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内容

Redmineのプラグイン、テーマとは？ 
ファーエンドテクノロジー開発のプラグイン・テーマを紹介 
(※オンプレミスの環境でも無料でインストールできます) 

プラグイン、テーマのインストール方法を紹介 
人気のプラグインの代替になる機能を紹介 
まとめ



Redmineのプラグイン、テーマとは？



Redmineのプラグイン、テーマとは？

プラグイン 
Redmineの機能を拡張するためのもの 

テーマ 
Redmineの見た目を変更するためのもの



My Redmine



My Redmineに入っているプラグイン



My Redmineに入っているテーマ



My Redmineに入っているプラグイン

オープンソースソフトウェアとして 
公開されている人気のプラグイン



開発したプラグイン・テーマを 
オープンソースソフトウェアとして公開しています。 



ファーエンドテクノロジー開発のプラグイン・テーマ



プラグイン 
① RedMica UI extension 
② Redmine Ip Filter 
③ Redmine Issues Panel 
④ Redmine message customize 

テーマ 
① farend basic 
② farend fancy 
③ farend bleuclair

本日紹介するプラグイン・テーマ



My Redmineに入っているプラグイン

本日紹介するプラグイン



My Redmineに入っているテーマ

本日紹介するテーマ



プラグイン編



① RedMica UI extension

RedMica/Redmineの見た目や使いやすさを良くする拡張を複数追加
するプラグイン

対応バージョン: Redmine 4.1以降 
ダウンロード: https://github.com/redmica/redmica_ui_extension

https://github.com/redmica/redmica_ui_extension


担当者やフィルタなどをはじめとしたセレクトボックスにキーワー
ドを入力すると、候補の絞り込みができる。

セレクトボックスを検索可能にする機能

① RedMica UI extension

選択肢が多くて探すのが大変！を 
解消します 



担当者セレクトボックスを検索可能にする機能

① RedMica UI extension



バージョンに紐付くチケットのステータスに応じてバーンダウンチ
ャートを表示します。

バージョン詳細画面にバーンダウンチャートを表示

① RedMica UI extension



バージョン詳細画面にバーンダウンチャートを表示

① RedMica UI extension

縦軸: バージョンのチケット数 

横軸: チャートの開始日から終了日まで

　　 　未完了: その日時点で終了していないチケット数を 
　　　　　　　日毎に描画します。 
　　    合計 - 完了: バージョンにあるチケット合計数 - その日時点で終了しているチケット数を日毎に 
描画します。 
 
　　　  
　　　 理想線: 左上から右下に引かれた直線です。バージョンに期日がセットされている場合のみ表示しま
す。

未完了線だと途中で増えたチケットもあってどれだけ作業を終わらせたかがわか
りづらいため、 
合計 - 完了線ではどれだけ作業を終わらせたかが分かるようになっています。

理想線と未完了線が近しい位置にあるなら想定通りの速度で作業が進んでいて、残作業量が理想線より
上なら遅れている、下なら早く進んでいると言うことがわかります。



バージョンに紐付くチケットのステータスに応じてバーンダウンチ
ャートを表示します。

バージョン詳細画面にバーンダウンチャートを表示

① RedMica UI extension

チームが作業を完了させる
のに充分な時間があるかど
うかを視覚的に表現 
スケジュールの見直しに活
用できます



mermaid.jsを利用して、mermaid記法で入力されたテキストを元に
図を描画します。

テキストで図を描ける

① RedMica UI extension



テキストで図を描ける

① RedMica UI extension

RedmineのチケットやWikiに直接書ける 
変更したいときにもテキストを書き換えれば良いため、 
図を変更するときに「一度ダウンロードして加工してアップロー
ド」みたいな手間を省ける



テキストで図を描ける

① RedMica UI extension



テキストで図を描ける

① RedMica UI extension



画像やPDFなどを、ページ移動無しにプレビュー

① RedMica UI extension

デフォルトのRedmineだと 
画像を見るたびにリンクを押して別の画面に移動しないといけな
い 
PDFはダウンロードしないと確認できない 

添付ファイル名の横に虫眼鏡アイコンをクリックすると、画面内で
画像やPDFを確認することができます。

New!



画像やPDFなどを、ページ移動無しにプレビュー

① RedMica UI extension
New!



設定で各機能を有効/無効にできる

① RedMica UI extension



設定で各機能を有効/無効にできる

① RedMica UI extension

複数の機能が入っているプラグインなので、 
特定の機能のみが欲しい方にも使っていただけ 
るよう、原則オンオフ機能を実装しています。 

「この機能は欲しいけど、この機能は不要」 
という場合は機能をオフにしてご利用ください。



IPアドレスによるアクセス制限をRedmine上から設定するプラグイン 
許可するIPアドレスを設定すると、それ以外のIPアドレスからのアクセ
スを制限できる

② Redmine Ip Filter
対応バージョン: Redmine 4.1以降 

ダウンロード: https://github.com/redmica/redmine_ip_filter

https://github.com/redmica/redmine_ip_filter


システム管理者のみが
変更できる 
100件までのIPアドレ
スを設定できる

② Redmine Ip Filter



許可した以外のIPアドレス
でアクセスしたら、 
このように表示されて
Redmineにアクセスできま
せん。

② Redmine Ip Filter



③ Redmine Issues Panel plugin

Redmineのチケットをカード形式の一覧で表示するプラグイン 
カードのドラッグ&ドロップでステータスを変更したり、一覧から
直接チケットを作成することができます。

対応バージョン: Redmine 4.1以降 
ダウンロード: https://github.com/redmica/redmine_issues_panel

https://github.com/redmica/redmine_issues_panel


③ Redmine Issues Panel plugin



③ Redmine Issues Panel plugin

グループ条件を指定することで、 
バージョンやプロジェクトなど 
の単位でわけて表示できる



④ Redmine message customize
対応バージョン: Redmine 3.2.x以降 

ダウンロード: https://github.com/farend/redmine_message_customize

Redmineの用語やメッセージを 
自由に変更できるプラグイン 
「活動」や「トラッカー」などの用語 
を、業務や社内用語など 
好きな言葉に置き換えて使えます。



④ Redmine message customize



テーマ編



 サイドバーの折りたたみ機能 
 外部リンクを別タブで開くように変更 
 日付を相対的で無く絶対的に表示

ファーエンドテクノロジー開発のテーマ共通の便利機能



① farend basic

ダウンロード: https://github.com/farend/redmine_theme_farend_basic

日本語が見やすいフォント
を利用 
デフォルトに近いテーマ 
優先度ごとの色分け 
自分の名前を太字で強調

https://github.com/farend/redmine_theme_farend_basic


② farend fancy

ダウンロード: https://github.com/farend/redmine_theme_farend_fancy

farend_basicをベースに 
アイコンを追加

https://github.com/farend/redmine_theme_farend_fancy


③ farend bleuclair

アイコンを置き換え 
全体的にレイアウトを変更 
おすすめ

ダウンロード: https://github.com/farend/redmine_theme_farend_bleuclair

https://github.com/farend/redmine_theme_farend_bleuclair


③ farend bleuclair

ダウンロード: https://github.com/farend/redmine_theme_farend_bleuclair

チケット一覧画面

https://github.com/farend/redmine_theme_farend_bleuclair


③ farend bleuclair

ダウンロード: https://github.com/farend/redmine_theme_farend_bleuclair

チケットのコメントは 
吹き出し風

https://github.com/farend/redmine_theme_farend_bleuclair


③ farend bleuclair

ダウンロード: https://github.com/farend/redmine_theme_farend_bleuclair

ロードマップ画面

https://github.com/farend/redmine_theme_farend_bleuclair


本日紹介したプラグイン・テーマ

OSSとして公開しているので、 
気になるプラグインやテーマが 
あれば、 
ぜひ導入をご検討ください！

プラグイン 
① RedMica UI extension 
② Redmine Ip Filter 
③ Redmine Issues Panel 
④ Redmine message customize 

テーマ 
① farend basic 
② farend fancy 
③ farend bleuclair



プラグイン、テーマのインストール方法



プラグインのインストール方法

プラグインのインストール方法は、プラグインによって異なります。 
プラグインの説明の中にある「インストール手順」に沿ってインストー
ルしてください。

例) 
redmica_ui_extensionのインストール手順は 
このURLに書いてあります



プラグインがインストールできたかの確認方法

「管理＞プラグイン」で開けるページにインストールしたプラグインが 

表示できているかをチェック



プラグインのインストールがうまくいかないとき

① プラグインを有効にするための設定が無いか確認する 
https://redmine.jp/tech_note/plugins/user/enable-plugin/ 

② プラグインがそのRedmineのバージョンに対応しているか確認す
る(Redmine4.2までは対応しているが、Redmine5.0未対応などもある) 

③ ログ(logs/production.log)にどんなエラーメッセージが出ているか
確認する 

④ ログを見て解決できなければ、プラグイン配布元に質問したり、
Redmineコミュニティで相談するなど 
https://redmine.jp/community/

https://redmine.jp/tech_note/plugins/user/enable-plugin/
https://redmine.jp/community/


テーマのインストール方法

① テーマをGitHubなどからダウンロード(圧縮されている場合は解凍
する) 

② Redmineのソースコードのうち、public/themesディレクトリの中
にダウンロードしたテーマを移動する 

③ Redmineを再起動する（OSなどによって再起動方法が違います) 
④ Redmineの管理>設定>表示でテーマを変更する



人気のプラグインの代替になる機能を紹介



人気のプラグインの代替になる機能

以前はプラグインで実現していた機能のうち、 
Redmineに対する新機能の追加や、テーマによってプラグインなし
でも同等機能が利用できるものがあります。 
（プラグインと画面の表示や操作方法が異なる機能もあります）



redmine_gantt_with_date =>ガントチャートに日付を表示する 
プラグイン

redmine_gantt_with_dateプラグインの代替

Redmine3.1系まではガントチャートに日付が表示
されていなかったため、このプラグインがよく利用
されていました。 
Redmine3.2以降では標準で日付が表示されます。



clipboard_image_paste => チケットなどにコピーペーストで画像を
添付できるようにする人気プラグイン

clipboard_image_pasteプラグインの代替

Redmine4.1以降では標準のRedmineでもこの機能
が利用できます 



redmine_default_custom_query 
=> カスタムクエリ(チケット一覧で表示する項目やフィルタ、ソート
などのセット)をプロジェクトごとにデフォルト設定できる人気プラ
グイン

redmine_default_custom_query プラグインの代替

Redmine5.0以降では標準のRedmineでもこの機能
が利用できます 



redmine_watcher_groups => チケットなどでウォッチャーを設定す
るとき、グループもウォッチャーとして登録できるようにする人気プ
ラグイン

redmine_watcher_groups プラグインの代替

Redmine5.0以降では標準のRedmineでもこの機能
が利用できます 



redmine_absolute_dates プラグイン

redmine_absolute_dates:「年/月/日」形式で更新日時などを表示(デ
フォルトだと「2ヶ月前」などの相対的表示)する人気プラグイン 

farend-basic、farend fancy、farend bleuclairのテ
ーマをどれか一つを利用していただくと、同じこと
ができるようになっています。 
ファーエンドテクノロジー開発のテーマ共通の便利
機能として実装



sidebar_hide => Redmineのサイドバーを折りたためるようにする 
人気プラグイン 

sidebar_hide プラグイン

farend-basic、farend fancy、farend bleuclairのテ
ーマをどれか一つを利用していただくと、同じこと
ができるようになっています。 
ファーエンドテクノロジー開発のテーマ共通の便利
機能として実装



人気のプラグインの代替になる機能

他にもいろいろとあるので、新しくプラグインを導入する際には 
すでに標準のRedmineで対応済みでないか確認するのがオススメ 
https://hosting.redmine.jp/support/faq/plugin-installation/ でプ
ラグインと同等機能で代替できる機能の一例をご紹介しています

https://hosting.redmine.jp/support/faq/plugin-installation/


まとめ



まとめ

Redmineのプラグイン、テーマとは？ 
=> Redmineでやりたいことに合わせてうまく活用することで、使い勝手を良くすることが
できます。 
ファーエンドテクノロジー開発のプラグイン・テーマを紹介 
=> オンプレミスの環境でも無料でインストールできます 
=> 便利なプラグインやテーマをぜひご活用ください 
プラグイン、テーマのインストール方法を紹介 
人気のプラグインの代替になる機能を紹介 


