ カレンダー Article::Calendar カレンダー 日別リンク GpCalendar::DailyLink
○ 組織一覧 Article::Unit 組織 組織一覧 Organization::AllGroup
○ 分野一覧 Article::Category カテゴリ カテゴリ一覧 GpCategory::CategoryList
○ 属性一覧 Article::Attribute カテゴリ一覧 GpCategory::CategoryList
○ 地域一覧 Article::Area カテゴリ一覧 GpCategory::CategoryList
× 掲示板 新着投稿一覧 Bbs::RecentItem 対応するコンテンツがないため削除
○ カレンダー 月別リンク Calendar::MonthlyLink カレンダー 月別リンク GpCalendar::MonthlyLink
○ 日別リンク Calendar::DailyLink 日別リンク GpCalendar::DailyLink
○ 標準機能 自由形式 Cms::Free 標準機能 自由形式 Cms::Free
○ ページタイトル Cms::PageTitle ページタイトル Cms::PageTitle
○ パンくず Cms::BreadCrumb パンくず Cms::BreadCrumb
○ リンク集 Cms::Link リンク集 Cms::Link

○ SNS共有リンク Cms::SnsSharing SNSパーツ Cms::SnsParts

各SNSのチェックは下記のように変更
Twitter ツイート → Twitter ツイート
Facebook いいね → Facebook いいね！
Facebook 共有 → Facebook いいね！
Google+ 共有 → Google +1

○ FAQ 新着記事一覧 Faq::RecentDoc 記事 記事一覧 GpArticle::Doc
○ 記事検索フォーム Faq::SearchDoc 検索フォーム GpArticle::SearchDoc
○ 分野一覧 Faq::Category カテゴリ カテゴリ一覧 GpCategory::CategoryList
○ 新着記事ポータル 新着記事一覧 Portal::FeedEntry フィード 新着記事一覧 Feed::FeedEntry
× 新着タブ Portal::RecentTab 対応するピースがないため削除
× カレンダー Portal::Calendar 対応するピースがないため削除
× グループ一覧 Portal::Category 対応するピースがないため削除

備考

対応するコンテンツがないため削除

コンバート元 コンバート先

コンバート元

対応するコンテンツがないため削除

記事関連コンテンツとして自動作成
組織ディレクトリが作成されている場合、組織コンテンツを自動作成
記事関連コンテンツとして自動作成
記事関連コンテンツとして自動作成

対応するコンテンツがないため削除

記事関連コンテンツとして自動作成
記事関連コンテンツとして自動作成

コンバート元 コンバート先 備考

各コンテンツごとの対応状況については、「コンテンツ」表を参照

移行するデータ無し
移行するデータ無し

移行するデータ無し

メニュー

コンテンツ

ピース

移行するデータ無し

移行するデータ無し
移行しない
移行しない

Joruri CMS2017で対応している設定が無いため、移行対象外

移行するデータ無し

移行するデータ無し
移行するデータ無し
移行するデータ無し
移行するデータ無し



コンバート先 備考
移行可否 コンテンツ名 ディレクトリ種別 model名 コンテンツ名 ディレクトリ種別 model名

○ 自治体記事 記事一覧，記事ページ Article::Doc 記事 記事ページ GpArticle::Doc
○ 新着記事一覧 Article::RecentDoc 記事ページ GpArticle::Doc
○ イベント記事一覧 Article::EventDoc カレンダー イベント一覧 GpCalendar::Event
○ タグ検索 Article::TagDoc 関連ワード 関連ワードページ Tag::Tag
○ 組織一覧 Article::Unit 組織 組織ページ Organization::Group
○ 分野一覧 Article::Category カテゴリ カテゴリ種別ページ GpCategory::CategoryType
○ 地域一覧 Article::Area カテゴリ種別ページ GpCategory::CategoryType
○ 属性一覧 Article::Attribute カテゴリ種別ページ GpCategory::CategoryType
× 掲示板 投稿一覧/レス表示形式 Bbs::Thread 対応するディレクトリ種別がないため削除
○ カレンダー イベント一覧 Calendar::Event カレンダー イベント一覧 GpCalendar::Event
○ 標準機能 ディレクトリ Cms::Directory 標準機能 ディレクトリ Cms::Directory
○ 自由形式 Cms::Page 自由形式 Cms::Page
○ サイトマップ Cms::Sitemap サイトマップ Cms::Sitemap
○ アンケート フォーム一覧 Enquete::Form 問合せ フォーム一覧 Survey::Form
○ FAQ 記事一覧，記事ページ Faq::Doc 記事 記事ページ GpArticle::Doc
○ 新着記事一覧 Faq::RecentDoc 記事ページ GpArticle::Doc
○ 記事検索 Faq::SearchDoc 検索結果一覧 GpArticle::SearchDoc
○ タグ検索 Faq::TagDoc 関連ワード 関連ワードページ Tag::Tag
○ 分野一覧 Faq::Category カテゴリ カテゴリ種別ページ GpCategory::CategoryType
× メールマガジン フォーム Newsletter::Form 対応するディレクトリ種別がないため削除
○ 新着記事ポータル 新着記事一覧 Portal::FeedEntry フィード 新着記事一覧 Feed::FeedEntry
× イベント一覧 Portal::EventEntry 対応するディレクトリ種別がないため削除
× グループ一覧 Portal::Category 対応するディレクトリ種別がないため削除

コンバート元
ディレクトリ


