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第 1 章 はじめに 

1.1 研究の背景 

岩⼿県⽴大学ソフトウェア情報学部社会情報システム講座では，「講義のツボ」1)（以下，本プ

ロジェクト）と呼ばれるプロジェクトがある．本プロジェクトは，講座内の学⽣が受講した講義

の内容をまとめ，ウェブで公開し，それを多くの学⽣が各々の学習に活かしているものである． 

また，昨今無料でありがなら多くの機能を有するコラボレーションツールが登場し，個⼈レベ

ルで運営して情報共有や議論に活用している例もある． 

ネットワークを用いた共同作業のモデルには，電⼦メールのやりとり，共有フォルダの利用，

双⽅向のコンテンツ更新がある．様々な利用者の間で⾏われる議論や共同作業を促進，仲介する

ソフトウェアツールのことをコラボレーションツールという 2）． 

コラボレーションツールのうち，ウェブ上に設置しブラウザで操作できるシステムにWikiとよ

ばれるものがある．Wikiには以下の特徴が挙げられる． 

• Webブラウザがあればどこからでも編集可能 

• あらゆるユーザがページを編集できる 

• HTMLより簡単な⽂法でページを記述できる 

• 複数⼈が同⼀ページを編集することを前提に作られている 

 

Wikiによって，全参加者によるアクセスと共同作業の容易さがもたらされる． 

Wikiはさらに動作環境や機能によってさまざまな種類が提供されており，代表的なものに PHP

で動作する PukiWiki3)やWikiの元祖である Portland Pattern Repository（Wards Wiki，WikiWikiWeb）

4)などがある． 
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1.2 研究の目的 

本研究では，利用者同⼠で講義ノートを編集できることを目指し、本プロジェクトにコラボレ

ーションツールのひとつであるWikiを導⼊し、仮運用を⾏い利用者にアンケートおよびインタビ

ューを⾏う．また，その結果に基づき、ノート内容の活用を図ることを目的として改善、機能開

発を⾏い，利用者にインタビューを⾏ってシステムの有用性を確認する． 
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第 2 章 講義のツボの概要 

2.1 運営体制 
本プロジェクトの運営は社会情報システム学講座に本配属された学⽣により，「ツボマスター」

と呼ばれる全体統括者を中⼼として進められている．各講義には 1 名程度の担当者を任命し，講

義内容などをまとめた HTMLファイルを作成，FTPソフトなどを利用して本プロジェクトのウェ

ブサーバにアップロードしている．また，ノートの内容は各担当者に⼀任されている． 

従来の本プロジェクトの画⾯例を図 2-1に⽰す． 

 

 

 

図 2-1 従来の講義のツボの画⾯例 
 

 

2.2 利用動向 
本プロジェクトはウェブに公開されているが，実際の利用者を把握するためにアクセスログを
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分析し，同時に利用者に対するアンケートを⾏った．その結果，本プロジェクトはソフトウェア

情報学部の学⽣，さらには教員の利用があることもわかった． 

アクセスログの分析結果（表 2-1）から，常に⼀定のアクセスがあり，特に各講義の試験直前に

アクセスが増えることがわかった．学⽣が主に試験勉強に利用していると考えられる． 

 

 

表 2-1 6⽉から 8⽉におけるアクセス数 

 平均利用者数 最大利用者数 

6⽉（通常講義） 8.0 12 

7⽉（期末試験） 27.2 33 

8⽉（夏季休業） 8.8 11 

 

 

また，アンケートでは利用者の所属や利用目的，本プロジェクトの現状に対する意⾒や要望な

どを聞いた（表 2-2）．アンケートに回答したのはソフトウェア情報学部の学⽣，ソフトウェア情

報学研究科博⼠前期課程の大学院⽣，ソフトウェア情報学部の教員であった．利用目的は，学⽣，

大学院⽣では講義の予習，復習であり，教員では自らの講義内容の⾒直しだった．意⾒には講義

や担当者による内容の偏りについて指摘があり，内容の充実を求めていた．機能⾯では，受講⽣

による内容編集機能やコメント機能，検索機能などの要望があった． 

 

 

表 2-2 利用者からの意⾒ 

 利用目的 意⾒ ほしい機能 

学⽣ ・ 予習 
・ 復習 

・ 内容の充実 
・ より多くの講義のカバ

ー 

・ 受講⽣による内容編集 
・ コメント 
・ リンク集 

教員 ・ 講義内容の⾒直し 
 

・ 内容に偏り 
・ キーワードやカリキュ

ラムとの関連性の説明 

・ 検索機能 
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第 3 章 先⾏研究 

3.1 講義のツボにおける⽀援システム 

練習問題用ページ自動作成システム 

柴⽥ 5)は，本プロジェクトのノートから覚えるべき箇所をわかりやすいように提⽰し，より効

果的に学習できるようするための練習問題用ページ自動作成システムを開発した．本システムは，

ノート作成者のために，作成者が重要語句と判断したものについて，その箇所を簡単に練習問題

として⽣成することができる機能を提供している．閲覧者は簡単に練習問題の形式を選択し，自

分に適した学習⽅法で効果的に学習を進めることができる機能を提供している． 

 

練習問題用ページ自動作成システム（改善版） 

中⼭ 6)は，ノートに専用エディタを用いてタグを埋め込み，練習問題用ページを作成するシス

テムを開発した．本システムは，柴⽥のシステムについて 

(1) XMLエディタの改善， 

(2) 練習問題用Webページの改善， 

(3) ファイル管理機能の拡張， 

(4) 新たな問題表⽰⽅法の実装 

を⾏っている． 

 

Web付箋システム 

⾼橋 7)は，閲覧者同⼠で情報を共有するためのWeb付箋システムを開発した．本システムは，

ユーザが閲覧したいWebページがシステムを介して表⽰され，それに付箋を貼り付けるものであ

る．付箋はページ内を自由に移動でき，付箋の配置先をすべての利用者が共有できる． 

 

3.2 ノート共有システム 

3.2.1 Wikiによるコミュニケーション向上の試み 

⼭下 8)は，プログラム⾔語を学習する演習科目にコラボレーションツール（PukiWiki）を導⼊し

た．グループによる共同レポート作成において重要となる進捗状況の把握や各⽣徒の貢献度の評
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価は難しい．この課題をコンテンツ管理システムの 1 つである Wiki を応用したシステムの実装

により解決することを提案している． 

 

3.2.2 Wikiによる共同学習の場の提供 

横⽥ 9)は，共同学習の場としてのWikiの活用に関する考察を⾏った．  

講義室でのディスカッションでは，話題を他の学⽣に⾔葉だけで伝えることが難しかったり，

限られた時間の中では内容を深めることが難しかったりする上，留学⽣が⽇常会話に不自由のな

くてもディスカッションには⼊れないことが多い． 

そこで，電⼦掲⽰板を導⼊して改善を試みたがネット環境や他の講義による書込数の差や話題

が広がりにくい，脱線を保線しにくい，タイムラグがあり，最新ニュースを話題にしにくい，⾒

ず知らずの⼈とのネット上での意⾒交換に対する違和感という問題点があった．そこで，Wikiの

試験的な導⼊やウェブログの検討をした結果，情報発信が容易性を考慮しWikiを導⼊して議論は

BBSで⾏うこととした．その成果として，プラグインの開発，活用による操作性の改善，機能を

⽣かす課題内容や授業の進め⽅の研究を課題に挙げている． 

 

3.3 先⾏研究のまとめ 

講義のツボにおける⽀援システムは，個々が有用な機能を実装しているが，単独で動作してい

る上，現在まで本プロジェクトに活用されていない．また，ノート共有システムとしてWikiを導

⼊した研究が⾏われており，本プロジェクトにもWikiを導⼊することで講義のツボにおける⽀援

システムの機能の取り⼊れ，本プロジェクトの問題点を解決が可能と考えた． 
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第 4 章 設計・開発 

4.1 システムのねらい 
前章までに以下の問題点が明らかになった． 

� ノートの作成，アップロード作業が煩雑である 

� 担当者によってはノート作成を途中から怠慢する 

� 担当者によってはノートの質に差が出る 

� 利用者は現在の内容に満⾜しておらず，充実を求めている 

� 利用者からさまざまな機能要求が出ている 

• 受講者による講義内容投稿機能 

• コメント機能 

• 関連ページへのリンク集 

• キーワード検索機能 

� 過去の講義のツボにおける⽀援システムが活用されていない 

 

また，コラボレーションツールの 1つであるWikiを導⼊したノート共有システムに関する研究

も⾏われていることがわかった． 

そこで，本システムではこれらを解決するためにWikiを導⼊しすべての利用者がノートを編集

できるようにし，Wikiでは不⾜する機能を加えることで内容の充実を図り学習に活用できること

を目指した．システム構成図を図 4-1に⽰す． 
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図 4-1 システム構成図 
 

 

4.2 PukiWikiの導⼊ 
本システムは既存のコラボレーションツール「PukiWiki」を導⼊した．PukiWiki を選択した理

由は以下の点が挙げられる． 

� PHPで動作すること 

� GPLで管理されているおり，改変内容を公開すればカスタマイズが自由 

� カスタマイズが容易であること 

 

PukiWikiは PHP で動作する Wikiである．PukiWikiには様々なプラグインが提供されており，

本システムにおいても多数のプラグインを本プロジェクト向けにカスタマイズして使用している．

不⾜する機能を PHP4で開発した．なお，機能の⼀覧を表 4-1に⽰す． 
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表 4-1 利用者別機能⼀覧 

 

 

 

4.3 システムの機能 

4.3.1 ユーザ管理機能 
本システムを利用するためには，あらかじめ利用者情報を登録し，図 4-2 で⽰すログイン画⾯

からログインする必要がある．利用者の権限レベルには「管理者」「管理補助者」「⼀般利用者」

があり，それぞれ利用できる機能範囲が異なる． 

⼀般利用者は，本⼈の利用者情報の登録，ノートの閲覧，編集，掲⽰板の閲覧，書き込みがで
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きる，管理補助者は，⼀般利用者が利用可能な機能に加え，講義のトップページの作成，編集を

⾏える．管理者は管理補助者が利用可能な機能に加え，利用者情報やシステム全体の管理を⾏う． 

なお，本機能は PukiWiki が提供するプラグインのカスタマイズでは実現できなかったため，

PHP4で独自に開発した． 

 

 

 

図 4-2 ログイン画⾯ 
 

 

4.3.2 共有ノート機能 

共有ノートは「講義ごとのトップページ」と「講義ノート」に分かれており，階層的に管理さ

れている．各講義にはトップページが用意されており，これはログイン済みの管理者，管理補助

者が作成，編集できる．講義ノート（図 4-2）は講義ごとのトップページの下階層に作成される．

これはログイン済みの全利用者が作成，編集できる．図 4-3 のフォームに⼊⼒することで作成，

編集できる．⽂字の装飾等は PukiWikiの整形ルールを併記することでシステムに解釈され，表⽰

される．本機能により，ノートの作成はもとよりノートの編集や内容へのコメントが誰にも簡単
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に⾏えるためノート内容の充実が図られる． 

なお，PukiWiki の整形ルールは画⾯左側にリンクを設置し，新しいウィンドウで開かれ参照し

ながらの編集が可能である． 

 

 

 

図 4-3 ノート表⽰画⾯ 
 

 

閲覧はすべての利用者が⾏える．画⾯左側に現在，提供中の講義⼀覧が表⽰され，講義名のリ

ンクをたどるとその講義のノートと掲⽰板の⼀覧が表⽰される．その中から⾒たいノートのリン

クをたどることで，ノートを閲覧することができる． 

新規作成はすべての利用者が⾏える．［新規作成］リンクをたどることで，ノート名を⼊⼒する

画⾯に移動する．フォームにノート名を⼊⼒して，［作成］ボタンをクリックすることで，自動的

に編集画⾯に移動しノートを⼊⼒することができる．講義ノートは講義ごとのトップページの下

階層に作成される． 

編集はすべての利用者が⾏える．ノート名わきの［（編集）］リンクをたどり，編集画⾯（図 4-3）
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で⾏うことができる．編集画⾯では，フォームにすでに登録されたノートがあらかじめ⼊⼒され

ており，その内容を⼊⼒しなおすことで編集できる． 

新規作成と編集の際の画⾯の違いは，フォームにあらかじめ⼊⼒されているか否かである．新

規作成の編集画⾯ではフォームは未⼊⼒であるが，編集の際には現在のノート内容が表⽰される．

図 5-2は編集の際の画⾯である． 

 

 

 

図 4-4 編集画⾯ 
 

 

削除はすべての利用者が⾏える．削除は PukiWikiの機能を利用しており，編集画⾯でフォーム

の内容をすべて消去し［ページの更新］ボタンを押すことでできる．利用者が誤ってノートを削

除してしまった場合は，管理者がバックアップから復元することができる． 

共有ノート機能により，ノートの作成はもとよりノートの編集や内容へのコメントが誰にも簡

単に⾏えるためノート内容の充実が図られる． 
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4.3.3 掲⽰板機能 

本システムではログイン済み利用者が自由に図 4-4 のような掲⽰板を設置し，記事を作成，返

信することができる．書き込みは，テーマごとに親記事を作成して，各記事に設けられたフォー

ムから返信する形式とし，テーマごとに議論しやすいよう配慮した．主に講義ごとに設置し，質

問や意⾒交換などに利用されることを想定している． 

 

 

 

図 4-5 掲⽰板の画⾯ 
 

 

掲⽰板の作成は，PukiWiki の掲⽰板を設置するコマンドを⼊⼒したページを作成することでで

きる．掲⽰板が作成された直後の画⾯には，「名前」「題名」「本⽂」を⼊⼒するフォームがあり，

これらに⼊⼒し，［記事の投稿］ボタンをクリックすることで，記事が作成される．この記事を「親

記事」とする． 

作成された親記事に対してさらに書き込みを⾏うには，親記事の末尾に表⽰される「名前」「コ
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メント」を⼊⼒するフォームにそれぞれ⼊⼒し，［コメントを挿⼊］ボタンをクリックすることで，

親記事の下にコメントが表⽰される． 

掲⽰板を「親記事 ‐ コメント」の形式にすることで，テーマごとに議論しやすいよう配慮した．

主に講義ごとに設置し，質問や意⾒交換などに利用されることを想定している． 

 

4.3.4 検索機能 

検索機能では，利用者が任意のキーワードでノートを検索することができる．検索範囲はノー

トタイトル，本⽂のすべてである．キーワードが複数ある際に AND検索と OR検索を選択するこ

ともできる．実装には PukiWikiのプラグインを利用している． 

検索を⾏うには，検索したいキーワードをログイン後のすべてのページに表⽰されているフォ

ームに⼊⼒し，AND検索か OR検索を指定して［検索］ボタンをクリックする． 

検索が実⾏されると，そのキーワードが含まれるページの⼀覧が表⽰される（図 4-5）． 

 

 

 

図 4-6 検索結果表⽰画⾯ 
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表⽰されたページ⼀覧の中から，自分が⾏きたいページへのリンクをたどると，ページが表⽰

される．検索結果から移動したページでは，図 4-6 のように検索したキーワードがハイライトさ

れる． 

 

 

 

図 4-7 検索結果表⽰から移動したノート画⾯ 
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第 5 章 運用 

5.1 仮運用 

5.1.1 目的と⽅法 

仮運用では，本システムの基本的な機能である共有ノート機能と掲⽰板機能が動作する状態で，

社会情報システム学講座の学⽣ 5 名に利用してもらった．利用者のうち，2 名が従来の本プロジ

ェクトの運営に携わったことがある学⽣である．期間は，2006年 12⽉ 11⽇から 22⽇の 12⽇間

である．仮運用を⾏うために 2 科目を設定し，システムの初期状態（データが何も登録されてい

ない状態）からはじめた． 

 

5.1.2 結果 

運用後にシステムの操作性や従来のツボとの⽐較，本システムの学習への活用についてアンケ

ートおよびインタビューを⾏った． 

まず，利用者の作業内容と作業に要した時間を尋ねた．5名ともにノートを 1〜2回分程度作成

しており，平均で 1 ⼈あたり 2.6 時間かかっている．作業を⾏ううえで感じたことを自由記述し

てもらったところ，以下のような意⾒が得られた． 

 

（肯定的な意⾒） 

� Wikiの編集は HTMLのタグを打つより楽なので，前のツボほど苦ではない 

� 更新内容をその都度確認できたので，作業しやすかった 

（否定的な意⾒） 

� Wikiの使い⽅に⼾惑った（同様の意⾒あり） 

� インタフェースがわかりにくかった 

 

「Wikiの使い⽅に⼾惑った」などと回答した利用者にインタビューしたところ，HTMLでノー

トを作成するよりは楽だったという回答だった． 

Wiki を利用したことでノートの質が良くなったかを尋ねたところ，良くなったと思うが 2 名，

これまでと変わらないが 3 名だった．良くなったと思うと回答した利用者は，主にノートのレイ

アウトがツボ全体で統⼀されたことを評価していた． 
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⼀⽅で，これまでと変わらないと回答した利用者は，従来の本プロジェクトを利用したことが

なくわからなかったためと回答している． 

掲⽰板機能を議論や意⾒交換に利用したか尋ねたところ，すべての利用者が利用していなかっ

た．この理由をインタビューで尋ねたところ，「運用期間が短く，ノート作りに精⼀杯だった」「近

⽇中に試験が実施される講義がなかった」「特に利用する機会がなかった」という意⾒が得られた． 

本プロジェクトの講義担当者を経験したことがある学⽣ 2 名に，従来と⽐べノートの作成が容

易になったかを 5 段階評価で回答してもらったところ，2 名とも 5 の評価をつけた．また，従来

のような⽅法と，本システムによる⽅法のどちらが良いかを尋ねたところ，2 名とも本システム

の⽅法が良いと回答した．不⾜分を他の⼈が補えることが理由に挙げられた．⼀⽅で，利用者に

広く使ってもらうには時間がかかりそうであるとの指摘も受けた． 

システム全体を通して使いやすかったかを 5段階評価で尋ねたところ，2名が 4，4名が 3の評

価をつけ，平均は 3.4だった．評価を 3とした利用者に理由を尋ねたところ，Wikiに慣れず使い

にくかった点を挙げていた． 

本システムを継続して利用したいかを尋ねたところ，5名全員が利用したいと回答した． 

他にどんな機能があれば，本プロジェクトに参加したくなるかを聞いたところ，以下の機能や

提案が挙げられた． 

� キーワード解説機能 

� 関連ノート⼀覧表⽰機能 

� ⼈気ページランキング機能 

� 練習問題作成機能 

� 更新履歴表⽰機能 

� 過去のツボの内容をあらかじめシステムに登録 

 

そこで，これらの機能を実現するようシステムを改善した． 
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5.2 システムの改善 

5.2.1 インタフェースの改善 

改善前のシステムでは，メニューがページ上部と左部に分かれて表⽰され，さらに左部のメニ

ューはプルダウン型とし，選択されたときだけ詳細メニューを表⽰するようにしていた．しかし，

プルダウン型のメニューがわかりづらい点が指摘されたため，メニューの表⽰は左部に統⼀した

上で，メニューの性質ごとに分類を⾏い，わかりやすく表⽰するよう図 5-1のように改善した． 

 

 

 

図 5-1 改善後のノート表⽰画⾯ 

 

 

5.2.2 キーワード解説・関連ノート⼀覧表⽰機能 

キーワード解説・関連ノート⼀覧表⽰機能では，利用者がノートを編集する際に任意のキーワ

ードにコマンドを付加することで関連ノートを⼀覧にしたページに移動できるリンクが⽣成され

る．このリンクは，通常のページ移動と混同しないよう画⾯上では緑⾊で表⽰している． 



19 

⽣成されたリンクをたどると，次の内容を含むページが表⽰される（図 5-2）． 

� キーワードの解説 

� システム内からそのキーワードを含むページを検索した結果 

 

＜キーワード解説＞ 

ページの冒頭でそのキーワードに関する解説を表⽰する．この解説は，利用者が編集する． 

＜キーワード含有ページ⼀覧表⽰＞ 

検索機能と同じ仕組みを用い，システム全体の中からそのキーワードを含むすべてのページへ

のリンクを⼀覧表⽰する．これにより関連のあるページを即座に参照でき，講義間の関連を理解

することができる． 

本機能は PukiWikiをカスタマイズして利用している． 

 

 

 

図 5-2 キーワード解説・関連ノート⼀覧表⽰画⾯ 
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5.2.3 ⼈気ページランキング機能 

⼈気ページランキング機能では，各ノートへのアクセス数のランキングを表⽰する（図 5-3）．

利用頻度の⾼いノートへのアクセスを簡略化している．アクセスランキングはログイン後の画⾯

に必ず表⽰される．本機能は PukiWikiのプラグインをカスタマイズして利用している． 

 

 

 

図 5-3 アクセスランキング表⽰画⾯ 
 

 

5.2.4 練習問題作成機能 

練習問題作成機能では，⽳埋め形式 5）6）の練習問題を作成できる．練習問題を作成するには，

利用者がノート編集画⾯で任意のキーワードにコマンドを付加する．通常，ノートは「通常表⽰

モード」（図 5-5）で表⽰されており，練習問題が作成されると，対象のキーワードが緑⾊の⽂字

で表⽰される．利用者がノートの表⽰を「練習問題モード」（図 5-6）に切り替えると，コマンド

を付加したキーワードが緑⾊の背景に緑⾊の⽂字で表⽰され，空欄となり⾒えなくなる．空欄に

マウスカーソルを合わせることで，そのキーワードが表⽰され答えあわせできる．この機能は特
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に，試験前の学習に活用されることが想定される． 

本機能はノート機能をカスタマイズして利用している． 

 

 

 

図 5-4 練習問題含有ページ画⾯（通常表⽰モード） 
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図 5-5 練習問題含有ページ画⾯（練習問題モード） 
 

 

5.2.5 更新履歴表⽰機能 

更新履歴表⽰機能では，利用者がノートを編集した履歴を参照でき，選択した版どうしの⽐較

ができる．利用者がノートを編集すると，ノートを表⽰するためのデータとは別に履歴蓄積用の

データが保存される．ノート表⽰用のノートは編集のたびに書き換えられるが，履歴蓄積用のデ

ータは更新があるたびに新たに保存される． 

蓄積された履歴は，更新⽇時と更新者の利用者 IDが⼀覧となって表⽰されるページから参照で

きる．このページでは，蓄積された履歴どうしを選択し，どこが更新されたのかを表⽰すること

ができる．（図 5-6） 
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図 5-6 更新履歴表⽰画⾯ 

 

 

5.2.6 過去のノートの登録 

過去に本プロジェクトで作成された講義ノートを本システムに登録した．ノートの選定基準は，

情報量が多く，できるだけ新しい内容であることとした．現在は，「ソフトウェア設計学」「情報

システム基礎論」「オペレーティングシステム論」について登録したが，今後，増やしていく予定

である． 

 

5.3 システム改善後の評価 

5.3.1 目的と⽅法 

改善した上で，仮運用で利用していただいた 2名を含む 3名に利用してもらい，2007年 2⽉ 20

⽇にインタビューを⾏った．インタビューでは，本システムが役⽴つか，仮運用時と⽐べてどう

であったか，これからも継続して利用したいかを尋ね，さらに感じたことを自由にコメントして

もらった． 
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5.3.2 結果 

本システムが役⽴つか尋ねたところ，全員が役⽴つと回答した．  

仮運用時と⽐べてどうであったか尋ねたところ，機能が充実して使いたくなるシステムになっ

たという意⾒が得られた．特に，更新履歴表⽰機能や練習問題機能が好評だった． 

これからも継続して利用したいか尋ねたところ，全員が利用したいと回答した．学習に活用す

るばかりでなく，気軽に編集に参加したいという意⾒を得られた． 

自由コメントでは，以下のような意⾒が得られた． 

� Wikiに対する意⾒ 

• Wikiに慣れるために時間がかかる 

• 編集画⾯において，コマンド⼊⼒を自動化するインタフェース 

� 利用者が容易にノートを削除できるのは好ましくない 

� 以前のようにトップページに講義へのリンクがほしい 

� 新機能の要望 

• 他の閲覧者にとって参考になったのかを知る機能 

• 講義ごとにノートを⼀括で印刷できる機能 

 

以上の点が今後の課題に挙げられる． 
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第 6 章 おわりに 

6.1 まとめ 
本研究では，ノート内容の充実を図るためにコラボレーションツール「PukiWiki」を導⼊した

システムを開発し，運用，改善を⾏った．コラボレーションツールの導⼊によってノート作成の

負担が軽減し，利用者が気軽にノートを編集したり掲⽰板を利用したりできる環境を構築するこ

とができた．利用者からは肯定的なコメントが寄せられ，本システムに PukiWikiを導⼊したこと

は妥当であったと考えられる。 

 

6.2 今後の課題 
今後は，システムの改善後に⾏ったインビューで得られた点の改善や，⻑期的に運用・評価し

有用性を詳しく検証する必要があると考えられる． 

また，本研究では当初，本プロジェクトにコラボレーションツールを導⼊するばかりでなく，

コミュニティが形成され利用者同⼠が活発に議論，意⾒を交わされることを目指した．しかし，

それは実現しなかった．特に，本研究での運用時における利用規模の⼩ささや運用期間の短さな

どが原因のひとつにあげられるが，この点について詳しく分析し、本システムや本プロジェクト

に⼯夫を加え，ノート内容が充実することが望まれる． 
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仮運用アンケート 
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「講義のツボ」システムの仮運用に関するアンケート 
実施⽇時： 平成 18年 12⽉ 22⽇ 
回答者名：  

 

従来の講義のツボでは，ノートの内容がその担当者に委ねられ，講義によって量や質に開き
がありました．本システムでは，その問題の解決をねらいとして共有ノート機能を採用し，仮
運用として 2週間ほどご利用いただきました．今後，本システムを改良するにあたり，利用者
の皆さんのご意⾒をお伺いしたいので，以下の質問にお答えください． 

１．本システムの利用について 

(ア) これまでに⾏ったすべての作業と，そのためにかかった時間を書き出してください． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 作業をする上で感じたことをお書きください． 
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(ウ) 共有ノートにWikiを導⼊したことについてお尋ねします． 
① Wikiはいかがでしたか．使いやすさなど，感じたことをお書きください． 
 

 

 

 

 

 

② Wikiを利用したことで，ノートの質が良くなったと思いますか． 
良くなったと思う  これまでと変わらない  悪くなったと思う 

 

それは，なぜですか． 
 

 

 

 

 

 

(エ) Wikiの機能について 
① コメント欄を利用しましたか． 

利用しました 利用していません 
 

（利用した場合） 
どういった目的で利用しましたか． 
 

 

 

 

使いやすかったですか． 
 

 

 

 

（利用しなかった場合） 
それは，なぜですか． 
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② ハイパーリンク機能を利用しましたか． 
利用しました 利用していません 

 

（利用した場合） 
どういった目的で利用しましたか． 
 

 

 

 

使いやすかったですか． 
 

 

 

 

（利用しなかった場合） 
それは，なぜですか． 
 

 

 

 

２．昨年度との⽐較 

(ア) 昨年度以前に，講義のツボの講義担当者を経験したことがありますか． 
あります ありません 

（「あります」と答えた⽅は，以下の質問を，「ありません」と答えた⽅は「４．全体を通して」へ） 

(イ) 昨年度までと⽐べ，ノートの作成は容易でしたか． 
容易だった 5  –  4  –  3  –  2  -  1 容易でなかった 

 

(ウ) 従来のような講義ごとに 1⼈の担当者がノートを作成する⽅法と，本システムのような講義ノ
ートを多くの利用者が作成する⽅法では，どちらが良いと思いますか． 

従来の⽅法 本システムの⽅法 
 

それは，どうしてですか． 
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３．全体を通して 

(ア) システム全体を通して，使いやすかったですか． 
使いやすかった 5  –  4  –  3  –  2  -  1 使いにくかった 

 

(イ) 使いにくいと感じた箇所，改善してほしい箇所があれば，お書きください． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 本システムは講義ごとに学⽣同⼠でコミュニティを作り，共有ノートを作成（更新）したり，
意⾒交換したりすることで，質を良くすることを目的としていますが，いかがでしたか． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ) 本システムを継続して利用したいと思いますか． 
利用したくない 利用したくない 

 

それは，なぜですか． 
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(オ) 本システムに関して，ご意⾒やアイデアがございましたら，自由にお書きください． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上でアンケートは終了です．ご協⼒，ありがとうございました． 
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資料 3 

PukiWiki変更部分ソースコード 
（GPLライセンスのために必要） 



8 

index.php 
 
<?php 
Session_Start(); 
 

// セッションが確⽴している場合 

if($_SESSION["is_cert"]){ 
// PukiWiki - Yet another WikiWikiWeb clone. 
// $Id: index.php,v 1.9 2006/05/13 07:39:49 henoheno Exp $ 
// Copyright (C) 2001-2006 PukiWiki Developers Team 
// License: GPL v2 or (at your option) any later version 
 
// Error reporting 
//error_reporting(0); // Nothing 
error_reporting(E_ERROR | E_PARSE); // Avoid E_WARNING, E_NOTICE, etc 
//error_reporting(E_ALL); // Debug purpose 
 
// Special 
//define('PKWK_READONLY',  1); 
//define('PKWK_SAFE_MODE', 1); 
//define('PKWK_OPTIMISE',  1); 
//define('TDIARY_THEME',   'digital_gadgets'); 
 
// Directory definition 
// (Ended with a slash like '../path/to/pkwk/', or '') 
define('DATA_HOME',    ''); 
define('LIB_DIR',    'lib/'); 
 
require(LIB_DIR . 'pukiwiki.php'); 
 
 

// セッションが確⽴していない場合 

}else{ 
require('http://www.si.soft.iwate-pu.ac.jp/~tubo/system/module/index.php'); 
} 
 
?> 
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default.php 
 
<?php 
// PukiWiki - Yet another WikiWikiWeb clone. 
// $Id: default.ini.php,v 1.25 2005/12/20 14:04:40 henoheno Exp $ 
// Copyright (C) 
//   2003-2005 PukiWiki Developers Team 
//   2001-2002 Originally written by yu-ji 
// License: GPL v2 or (at your option) any later version 
// 
// PukiWiki setting file (user agent:default) 
 
///////////////////////////////////////////////// 
// Skin file 
 
if (defined('TDIARY_THEME')) { 
    define('SKIN_FILE', DATA_HOME . SKIN_DIR . 'tdiary.skin.php'); 
} else if($_GET["mode"]!="relatelecture") { 
    define('SKIN_FILE', DATA_HOME . SKIN_DIR . 'pukiwiki.skin.php'); 
} else { 
    define('SKIN_FILE', DATA_HOME . SKIN_DIR . 'relate.skin.php'); 
} 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// 雛形とするページの読み込みを可能にする 

$load_template_func = 1; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// 検索⽂字列を⾊分けする 

$search_word_color = 1; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// ⼀覧ページに頭⽂字インデックスをつける 

$list_index = 1; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// リスト構造の左マージン 

$_ul_left_margin = 0;   // リストと画⾯左端との間隔(px) 

$_ul_margin = 16;       // リストの階層間の間隔(px) 

$_ol_left_margin = 0;   // リストと画⾯左端との間隔(px) 

$_ol_margin = 16;       // リストの階層間の間隔(px) 

$_dl_left_margin = 0;   // リストと画⾯左端との間隔(px) 

$_dl_margin = 16;        // リストの階層間の間隔(px) 

$_list_pad_str = ' class="list%d" style="padding-left:%dpx;margin-left:%dpx"'; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// テキストエリアのカラム数 

$cols = 80; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// テキストエリアの⾏数 

$rows = 20; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// 大・⼩⾒出しから目次へ戻るリンクの⽂字 

$top = $_msg_content_back_to_top; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// 添付ファイルの⼀覧を常に表⽰する (負担がかかります) 

$attach_link = 1; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// 関連するページのリンク⼀覧を常に表⽰する(負担がかかります) 

$related_link = 1; 
 

// リンク⼀覧の区切り⽂字 

$related_str = "¥n "; 
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// (#related プラグインが表⽰する) リンク⼀覧の区切り⽂字 

$rule_related_str = "</li>¥n<li>"; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// ⽔平線のタグ 

$hr = '<hr class="full_hr" />'; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// 脚注機能関連 

 

// 脚注のアンカーに埋め込む本⽂の最大⻑ 

define('PKWK_FOOTNOTE_TITLE_MAX', 16); // Characters 
 

// 脚注のアンカーを相対パスで表⽰する (0 = 絶対パス) 

//  * 相対パスの場合，以前のバージョンの Opera で問題になることがあります 

//  * 絶対パスの場合，calendar_viewer などで問題になることがあります 

// (詳しくは: BugTrack/698) 

define('PKWK_ALLOW_RELATIVE_FOOTNOTE_ANCHOR', 1); 
 

// ⽂末の脚注の直前に表⽰するタグ 

$note_hr = '<hr class="note_hr" />'; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// WikiName,BracketName に経過時間を付加する 

$show_passage = 1; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// リンク表⽰をコンパクトにする 

// * ページに対するハイパーリンクからタイトルを外す 

// * Dangling link の CSS を外す 

$link_compact = 0; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// フェイスマークを使用する 

$usefacemark = 1; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// ユーザ定義ルール 

// 

//  正規表現で記述してください．?(){}-*./+¥$^|など 

//  は ¥? のようにクォートしてください． 

//  前後に必ず / を含めてください．⾏頭指定は ̂  を頭に． 

//  ⾏末指定は $ を後ろに． 

// 
///////////////////////////////////////////////// 

// ユーザ定義ルール(コンバート時に置換) 

$line_rules = array( 
    'COLOR¥(([^¥(¥)]*)¥){([^}]*)}'    => '<span style="color:$1">$2</span>', 
    'SIZE¥(([^¥(¥)]*)¥){([^}]*)}'    => '<span style="font-size:$1px">$2</span>', 
    'COLOR¥(([^¥(¥)]*)¥):((?:(?!COLOR¥([^¥)]+¥)¥:).)*)'    => '<span 
style="color:$1">$2</span>', 
    'SIZE¥(([^¥(¥)]*)¥):((?:(?!SIZE¥([^¥)]+¥)¥:).)*)'    => '<span 
class="size$1">$2</span>', 
    '%%%(?!%)((?:(?!%%%).)*)%%%'    => '<ins>$1</ins>', 
    '%%(?!%)((?:(?!%%).)*)%%'    => '<del>$1</del>', 
    "'''(?!')((?:(?!''').)*)'''"    => '<em>$1</em>', 
    "''(?!')((?:(?!'').)*)''"    => '<strong>$1</strong>', 
); 
 

// 関連ページ⼀覧⽣成コンバータ ver1 

    $word_keyword=rawurlencode("キーワード"); 

    $line_rules['RELATE{([^}]*)}']="<a class=¥"relate¥" 
href=¥"./index.php?$word_keyword/$1¥">$1</a></form>"; 
 



11 

// キーワード説明関連ページ⼀覧⽣成コンバータ 

    $word_keyword=rawurlencode("キーワード"); 

    $line_rules['EXPLAIN{([^}]*)}']="<a class=¥"relate¥" 
href=¥"./index.php?$word_keyword/$1¥">$1</a></form>"; 
 

// キーワード説明ジャンプ⽣成コンバータ 

//    $array_explain=array(); 
//    $fp=fopen("./module/data/explain_list.dat","r"); 
//    while(!feof($fp)){ 
//        $tmp=split("[¥t]",chop(fgets($fp))); 
//        $array_explain[$tmp[0]]=$tmp[1]; 
//    } 
//    fclose($fp); 
//    $line_rules['RELATE{([^}]*)}']="<a class=¥"relate¥" 
href=¥"./index.php?$array_explain[]¥">$1</a>"; 
//    $line_rules['EXPLAIN{([^}]*)}']="<a name=¥"$1¥">$1</a>"; 
 
 

// 練習問題⽣成用コンバータ 

if($_POST["practice"]==1) 
    $line_rules['PRACTICE{([^}]*)}']="<form style=¥"display:inline;¥" name=¥"myRelate¥" 
method=¥"POST¥" action=¥"./?plugin=search&word=$1¥" enctype=¥"text/plain¥"><input 

type=¥"hidden¥" name=¥"encode_hint¥" value=¥"ぷ¥" /><input type=¥"hidden¥" name=¥"type¥" 

id=¥"_p_search_AND¥" value=¥"AND¥" /><a class=¥"practice¥" 
href=¥"javaScript:send('myRelate')¥">$1</a></form>"; 
else 
    $line_rules['PRACTICE{([^}]*)}']="<span class=¥"practice¥">$1</span>"; 
 
///////////////////////////////////////////////// 

// フェイスマーク定義ルール(コンバート時に置換) 

 

// $usefacemark = 1 ならフェイスマークが置換されます 

// ⽂章内に XD などが⼊った場合に facemark に置換されてしまうので 

// 必要のない⽅は $usefacemark を 0 にしてください． 

 
$facemark_rules = array( 
    // Face marks 
    '¥s(¥:¥))'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/smile.png" />', 
    '¥s(¥:D)'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/bigsmile.png" />', 
    '¥s(¥:p)'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/huh.png" />', 
    '¥s(¥:d)'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/huh.png" />', 
    '¥s(XD)'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/oh.png" />', 
    '¥s(X¥()'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/oh.png" />', 
    '¥s(;¥))'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/wink.png" />', 
    '¥s(;¥()'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/sad.png" />', 
    '¥s(¥:¥()'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/sad.png" />', 
    '&amp;(smile);'    => ' <img alt="[$1]" src="' . IMAGE_DIR . 'face/smile.png" />', 
    '&amp;(bigsmile);'=>' <img alt="[$1]" src="' . IMAGE_DIR . 'face/bigsmile.png" />', 
    '&amp;(huh);'    => ' <img alt="[$1]" src="' . IMAGE_DIR . 'face/huh.png" />', 
    '&amp;(oh);'    => ' <img alt="[$1]" src="' . IMAGE_DIR . 'face/oh.png" />', 
    '&amp;(wink);'    => ' <img alt="[$1]" src="' . IMAGE_DIR . 'face/wink.png" />', 
    '&amp;(sad);'    => ' <img alt="[$1]" src="' . IMAGE_DIR . 'face/sad.png" />', 
    '&amp;(heart);'    => ' <img alt="[$1]" src="' . IMAGE_DIR . 'face/heart.png" />', 
    '&amp;(worried);'=>' <img alt="[$1]" src="' . IMAGE_DIR . 'face/worried.png" />', 
 
    // Face marks, Japanese style 
    '¥s(¥(¥^¥^¥))'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/smile.png" />', 
    '¥s(¥(¥^-¥^)'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/bigsmile.png" />', 
    '¥s(¥(¥.¥.;)'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/oh.png" />', 
    '¥s(¥(¥^_-¥))'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/wink.png" />', 
    '¥s(¥(--;)'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/sad.png" />', 
    '¥s(¥(¥^¥^;¥))'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/worried.png" />', 
    '¥s(¥(¥^¥^;)'    => ' <img alt="$1" src="' . IMAGE_DIR . 'face/worried.png" />', 
 
    // Push buttons, 0-9 and sharp (Compatibility with cell phones) 
    '&amp;(pb1);'    => '[1]', 
    '&amp;(pb2);'    => '[2]', 
    '&amp;(pb3);'    => '[3]', 
    '&amp;(pb4);'    => '[4]', 
    '&amp;(pb5);'    => '[5]', 
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    '&amp;(pb6);'    => '[6]', 
    '&amp;(pb7);'    => '[7]', 
    '&amp;(pb8);'    => '[8]', 
    '&amp;(pb9);'    => '[9]', 
    '&amp;(pb0);'    => '[0]', 
    '&amp;(pb#);'    => '[#]', 
 
    // Other icons (Compatibility with cell phones) 
    '&amp;(zzz);'    => '[zzz]', 
    '&amp;(man);'    => '[man]', 
    '&amp;(clock);'    => '[clock]', 
    '&amp;(mail);'    => '[mail]', 
    '&amp;(mailto);'=> '[mailto]', 
    '&amp;(phone);'    => '[phone]', 
    '&amp;(phoneto);'=>'[phoneto]', 
    '&amp;(faxto);'    => '[faxto]', 
); 
 
?> 
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lib/file.php 
 
<?php 
// PukiWiki - Yet another WikiWikiWeb clone. 
// $Id: file.php,v 1.72 2006/06/11 14:42:09 henoheno Exp $ 
// Copyright (C) 
//   2002-2006 PukiWiki Developers Team 
//   2001-2002 Originally written by yu-ji 
// License: GPL v2 or (at your option) any later version 
// 
// File related functions 
 
// RecentChanges 
define('PKWK_MAXSHOW_ALLOWANCE', 10); 
define('PKWK_MAXSHOW_CACHE', 'recent.dat'); 
 
// AutoLink 
define('PKWK_AUTOLINK_REGEX_CACHE', 'autolink.dat'); 
 
// Get source(wiki text) data of the page 
function get_source($page = NULL, $lock = TRUE, $join = FALSE) 
{ 
    $result = $join ? '' : array(); 
 
    if (is_page($page)) { 
        $path  = get_filename($page); 
 
        if ($lock) { 
            $fp = @fopen($path, 'r'); 
            if ($fp == FALSE) return $result; 
            flock($fp, LOCK_SH); 
        } 
 
        if ($join) { 
            // Returns a value 
            $result = str_replace("¥r", '', fread($fp, filesize($path))); 
        } else { 
            // Returns an array 
            // Removing line-feeds: Because file() doesn't remove them. 
            $result = str_replace("¥r", '', file($path)); 
        } 
 
        if ($lock) { 
            flock($fp, LOCK_UN); 
            @fclose($fp); 
        } 
    } 
 
    return $result; 
} 
 
// Get last-modified filetime of the page 
function get_filetime($page) 
{ 
    return is_page($page) ? filemtime(get_filename($page)) - LOCALZONE : 0; 
} 
 
// Get physical file name of the page 
function get_filename($page) 
{ 
    return DATA_DIR . encode($page) . '.txt'; 
} 
 
// Put a data(wiki text) into a physical file(diff, backup, text) 
function page_write($page, $postdata, $notimestamp = FALSE) 
{ 
    global $trackback; 
 
    if (PKWK_READONLY) return; // Do nothing 
 
    $postdata = make_str_rules($postdata); 
 
    // Create and write diff 
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    $oldpostdata = is_page($page) ? join('', get_source($page)) : ''; 
    $diffdata    = do_diff($oldpostdata, $postdata); 
    file_write(DIFF_DIR, $page, $diffdata); 
 
    // Create backup 
    make_backup($page, $postdata == ''); // Is $postdata null? 
 
    // Create wiki text 
    file_write(DATA_DIR, $page, $postdata, $notimestamp); 
 
    if ($trackback) { 
        // TrackBack Ping 
        $_diff = explode("¥n", $diffdata); 
        $plus  = join("¥n", preg_replace('/^¥+/', '', preg_grep('/^¥+/', $_diff))); 
        $minus = join("¥n", preg_replace('/^-/',  '', preg_grep('/^-/',  $_diff))); 
        tb_send($page, $plus, $minus); 
    } 
 
    links_update($page); 
} 
 
// Modify original text with user-defined / system-defined rules 
function make_str_rules($source) 
{ 
    global $str_rules, $fixed_heading_anchor; 
 
    $lines = explode("¥n", $source); 
    $count = count($lines); 
 
    $modify    = TRUE; 
    $multiline = 0; 
    $matches   = array(); 
    for ($i = 0; $i < $count; $i++) { 
        $line = & $lines[$i]; // Modify directly 
 
        // Ignore null string and preformatted texts 
        if ($line == '' || $line{0} == ' ' || $line{0} == "¥t") continue; 
 
        // Modify this line? 
        if ($modify) { 
            if (! PKWKEXP_DISABLE_MULTILINE_PLUGIN_HACK && 
                $multiline == 0 && 
                preg_match('/#[^{]*(¥{¥{+)¥s*$/', $line, $matches)) { 
                    // Multiline convert plugin start 
                $modify    = FALSE; 
                $multiline = strlen($matches[1]); // Set specific number 
            } 
        } else { 
            if (! PKWKEXP_DISABLE_MULTILINE_PLUGIN_HACK && 
                $multiline != 0 && 
                preg_match('/^¥}{' . $multiline . '}¥s*$/', $line)) { 
                    // Multiline convert plugin end 
                $modify    = TRUE; 
                $multiline = 0; 
            } 
        } 
        if ($modify === FALSE) continue; 
 
        // Replace with $str_rules 
        foreach ($str_rules as $pattern => $replacement) 
            $line = preg_replace('/' . $pattern . '/', $replacement, $line); 
         
        // Adding fixed anchor into headings 
        if ($fixed_heading_anchor && 
            preg_match('/^(¥*{1,3}.*?)(?:¥[#([A-Za-z][¥w-]*)¥]¥s*)?$/', $line, $matches) && 
            (! isset($matches[2]) || $matches[2] == '')) { 
            // Generate unique id 
            $anchor = generate_fixed_heading_anchor_id($matches[1]); 
            $line = rtrim($matches[1]) . ' [#' . $anchor . ']'; 
        } 
    } 
 
    // Multiline part has no stopper 
    if (! PKWKEXP_DISABLE_MULTILINE_PLUGIN_HACK && 
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        $modify === FALSE && $multiline != 0) 
        $lines[] = str_repeat('}', $multiline); 
 
    return implode("¥n", $lines); 
} 
 
// Generate ID 
function generate_fixed_heading_anchor_id($seed) 
{ 
    // A random alphabetic letter + 7 letters of random strings from md() 
    return chr(mt_rand(ord('a'), ord('z'))) . 
        substr(md5(uniqid(substr($seed, 0, 100), TRUE)), 
        mt_rand(0, 24), 7); 
} 
 
// Read top N lines as an array 
// (Use PHP file() function if you want to get ALL lines) 
function file_head($file, $count = 1, $lock = TRUE, $buffer = 8192) 
{ 
    $array = array(); 
 
    $fp = @fopen($file, 'r'); 
    if ($fp === FALSE) return FALSE; 
    set_file_buffer($fp, 0); 
    if ($lock) flock($fp, LOCK_SH); 
    rewind($fp); 
    $index = 0; 
    while (! feof($fp)) { 
        $line = fgets($fp, $buffer); 
        if ($line != FALSE) $array[] = $line; 
        if (++$index >= $count) break; 
    } 
    if ($lock) flock($fp, LOCK_UN); 
    if (! fclose($fp)) return FALSE; 
 
    return $array; 
} 
 
// Output to a file 
function file_write($dir, $page, $str, $notimestamp = FALSE) 
{ 
    global $_msg_invalidiwn, $notify, $notify_diff_only, $notify_subject; 
    global $whatsdeleted, $maxshow_deleted; 
 
    if (PKWK_READONLY) return; // Do nothing 
    if ($dir != DATA_DIR && $dir != DIFF_DIR) die('file_write(): Invalid directory'); 
 
    $page = strip_bracket($page); 
    $file = $dir . encode($page) . '.txt'; 
    $file_exists = file_exists($file); 
 
    // ---- 
    // Delete? 
 
    if ($dir == DATA_DIR && $str === '') { 
        // Page deletion 
        if (! $file_exists) return; // Ignore null posting for DATA_DIR 
 
        // Update RecentDeleted (Add the $page) 
        add_recent($page, $whatsdeleted, '', $maxshow_deleted); 
 
        // Remove the page 
        unlink($file); 
 
        // Update RecentDeleted, and remove the page from RecentChanges 
        lastmodified_add($whatsdeleted, $page); 
 
        // Clear is_page() cache 
        is_page($page, TRUE); 
 
        return; 
 
    } else if ($dir == DIFF_DIR && $str === " ¥n") { 
        return; // Ignore null posting for DIFF_DIR 



16 

    } 
 
    // ---- 
    // File replacement (Edit) 
 
    if (! is_pagename($page)) 
        die_message(str_replace('$1', htmlspecialchars($page), 
                    str_replace('$2', 'WikiName', $_msg_invalidiwn))); 
 
    $str = rtrim(preg_replace('/' . "¥r" . '/', '', $str)) . "¥n"; 
    $timestamp = ($file_exists && $notimestamp) ? filemtime($file) : FALSE; 
 
    $fp = fopen($file, 'a') or die('fopen() failed: ' . 
        htmlspecialchars(basename($dir) . '/' . encode($page) . '.txt') .     
        '<br />' . "¥n" . 
        'Maybe permission is not writable or filename is too long'); 
    set_file_buffer($fp, 0); 
    flock($fp, LOCK_EX); 
    ftruncate($fp, 0); 
    rewind($fp); 
    fputs($fp, $str); 
    flock($fp, LOCK_UN); 
    fclose($fp); 
 
 

    // 差分⽐較用バックアップ ここから 

    $page = strip_bracket($page); 
    $dir_name = DIFF_DIR . 'log/' . encode($page); 
    if(!is_dir($dir_name)){ 
        mkdir($dir_name); 
    } 
    $file = $dir_name . '/' . date("Y.m.d.H.i.s") . '.' . $_SESSION["tubo_uid"] . '.txt'; 
    $file_exists = file_exists($file); 
 
    // ---- 
    // File replacement (Edit) 
 
    if (! is_pagename($page)) 
        die_message(str_replace('$1', htmlspecialchars($page), 
                    str_replace('$2', 'WikiName', $_msg_invalidiwn))); 
 
    $str = rtrim(preg_replace('/' . "¥r" . '/', '', $str)) . "¥n"; 
    $timestamp = ($file_exists && $notimestamp) ? filemtime($file) : FALSE; 
 
    $fp = fopen($file, 'a') or die('fopen() failed: ' . 
        htmlspecialchars(basename($dir) . '/' . encode($page) . '.txt') .     
        '<br />' . "¥n" . 
        'Maybe permission is not writable or filename is too long'); 
    set_file_buffer($fp, 0); 
    flock($fp, LOCK_EX); 
    ftruncate($fp, 0); 
    rewind($fp); 
    fputs($fp, $str); 
    flock($fp, LOCK_UN); 
    fclose($fp); 

    // 差分⽐較用バックアップ ここまで 

 
    if ($timestamp) pkwk_touch_file($file, $timestamp); 
 
    // Optional actions 
    if ($dir == DATA_DIR) { 
        // Update RecentChanges (Add or renew the $page) 
        if ($timestamp === FALSE) lastmodified_add($page); 
 
        // Command execution per update 
        if (defined('PKWK_UPDATE_EXEC') && PKWK_UPDATE_EXEC) 
            system(PKWK_UPDATE_EXEC . ' > /dev/null &'); 
 
    } else if ($dir == DIFF_DIR && $notify) { 
        if ($notify_diff_only) $str = preg_replace('/^[^-+].*¥n/m', '', $str); 
        $footer['ACTION'] = 'Page update'; 
        $footer['PAGE']   = & $page; 
        $footer['URI']    = get_script_uri() . '?' . rawurlencode($page); 
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        $footer['USER_AGENT']  = TRUE; 
        $footer['REMOTE_ADDR'] = TRUE; 
        pkwk_mail_notify($notify_subject, $str, $footer) or 
            die('pkwk_mail_notify(): Failed'); 
    } 
 
    is_page($page, TRUE); // Clear is_page() cache 
} 
 
// Update RecentDeleted 
function add_recent($page, $recentpage, $subject = '', $limit = 0) 
{ 
    if (PKWK_READONLY || $limit == 0 || $page == '' || $recentpage == '' || 
        check_non_list($page)) return; 
 
    // Load 
    $lines = $matches = array(); 
    foreach (get_source($recentpage) as $line) 
        if (preg_match('/^-(.+) - (¥[¥[.+¥]¥])$/', $line, $matches)) 
            $lines[$matches[2]] = $line; 
 
    $_page = '[[' . $page . ']]'; 
 
    // Remove a report about the same page 
    if (isset($lines[$_page])) unset($lines[$_page]); 
 
    // Add 
    array_unshift($lines, '-' . format_date(UTIME) . ' - ' . $_page . 
        htmlspecialchars($subject) . "¥n"); 
 
    // Get latest $limit reports 
    $lines = array_splice($lines, 0, $limit); 
 
    // Update 
    $fp = fopen(get_filename($recentpage), 'w') or 
        die_message('Cannot write page file ' . 
        htmlspecialchars($recentpage) . 
        '<br />Maybe permission is not writable or filename is too long'); 
    set_file_buffer($fp, 0); 
    flock($fp, LOCK_EX); 
    rewind($fp); 
    fputs($fp, '#freeze'    . "¥n"); 
    fputs($fp, '#norelated' . "¥n"); // :) 
    fputs($fp, join('', $lines)); 
    flock($fp, LOCK_UN); 
    fclose($fp); 
} 
 
// Update PKWK_MAXSHOW_CACHE itself (Add or renew about the $page) (Light) 
// Use without $autolink 
function lastmodified_add($update = '', $remove = '') 
{ 
    global $maxshow, $whatsnew, $autolink; 
 
    // AutoLink implimentation needs everything, for now 
    if ($autolink) { 
        put_lastmodified(); // Try to (re)create ALL 
        return; 
    } 
 
    if (($update == '' || check_non_list($update)) && $remove == '') 
        return; // No need 
 
    $file = CACHE_DIR . PKWK_MAXSHOW_CACHE; 
    if (! file_exists($file)) { 
        put_lastmodified(); // Try to (re)create ALL 
        return; 
    } 
 
    // Open 
    pkwk_touch_file($file); 
    $fp = fopen($file, 'r+') or 
        die_message('Cannot open ' . 'CACHE_DIR/' . PKWK_MAXSHOW_CACHE); 
    set_file_buffer($fp, 0); 
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    flock($fp, LOCK_EX); 
 
    // Read (keep the order of the lines) 
    $recent_pages = $matches = array(); 
    foreach(file_head($file, $maxshow + PKWK_MAXSHOW_ALLOWANCE, FALSE) as $line) 
        if (preg_match('/^([0-9]+)¥t(.+)/', $line, $matches)) 
            $recent_pages[$matches[2]] = $matches[1]; 
 
    // Remove if it exists inside 
    if (isset($recent_pages[$update])) unset($recent_pages[$update]); 
    if (isset($recent_pages[$remove])) unset($recent_pages[$remove]); 
 
    // Add to the top: like array_unshift() 
    if ($update != '') 
        $recent_pages = array($update => get_filetime($update)) + $recent_pages; 
 
    // Check 
    $abort = count($recent_pages) < $maxshow; 
 
    if (! $abort) { 
        // Write 
        ftruncate($fp, 0); 
        rewind($fp); 
        foreach ($recent_pages as $_page=>$time) 
            fputs($fp, $time . "¥t" . $_page . "¥n"); 
    } 
 
    flock($fp, LOCK_UN); 
    fclose($fp); 
 
    if ($abort) { 
        put_lastmodified(); // Try to (re)create ALL 
        return; 
    } 
 
 
 
    // ---- 
    // Update the page 'RecentChanges' 
 
    $recent_pages = array_splice($recent_pages, 0, $maxshow); 
    $file = get_filename($whatsnew); 
 
    // Open 
    pkwk_touch_file($file); 
    $fp = fopen($file, 'r+') or 
        die_message('Cannot open ' . htmlspecialchars($whatsnew)); 
    set_file_buffer($fp, 0); 
    flock($fp, LOCK_EX); 
 
    // Recreate 
    ftruncate($fp, 0); 
    rewind($fp); 
    foreach ($recent_pages as $_page=>$time) 
        fputs($fp, '-' . htmlspecialchars(format_date($time)) . 
            ' - ' . '[[' . htmlspecialchars($_page) . ']]' . "¥n"); 
    fputs($fp, '#norelated' . "¥n"); // :) 
 
    flock($fp, LOCK_UN); 
    fclose($fp); 
} 
 
// Re-create PKWK_MAXSHOW_CACHE (Heavy) 
function put_lastmodified() 
{ 
    global $maxshow, $whatsnew, $autolink; 
 
    if (PKWK_READONLY) return; // Do nothing 
 
    // Get WHOLE page list 
    $pages = get_existpages(); 
 
    // Check ALL filetime 
    $recent_pages = array(); 



19 

    foreach($pages as $page) 
        if ($page != $whatsnew && ! check_non_list($page)) 
            $recent_pages[$page] = get_filetime($page); 
 
    // Sort decending order of last-modification date 
    arsort($recent_pages, SORT_NUMERIC); 
 
    // Cut unused lines 
    // BugTrack2/179: array_splice() will break integer keys in hashtable 
    $count   = $maxshow + PKWK_MAXSHOW_ALLOWANCE; 
    $_recent = array(); 
    foreach($recent_pages as $key=>$value) { 
        unset($recent_pages[$key]); 
        $_recent[$key] = $value; 
        if (--$count < 1) break; 
    } 
    $recent_pages = & $_recent; 
 
    // Re-create PKWK_MAXSHOW_CACHE 
    $file = CACHE_DIR . PKWK_MAXSHOW_CACHE; 
    pkwk_touch_file($file); 
    $fp = fopen($file, 'r+') or 
        die_message('Cannot open' . 'CACHE_DIR/' . PKWK_MAXSHOW_CACHE); 
    set_file_buffer($fp, 0); 
    flock($fp, LOCK_EX); 
    ftruncate($fp, 0); 
    rewind($fp); 
    foreach ($recent_pages as $page=>$time) 
        fputs($fp, $time . "¥t" . $page . "¥n"); 
    flock($fp, LOCK_UN); 
    fclose($fp); 
 
    // Create RecentChanges 
    $file = get_filename($whatsnew); 
    pkwk_touch_file($file); 
    $fp = fopen($file, 'r+') or 
        die_message('Cannot open ' . htmlspecialchars($whatsnew)); 
    set_file_buffer($fp, 0); 
    flock($fp, LOCK_EX); 
    ftruncate($fp, 0); 
    rewind($fp); 
    foreach (array_keys($recent_pages) as $page) { 
        $time      = $recent_pages[$page]; 
        $s_lastmod = htmlspecialchars(format_date($time)); 
        $s_page    = htmlspecialchars($page); 
        fputs($fp, '-' . $s_lastmod . ' - [[' . $s_page . ']]' . "¥n"); 
    } 
    fputs($fp, '#norelated' . "¥n"); // :) 
    flock($fp, LOCK_UN); 
    fclose($fp); 
 
    // For AutoLink 
    if ($autolink) { 
        list($pattern, $pattern_a, $forceignorelist) = 
            get_autolink_pattern($pages); 
 
        $file = CACHE_DIR . PKWK_AUTOLINK_REGEX_CACHE; 
        pkwk_touch_file($file); 
        $fp = fopen($file, 'r+') or 
            die_message('Cannot open ' . 'CACHE_DIR/' . PKWK_AUTOLINK_REGEX_CACHE); 
        set_file_buffer($fp, 0); 
        flock($fp, LOCK_EX); 
        ftruncate($fp, 0); 
        rewind($fp); 
        fputs($fp, $pattern   . "¥n"); 
        fputs($fp, $pattern_a . "¥n"); 
        fputs($fp, join("¥t", $forceignorelist) . "¥n"); 
        flock($fp, LOCK_UN); 
        fclose($fp); 
    } 
} 
 
// Get elapsed date of the page 
function get_pg_passage($page, $sw = TRUE) 
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{ 
    global $show_passage; 
    if (! $show_passage) return ''; 
 
    $time = get_filetime($page); 
    $pg_passage = ($time != 0) ? get_passage($time) : ''; 
 
    return $sw ? '<small>' . $pg_passage . '</small>' : ' ' . $pg_passage; 
} 
 
// Last-Modified header 
function header_lastmod($page = NULL) 
{ 
    global $lastmod; 
 
    if ($lastmod && is_page($page)) { 
        pkwk_headers_sent(); 
        header('Last-Modified: ' . 
            date('D, d M Y H:i:s', get_filetime($page)) . ' GMT'); 
    } 
} 
 
// Get a page list of this wiki 
function get_existpages($dir = DATA_DIR, $ext = '.txt') 
{ 
    $aryret = array(); 
 
    $pattern = '((?:[0-9A-F]{2})+)'; 
    if ($ext != '') $ext = preg_quote($ext, '/'); 
    $pattern = '/^' . $pattern . $ext . '$/'; 
 
    $dp = @opendir($dir) or 
        die_message($dir . ' is not found or not readable.'); 
    $matches = array(); 
    while ($file = readdir($dp)) 
        if (preg_match($pattern, $file, $matches)) 
            $aryret[$file] = decode($matches[1]); 
    closedir($dp); 
 
    return $aryret; 
} 
 
// Get PageReading(pronounce-annotated) data in an array() 
function get_readings() 
{ 
    global $pagereading_enable, $pagereading_kanji2kana_converter; 
    global $pagereading_kanji2kana_encoding, $pagereading_chasen_path; 
    global $pagereading_kakasi_path, $pagereading_config_page; 
    global $pagereading_config_dict; 
 
    $pages = get_existpages(); 
 
    $readings = array(); 
    foreach ($pages as $page)  
        $readings[$page] = ''; 
 
    $deletedPage = FALSE; 
    $matches = array(); 
    foreach (get_source($pagereading_config_page) as $line) { 
        $line = chop($line); 
        if(preg_match('/^-¥[¥[([^]]+)¥]¥]¥s+(.+)$/', $line, $matches)) { 
            if(isset($readings[$matches[1]])) { 
                // This page is not clear how to be pronounced 
                $readings[$matches[1]] = $matches[2]; 
            } else { 
                // This page seems deleted 
                $deletedPage = TRUE; 
            } 
        } 
    } 
 
    // If enabled ChaSen/KAKASI execution 
    if($pagereading_enable) { 
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        // Check there's non-clear-pronouncing page 
        $unknownPage = FALSE; 
        foreach ($readings as $page => $reading) { 
            if($reading == '') { 
                $unknownPage = TRUE; 
                break; 
            } 
        } 
 
        // Execute ChaSen/KAKASI, and get annotation 
        if($unknownPage) { 
            switch(strtolower($pagereading_kanji2kana_converter)) { 
            case 'chasen': 
                if(! file_exists($pagereading_chasen_path)) 
                    die_message('ChaSen not found: ' . $pagereading_chasen_path); 
 
                $tmpfname = tempnam(realpath(CACHE_DIR), 'PageReading'); 
                $fp = fopen($tmpfname, 'w') or 
                    die_message('Cannot write temporary file "' . $tmpfname . '".' . "¥n"); 
                foreach ($readings as $page => $reading) { 
                    if($reading != '') continue; 
                    fputs($fp, mb_convert_encoding($page . "¥n", 
                        $pagereading_kanji2kana_encoding, SOURCE_ENCODING)); 
                } 
                fclose($fp); 
 
                $chasen = "$pagereading_chasen_path -F %y $tmpfname"; 
                $fp     = popen($chasen, 'r'); 
                if($fp === FALSE) { 
                    unlink($tmpfname); 
                    die_message('ChaSen execution failed: ' . $chasen); 
                } 
                foreach ($readings as $page => $reading) { 
                    if($reading != '') continue; 
 
                    $line = fgets($fp); 
                    $line = mb_convert_encoding($line, SOURCE_ENCODING, 
                        $pagereading_kanji2kana_encoding); 
                    $line = chop($line); 
                    $readings[$page] = $line; 
                } 
                pclose($fp); 
 
                unlink($tmpfname) or 
                    die_message('Temporary file can not be removed: ' . $tmpfname); 
                break; 
 
            case 'kakasi':    /*FALLTHROUGH*/ 
            case 'kakashi': 
                if(! file_exists($pagereading_kakasi_path)) 
                    die_message('KAKASI not found: ' . $pagereading_kakasi_path); 
 
                $tmpfname = tempnam(realpath(CACHE_DIR), 'PageReading'); 
                $fp       = fopen($tmpfname, 'w') or 
                    die_message('Cannot write temporary file "' . $tmpfname . '".' . "¥n"); 
                foreach ($readings as $page => $reading) { 
                    if($reading != '') continue; 
                    fputs($fp, mb_convert_encoding($page . "¥n", 
                        $pagereading_kanji2kana_encoding, SOURCE_ENCODING)); 
                } 
                fclose($fp); 
 
                $kakasi = "$pagereading_kakasi_path -kK -HK -JK < $tmpfname"; 
                $fp     = popen($kakasi, 'r'); 
                if($fp === FALSE) { 
                    unlink($tmpfname); 
                    die_message('KAKASI execution failed: ' . $kakasi); 
                } 
 
                foreach ($readings as $page => $reading) { 
                    if($reading != '') continue; 
 
                    $line = fgets($fp); 
                    $line = mb_convert_encoding($line, SOURCE_ENCODING, 
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                        $pagereading_kanji2kana_encoding); 
                    $line = chop($line); 
                    $readings[$page] = $line; 
                } 
                pclose($fp); 
 
                unlink($tmpfname) or 
                    die_message('Temporary file can not be removed: ' . $tmpfname); 
                break; 
 
            case 'none': 
                $patterns = $replacements = $matches = array(); 
                foreach (get_source($pagereading_config_dict) as $line) { 
                    $line = chop($line); 
                    if(preg_match('|^ /([^/]+)/,¥s*(.+)$|', $line, $matches)) { 
                        $patterns[]     = $matches[1]; 
                        $replacements[] = $matches[2]; 
                    } 
                } 
                foreach ($readings as $page => $reading) { 
                    if($reading != '') continue; 
 
                    $readings[$page] = $page; 
                    foreach ($patterns as $no => $pattern) 
                        $readings[$page] = mb_convert_kana(mb_ereg_replace($pattern, 
                            $replacements[$no], $readings[$page]), 'aKCV'); 
                } 
                break; 
 
            default: 
                die_message('Unknown kanji-kana converter: ' . 
$pagereading_kanji2kana_converter . '.'); 
                break; 
            } 
        } 
 
        if($unknownPage || $deletedPage) { 
 
            asort($readings); // Sort by pronouncing(alphabetical/reading) order 
            $body = ''; 
            foreach ($readings as $page => $reading) 
                $body .= '-[[' . $page . ']] ' . $reading . "¥n"; 
 
            page_write($pagereading_config_page, $body); 
        } 
    } 
 
    // Pages that are not prounouncing-clear, return pagenames of themselves 
    foreach ($pages as $page) { 
        if($readings[$page] == '') 
            $readings[$page] = $page; 
    } 
 
    return $readings; 
} 
 
// Get a list of encoded files (must specify a directory and a suffix) 
function get_existfiles($dir, $ext) 
{ 
    $pattern = '/^(?:[0-9A-F]{2})+' . preg_quote($ext, '/') . '$/'; 
    $aryret = array(); 
    $dp = @opendir($dir) or die_message($dir . ' is not found or not readable.'); 
    while ($file = readdir($dp)) 
        if (preg_match($pattern, $file)) 
            $aryret[] = $dir . $file; 
    closedir($dp); 
    return $aryret; 
} 
 
// Get a list of related pages of the page 
function links_get_related($page) 
{ 
    global $vars, $related; 
    static $links = array(); 
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    if (isset($links[$page])) return $links[$page]; 
 
    // If possible, merge related pages generated by make_link() 
    $links[$page] = ($page == $vars['page']) ? $related : array(); 
 
    // Get repated pages from DB 
    $links[$page] += links_get_related_db($vars['page']); 
 
    return $links[$page]; 
} 
 
// _If needed_, re-create the file to change/correct ownership into PHP's 
// NOTE: Not works for Windows 
function pkwk_chown($filename, $preserve_time = TRUE) 
{ 
    static $php_uid; // PHP's UID 
 
    if (! isset($php_uid)) { 
        if (extension_loaded('posix')) { 
            $php_uid = posix_getuid(); // Unix 
        } else { 
            $php_uid = 0; // Windows 
        } 
    } 
 
    // Lock for pkwk_chown() 
    $lockfile = CACHE_DIR . 'pkwk_chown.lock'; 
    $flock = fopen($lockfile, 'a') or 
        die('pkwk_chown(): fopen() failed for: CACHEDIR/' . 
            basename(htmlspecialchars($lockfile))); 
    flock($flock, LOCK_EX) or die('pkwk_chown(): flock() failed for lock'); 
 
    // Check owner 
    $stat = stat($filename) or 
        die('pkwk_chown(): stat() failed for: '  . basename(htmlspecialchars($filename))); 
    if ($stat[4] === $php_uid) { 
        // NOTE: Windows always here 
        $result = TRUE; // Seems the same UID. Nothing to do 
    } else { 
        $tmp = $filename . '.' . getmypid() . '.tmp'; 
 
        // Lock source $filename to avoid file corruption 
        // NOTE: Not 'r+'. Don't check write permission here 
        $ffile = fopen($filename, 'r') or 
            die('pkwk_chown(): fopen() failed for: ' . 
                basename(htmlspecialchars($filename))); 
 
        // Try to chown by re-creating files 
        // NOTE: 
        //   * touch() before copy() is for 'rw-r--r--' instead of 'rwxr-xr-x' (with umask 022). 
        //   * (PHP 4 < PHP 4.2.0) touch() with the third argument is not implemented and retuns 
NULL and Warn. 
        //   * @unlink() before rename() is for Windows but here's for Unix only 
        flock($ffile, LOCK_EX) or die('pkwk_chown(): flock() failed'); 
        $result = touch($tmp) && copy($filename, $tmp) && 
            ($preserve_time ? (touch($tmp, $stat[9], $stat[8]) || touch($tmp, $stat[9])) : TRUE) 
&& 
            rename($tmp, $filename); 
        flock($ffile, LOCK_UN) or die('pkwk_chown(): flock() failed'); 
 
        fclose($ffile) or die('pkwk_chown(): fclose() failed'); 
 
        if ($result === FALSE) @unlink($tmp); 
    } 
 
    // Unlock for pkwk_chown() 
    flock($flock, LOCK_UN) or die('pkwk_chown(): flock() failed for lock'); 
    fclose($flock) or die('pkwk_chown(): fclose() failed for lock'); 
 
    return $result; 
} 
 
// touch() with trying pkwk_chown() 
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function pkwk_touch_file($filename, $time = FALSE, $atime = FALSE) 
{ 
    // Is the owner incorrected and unable to correct? 
    if (! file_exists($filename) || pkwk_chown($filename)) { 
        if ($time === FALSE) { 
            $result = touch($filename); 
        } else if ($atime === FALSE) { 
            $result = touch($filename, $time); 
        } else { 
            $result = touch($filename, $time, $atime); 
        } 
        return $result; 
    } else { 
        die('pkwk_touch_file(): Invalid UID and (not writable for the directory or not a flie): 
' . 
            htmlspecialchars(basename($filename))); 
    } 
} 
?> 
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plugin/article.php 
 
<?php 
// $Id: article.inc.php,v 1.25 2005/09/24 01:12:29 henoheno Exp $ 
// Copyright (C) 
//   2002-2005 PukiWiki Developers Team 
//   2002      Originally written by OKAWARA,Satoshi <kawara@dml.co.jp> 
//             http://www.dml.co.jp/~kawara/pukiwiki/pukiwiki.php 
// 
// article: BBS-like plugin 
 
 /* 

 メッセージを変更したい場合は LANGUAGE ファイルに下記の値を追加してからご使用ください 

    $_btn_name    = 'お名前'; 

    $_btn_article = '記事の投稿'; 

    $_btn_subject = '題名: '; 

 

 ※$_btn_name は comment プラグインで既に設定されている場合があります 

 

 投稿内容の自動メール転送機能をご使用になりたい場合は 

 -投稿内容のメール自動配信 

 -投稿内容のメール自動配信先 

 を設定の上，ご使用ください． 

 
 */ 
 

define('PLUGIN_ARTICLE_COLS',    70); // テキストエリアのカラム数 

define('PLUGIN_ARTICLE_ROWS',     5); // テキストエリアの⾏数 

define('PLUGIN_ARTICLE_NAME_COLS',    24); // 名前テキストエリアのカラム数 

define('PLUGIN_ARTICLE_SUBJECT_COLS',    60); // 題名テキストエリアのカラム数 

define('PLUGIN_ARTICLE_NAME_FORMAT',    '[[$name]]'); // 名前の挿⼊フォーマット 

define('PLUGIN_ARTICLE_SUBJECT_FORMAT',    '**$subject'); // 題名の挿⼊フォーマット 

 

define('PLUGIN_ARTICLE_INS',    0); // 挿⼊する位置 1:欄の前 0:欄の後 

define('PLUGIN_ARTICLE_COMMENT',    1); // 書き込みの下に⼀⾏コメントを⼊れる 1:⼊れる 0:⼊れない 

define('PLUGIN_ARTICLE_AUTO_BR',    1); // 改⾏を自動的変換 1:する 0:しない 

 

define('PLUGIN_ARTICLE_MAIL_AUTO_SEND',    0); // 投稿内容のメール自動配信 1:する 0:しない 

define('PLUGIN_ARTICLE_MAIL_FROM',    ''); // 投稿内容のメール送信時の送信者メールアドレス 

define('PLUGIN_ARTICLE_MAIL_SUBJECT_PREFIX', "[someone's PukiWiki]"); // 投稿内容のメール送信
時の題名 

 

// 投稿内容のメール自動配信先 

global $_plugin_article_mailto; 
$_plugin_article_mailto = array ( 
    '' 
); 
 
function plugin_article_action() 
{ 
    global $script, $post, $vars, $cols, $rows, $now; 
    global $_title_collided, $_msg_collided, $_title_updated; 
    global $_plugin_article_mailto, $_no_subject, $_no_name; 
    global $_msg_article_mail_sender, $_msg_article_mail_page; 
 
    if (PKWK_READONLY) die_message('PKWK_READONLY prohibits editing'); 
 
    if ($post['msg'] == '') 
        return array('msg'=>'','body'=>''); 
 
    $name = ($post['name'] == '') ? $_no_name : $post['name']; 
    $name = ($name == '') ? '' : str_replace('$name', $name, PLUGIN_ARTICLE_NAME_FORMAT); 
    $subject = ($post['subject'] == '') ? $_no_subject : $post['subject']; 
    $subject = ($subject == '') ? '' : str_replace('$subject', $subject, 
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PLUGIN_ARTICLE_SUBJECT_FORMAT); 
    $article  = $subject . "¥n" . '>' . $name . ' (' . $now . ')~' . "¥n" . '~' . "¥n"; 
 
    $msg = rtrim($post['msg']); 
    if (PLUGIN_ARTICLE_AUTO_BR) { 

        //改⾏の取り扱いはけっこう厄介．特に URL が絡んだときは… 

        //コメント⾏，整形済み⾏には~をつけないように arino 

        $msg = join("¥n", preg_replace('/^(?!¥/¥/)(?!¥s)(.*)$/', '$1~', explode("¥n", $msg))); 
    } 
    $article .= $msg . "¥n¥n" . '//'; 
 
    if (PLUGIN_ARTICLE_COMMENT) $article .= "¥n¥n" . '#comment' . "¥n"; 
 
    $postdata = ''; 
    $postdata_old  = get_source($post['refer']); 
    $article_no = 0; 
 
    foreach($postdata_old as $line) { 
        if (! PLUGIN_ARTICLE_INS) $postdata .= $line; 
        if (preg_match('/^#article/i', $line)) { 
            if ($article_no == $post['article_no'] && $post['msg'] != '') 
                $postdata .= $article . "¥n"; 
            ++$article_no; 
        } 
        if (PLUGIN_ARTICLE_INS) $postdata .= $line; 
    } 
 
    $postdata_input = $article . "¥n"; 
    $body = ''; 
 
    if (md5(@join('', get_source($post['refer']))) != $post['digest']) { 
        $title = $_title_collided; 
 
        $body = $_msg_collided . "¥n"; 
 
        $s_refer    = htmlspecialchars($post['refer']); 
        $s_digest   = htmlspecialchars($post['digest']); 
        $s_postdata = htmlspecialchars($postdata_input); 
        $body .= <<<EOD 
<form action="$script?cmd=preview" method="post"> 
 <div> 
  <input type="hidden" name="refer" value="$s_refer" /> 
  <input type="hidden" name="digest" value="$s_digest" /> 
  <textarea name="msg" rows="$rows" cols="$cols" id="textarea">$s_postdata</textarea><br /> 
 </div> 
</form> 
EOD; 
 
    } else { 
        page_write($post['refer'], trim($postdata)); 
 

        // 投稿内容のメール自動送信 

        if (PLUGIN_ARTICLE_MAIL_AUTO_SEND) { 
            $mailaddress = implode(',', $_plugin_article_mailto); 
            $mailsubject = PLUGIN_ARTICLE_MAIL_SUBJECT_PREFIX . ' ' . str_replace('**', '', 
$subject); 
            if ($post['name']) 
                $mailsubject .= '/' . $post['name']; 
            $mailsubject = mb_encode_mimeheader($mailsubject); 
 
            $mailbody = $post['msg']; 
            $mailbody .= "¥n¥n" . '---' . "¥n"; 
            $mailbody .= $_msg_article_mail_sender . $post['name'] . ' (' . $now . ')' . "¥n"; 
            $mailbody .= $_msg_article_mail_page . $post['refer'] . "¥n"; 
            $mailbody .= '  URL: ' . $script . '?' . rawurlencode($post['refer']) . "¥n"; 
            $mailbody = mb_convert_encoding($mailbody, 'JIS'); 
 
            $mailaddheader = 'From: ' . PLUGIN_ARTICLE_MAIL_FROM; 
 
            mail($mailaddress, $mailsubject, $mailbody, $mailaddheader); 
        } 
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        $title = $_title_updated; 
    } 
    $retvars['msg'] = $title; 
    $retvars['body'] = $body; 
 
    $post['page'] = $post['refer']; 
    $vars['page'] = $post['refer']; 
 
    return $retvars; 
} 
 
function plugin_article_convert() 
{ 
    global $script, $vars, $digest; 
    global $_btn_article, $_btn_name, $_btn_subject; 
    static $numbers = array(); 
 
    if (PKWK_READONLY) return ''; // Show nothing 
 
    if (! isset($numbers[$vars['page']])) $numbers[$vars['page']] = 0; 
 
    $article_no = $numbers[$vars['page']]++; 
 
    $s_page   = htmlspecialchars($vars['page']); 
    $s_digest = htmlspecialchars($digest); 
    $name_cols = PLUGIN_ARTICLE_NAME_COLS; 
    $subject_cols = PLUGIN_ARTICLE_SUBJECT_COLS; 
    $article_rows = PLUGIN_ARTICLE_ROWS; 
    $article_cols = PLUGIN_ARTICLE_COLS; 
     
    $uid=$_SESSION["tubo_uid"]; 
     
    $string = <<<EOD 
<form action="$script" method="post"> 
 <div> 
  <input type="hidden" name="article_no" value="$article_no" /> 
  <input type="hidden" name="plugin" value="article" /> 
  <input type="hidden" name="digest" value="$s_digest" /> 
  <input type="hidden" name="refer" value="$s_page" /> 
  <label for="_p_article_name_$article_no">$_btn_name</label> 
  <input type="text" name="name" value="$uid" id="_p_article_name_$article_no" 
size="$name_cols" readonly /><br /> 
  <label for="_p_article_subject_$article_no">$_btn_subject</label> 
  <input type="text" name="subject" id="_p_article_subject_$article_no" 
size="$subject_cols" /><br /> 
  <textarea name="msg" rows="$article_rows" cols="$article_cols">¥n</textarea><br /> 
  <input type="submit" name="article" value="$_btn_article" /> 
 </div> 
</form> 
EOD; 
 
    return $string; 
} 
?> 
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plugin/comment.php 
 
<?php 
// PukiWiki - Yet another WikiWikiWeb clone 
// $Id: comment.inc.php,v 1.36 2006/01/28 14:54:51 teanan Exp $ 
// Copyright (C) 
//   2002-2005 PukiWiki Developers Team 
//   2001-2002 Originally written by yu-ji 
// License: GPL v2 or (at your option) any later version 
// 
// Comment plugin 
 
define('PLUGIN_COMMENT_DIRECTION_DEFAULT', '1'); // 1: above 0: below 
define('PLUGIN_COMMENT_SIZE_MSG',  70); 
define('PLUGIN_COMMENT_SIZE_NAME', 15); 
 
// ---- 
define('PLUGIN_COMMENT_FORMAT_MSG',  '$msg'); 
define('PLUGIN_COMMENT_FORMAT_NAME', '[[$name]]'); 
define('PLUGIN_COMMENT_FORMAT_NOW',  '&new{$now};'); 
define('PLUGIN_COMMENT_FORMAT_STRING', "¥x08MSG¥x08 -- ¥x08NAME¥x08 ¥x08NOW¥x08"); 
 
function plugin_comment_action() 
{ 
    global $script, $vars, $now, $_title_updated, $_no_name; 
    global $_msg_comment_collided, $_title_comment_collided; 
 
    if (PKWK_READONLY) die_message('PKWK_READONLY prohibits editing'); 
 
    if (! isset($vars['msg'])) return array('msg'=>'', 'body'=>''); // Do nothing 
 
    $vars['msg'] = str_replace("¥n", '', $vars['msg']); // Cut LFs 
    $head = ''; 
    $match = array(); 
    if (preg_match('/^(-{1,2})-*¥s*(.*)/', $vars['msg'], $match)) { 
        $head        = & $match[1]; 
        $vars['msg'] = & $match[2]; 
    } 
    if ($vars['msg'] == '') return array('msg'=>'', 'body'=>''); // Do nothing 
 
    $comment  = str_replace('$msg', $vars['msg'], PLUGIN_COMMENT_FORMAT_MSG); 
    if(isset($vars['name']) || ($vars['nodate'] != '1')) { 
        $_name = (! isset($vars['name']) || $vars['name'] == '') ? $_no_name : $vars['name']; 
        $_name = ($_name == '') ? '' : str_replace('$name', $_name, PLUGIN_COMMENT_FORMAT_NAME); 
        $_now  = ($vars['nodate'] == '1') ? '' : 
            str_replace('$now', $now, PLUGIN_COMMENT_FORMAT_NOW); 
        $comment = str_replace("¥x08MSG¥x08",  $comment, PLUGIN_COMMENT_FORMAT_STRING); 
        $comment = str_replace("¥x08NAME¥x08", $_name, $comment); 
        $comment = str_replace("¥x08NOW¥x08",  $_now,  $comment); 
    } 
    $comment = '-' . $head . ' ' . $comment; 
 
    $postdata    = ''; 
    $comment_no  = 0; 
    $above       = (isset($vars['above']) && $vars['above'] == '1'); 
    foreach (get_source($vars['refer']) as $line) { 
        if (! $above) $postdata .= $line; 
        if (preg_match('/^#comment/i', $line) && $comment_no++ == $vars['comment_no']) { 
            if ($above) { 
                $postdata = rtrim($postdata) . "¥n" . 
                    $comment . "¥n" . 
                    "¥n";  // Insert one blank line above #commment, to avoid indentation 
            } else { 
                $postdata = rtrim($postdata) . "¥n" . 
                    $comment . "¥n"; // Insert one blank line below #commment 
            } 
        } 
        if ($above) $postdata .= $line; 
    } 
 
    $title = $_title_updated; 
    $body = ''; 
    if (md5(@join('', get_source($vars['refer']))) != $vars['digest']) { 



29 

        $title = $_title_comment_collided; 
        $body  = $_msg_comment_collided . make_pagelink($vars['refer']); 
    } 
 
    page_write($vars['refer'], $postdata); 
 
    $retvars['msg']  = $title; 
    $retvars['body'] = $body; 
 
    $vars['page'] = $vars['refer']; 
 
    return $retvars; 
} 
 
function plugin_comment_convert() 
{ 
    global $vars, $digest, $_btn_comment, $_btn_name, $_msg_comment; 
    static $numbers = array(); 
    static $comment_cols = PLUGIN_COMMENT_SIZE_MSG; 
 
    if (PKWK_READONLY) return ''; // Show nothing 
 
    if (! isset($numbers[$vars['page']])) $numbers[$vars['page']] = 0; 
    $comment_no = $numbers[$vars['page']]++; 
 
    $options = func_num_args() ? func_get_args() : array(); 
    if (in_array('noname', $options)) { 
        $nametags = '<label for="_p_comment_comment_' . $comment_no . '">' . 
            $_msg_comment . '</label>'; 
    } else { 
        $uid=$_SESSION["tubo_uid"]; 
        $nametags = '<label for="_p_comment_name_' . $comment_no . '">' . 
            $_btn_name . '</label>' . 
            '<input type="text" name="name" value="' . 
            $uid . 
            '" id="_p_comment_name_' . 
            $comment_no .  '" size="' . PLUGIN_COMMENT_SIZE_NAME . 
            '" readonly />' . "¥n"; 
    } 
    $nodate = in_array('nodate', $options) ? '1' : '0'; 
    $above  = in_array('above',  $options) ? '1' : 
        (in_array('below', $options) ? '0' : PLUGIN_COMMENT_DIRECTION_DEFAULT); 
 
    $script = get_script_uri(); 
    $s_page = htmlspecialchars($vars['page']); 
    $string = <<<EOD 
<br /> 
<form action="$script" method="post"> 
 <div> 
  <input type="hidden" name="plugin" value="comment" /> 
  <input type="hidden" name="refer"  value="$s_page" /> 
  <input type="hidden" name="comment_no" value="$comment_no" /> 
  <input type="hidden" name="nodate" value="$nodate" /> 
  <input type="hidden" name="above"  value="$above" /> 
  <input type="hidden" name="digest" value="$digest" /> 
  $nametags 
  <input type="text"   name="msg" id="_p_comment_comment_{$comment_no}" 
size="$comment_cols" /> 
  <input type="submit" name="comment" value="$_btn_comment" /> 
 </div> 
</form> 
EOD; 
 
    return $string; 
} 
?> 
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plugin/diff.php 
 
<?php 
// PukiWiki - Yet another WikiWikiWeb clone. 
// $Id: diff.inc.php,v 1.18 2005/12/10 12:48:02 henoheno Exp $ 
// Copyright (C) 
//   2002-2005 PukiWiki Developers Team 
//   2002      Originally written by yu-ji 
// License: GPL v2 or (at your option) any later version 
// 
// Showing colored-diff plugin 
 
function plugin_diff_action() 
{ 
    global $vars; 
 
    $page = isset($vars['page']) ? $vars['page'] : ''; 
    check_readable($page, true, true); 
 
    $action = isset($vars['action']) ? $vars['action'] : ''; 
    switch ($action) { 
        case 'delete': $retval = plugin_diff_delete($page);    break; 
        default:       $retval = plugin_diff_view($page);    break; 
    } 
    return $retval; 
} 
 
function plugin_diff_view($page) 
{ 
    global $script, $hr; 
    global $_msg_notfound, $_msg_goto, $_msg_deleted, $_msg_addline, $_msg_delline, 
$_title_diff; 
    global $_title_diff_delete; 
 
    $r_page = rawurlencode($page); 
    $s_page = htmlspecialchars($page); 
 
 
    $filename = DIFF_DIR . encode($page) . '.txt'; 
    if (file_exists($filename)) { 
        if (! PKWK_READONLY) { 
            $menu[] = '<li><a href="' . $script . '?cmd=diff&amp;action=delete&amp;page=' . 
                $r_page . '">' . str_replace('$1', $s_page, $_title_diff_delete) . '</a></li>'; 
        } 
        $msg = '<pre>' . diff_style_to_css(htmlspecialchars(join('', file($filename)))) . 
'</pre>' . "¥n"; 
    } else if ($is_page) { 
        $diffdata = trim(htmlspecialchars(join('', get_source($page)))); 
        $msg = '<pre><span class="diff_added">' . $diffdata . '</span></pre>' . "¥n"; 
    } else { 
        return array('msg'=>$_title_diff, 'body'=>$_msg_notfound); 
    } 
 
 

    // 更新リストを表⽰ 

    $encode_page = rawurlencode($page); 
    $dir = DIFF_DIR . 'log/' . encode($page); 
    $dh = opendir($dir); 
    while($file = readdir($dh)){ 
        if($file != "." && $file != ".."){ 
            $tmp=split("[.]",$file); 
            $list[] = '<ul><li>' 
                        . '<input type="radio" name="diff_old" value="' 
                        . $tmp[0] . '.' . $tmp[1] . '.' . $tmp[2] . '.' . $tmp[3] . '.' . $tmp[4] . 
'.' . $tmp[5] . '.' . $tmp[6] . '.txt">' 
                        . '<input type="radio" name="diff_new" checked="checked" value="' 
                        . $tmp[0] . '.' . $tmp[1] . '.' . $tmp[2] . '.' . $tmp[3] . '.' . $tmp[4] . 
'.' . $tmp[5] . '.' . $tmp[6] . '.txt">' 

                        . $tmp[0] . '年' . $tmp[1] . '⽉' . $tmp[2] . '⽇' 

                        . $tmp[3] . '時' . $tmp[4] . '分' . $tmp[5] . '秒に' 

                        . $tmp[6] . 'が更新した版</li></ul>'; 

        } 
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    } 
    closedir($dh); 
 
 

    // ⽐較結果表⽰の⽣成 

    $diff_old=$_POST['diff_old']; 
    $diff_new=$_POST['diff_new']; 
     
    if(strcmp($diff_old,$diff_new)>0){ 
        $diff_tmp=$diff_old; 
        $diff_old=$diff_new; 
        $diff_new=$diff_tmp; 
    } 
     
    if($diff_old == "" || $diff_new == ""){ 
        $diff[]=""; 
    }else if(strcmp($diff_old,$diff_new)==0){ 

        $diff[]='差分の⽐較をするためには，違う版を選択してください．'; 

    }else{ 

        $diff[]=' <tr><th width="50%">前の版</th><th width="50%">後の版</th></tr>'; 

         
        $page_old=$dir . '/' . $diff_old; 
        $file_old=file($page_old); 
 
        $page_new=$dir . '/' . $diff_new; 
        $file_new=file($page_new); 
 

        // 配列の要素数だけループ 

        $count_old=count($file_old); 
        $count_new=count($file_new); 
        if($count_old>=$count_new){ 
            $count=$count_old; 
        }else{ 
            $count=$count_new; 
        } 
 

        // あらかじめフラグを⽴てておき，完全⼀致した場合のみフラグを下ろして通常表⽰ 

        for($k=0;$k<$count_new;$k++){ 
            $flg[$k]=1; 
        } 
 
        for($i=0;$i<$count_old;$i++){ 
            for($j=0;$j<$count_new;$j++){ 
                if(strcmp($file_old[$i],$file_new[$j])==0){ 
                    $flg[$j]=0; 
                } 
            } 
        } 
        for($k=0;$k<$count;$k++){ 
            if($flg[$k]==0){ 
                 $diff[]=' <tr><td width="50%">'.$file_old[$k].'</td><td 
width="50%">'.$file_new[$k].'</td></tr>'; 
            }else{ 
                 $diff[]=' <tr><td width="50%">'.$file_old[$k].'</td><td class="modify" 
width="50%">'.$file_new[$k].'</td></tr>'; 
            } 
        } 
    } 
 
 
    $list = join("¥n", $list); 
    $diff = join("¥n", $diff); 
 
 

// 実際の表⽰内容 

    $body = <<<EOD 
$hr 

<h3>このページの更新履歴</h3> 

<form 
action="http://www.si.soft.iwate-pu.ac.jp/~tubo/system/?cmd=diff&amp;page=$encode_page" 
method="post"> 



32 

<input type="submit" value="選択した版を⽐較する"> 

$list 
</form> 
$hr 
<table width="100%" style="border-collapse:collapse;" border> 
$diff 
</table> 
EOD; 
 
 
    return array('msg'=>$_title_diff, 'body'=>$body); 
} 
 
function plugin_diff_delete($page) 
{ 
    global $script, $vars; 
    global $_title_diff_delete, $_msg_diff_deleted; 
    global $_msg_diff_adminpass, $_btn_delete, $_msg_invalidpass; 
 
    $filename = DIFF_DIR . encode($page) . '.txt'; 
    $body = ''; 
    if (! is_pagename($page))     $body = 'Invalid page name'; 
    if (! file_exists($filename)) $body = make_pagelink($page) . '¥'s diff seems not found'; 
    if ($body) return array('msg'=>$_title_diff_delete, 'body'=>$body); 
 
    if (isset($vars['pass'])) { 
        if (pkwk_login($vars['pass'])) { 
            unlink($filename); 
            return array( 
                'msg'  => $_title_diff_delete, 
                'body' => str_replace('$1', make_pagelink($page), $_msg_diff_deleted) 
            ); 
        } else { 
            $body .= '<p><strong>' . $_msg_invalidpass . '</strong></p>' . "¥n"; 
        } 
    } 
 
    $s_page = htmlspecialchars($page); 
    $body .= <<<EOD 
<p>$_msg_diff_adminpass</p> 
<form action="$script" method="post"> 
 <div> 
  <input type="hidden"   name="cmd"    value="diff" /> 
  <input type="hidden"   name="page"   value="$s_page" /> 
  <input type="hidden"   name="action" value="delete" /> 
  <input type="password" name="pass"   size="12" /> 
  <input type="submit"   name="ok"     value="$_btn_delete" /> 
 </div> 
</form> 
EOD; 
 
    return array('msg'=>$_title_diff_delete, 'body'=>$body); 
} 
?> 
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skin/pukiwiki.skin.php 
 
<?php 
// PukiWiki - Yet another WikiWikiWeb clone. 
// $Id: pukiwiki.skin.php,v 1.48 2006/03/07 14:03:02 henoheno Exp $ 
// Copyright (C) 
//   2002-2006 PukiWiki Developers Team 
//   2001-2002 Originally written by yu-ji 
// License: GPL v2 or (at your option) any later version 
// 
// PukiWiki default skin 
 
// ------------------------------------------------------------ 
// Settings (define before here, if you want) 
 
// Set site identities 
$_IMAGE['skin']['logo']     = 'title.gif'; 
$_IMAGE['skin']['favicon']  = ''; // Sample: 'image/favicon.ico'; 
 
// SKIN_DEFAULT_DISABLE_TOPICPATH 
//   1 = Show reload URL 
//   0 = Show topicpath 
if (! defined('SKIN_DEFAULT_DISABLE_TOPICPATH')) 
    define('SKIN_DEFAULT_DISABLE_TOPICPATH', 1); // 1, 0 
 
// Show / Hide navigation bar UI at your choice 
// NOTE: This is not stop their functionalities! 
if (! defined('PKWK_SKIN_SHOW_NAVBAR')) 
    define('PKWK_SKIN_SHOW_NAVBAR', 1); // 1, 0 
 
// Show / Hide toolbar UI at your choice 
// NOTE: This is not stop their functionalities! 
if (! defined('PKWK_SKIN_SHOW_TOOLBAR')) 
    define('PKWK_SKIN_SHOW_TOOLBAR', 1); // 1, 0 
 
// ------------------------------------------------------------ 
// Code start 
 
// Prohibit direct access 
if (! defined('UI_LANG')) die('UI_LANG is not set'); 
if (! isset($_LANG)) die('$_LANG is not set'); 
if (! defined('PKWK_READONLY')) die('PKWK_READONLY is not set'); 
 
$lang  = & $_LANG['skin']; 
$link  = & $_LINK; 
$image = & $_IMAGE['skin']; 
$rw    = ! PKWK_READONLY; 
 
// Decide charset for CSS 
$css_charset = 'iso-8859-1'; 
switch(UI_LANG){ 
    case 'ja': $css_charset = 'Shift_JIS'; break; 
} 
 
// ------------------------------------------------------------ 
// Output 
 
// HTTP headers 
pkwk_common_headers(); 
header('Cache-control: no-cache'); 
header('Pragma: no-cache'); 
header('Content-Type: text/html; charset=' . CONTENT_CHARSET); 
 
// HTML DTD, <html>, and receive content-type 
if (isset($pkwk_dtd)) { 
    $meta_content_type = pkwk_output_dtd($pkwk_dtd); 
} else { 
    $meta_content_type = pkwk_output_dtd(); 
} 
 
?> 
<head> 
 <?php echo $meta_content_type ?> 
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 <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /> 
<?php if ($nofollow || ! $is_read)  { ?> <meta name="robots" content="NOINDEX,NOFOLLOW" 
/><?php } ?> 
<?php if (PKWK_ALLOW_JAVASCRIPT && isset($javascript)) { ?> <meta 
http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><?php } ?> 
 
 <title><?php echo $title ?> - <?php echo $page_title ?></title> 
 
 <link rel="SHORTCUT ICON" href="<?php echo $image['favicon'] ?>" /> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" 
href="skin/pukiwiki.css.php?charset=<?php echo $css_charset ?>" charset="<?php echo 
$css_charset ?>" /> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print"  
href="skin/pukiwiki.css.php?charset=<?php echo $css_charset ?>&amp;media=print" 
charset="<?php echo $css_charset ?>" /> 
 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="<?php echo 
$link['rss'] ?>" /><?php // RSS auto-discovery ?> 
 
 <base target="_parent" /> 
 
<?php if (PKWK_ALLOW_JAVASCRIPT && $trackback_javascript) { ?> <script type="text/javascript" 
src="skin/trackback.js"></script><?php } ?> 
 
<?php echo $head_tag ?> 
<script Language="JavaScript"><!--  
function send(myRelate) { 
    document.forms[myRelate].submit(); 
} 
// --></script> 
</head> 
<body> 
 
<? 
$curl = 'http://'.$_SERVER[HTTP_HOST].$_SERVER[REQUEST_URI]; 

// ユーザの移動情報を記録 

$fp=fopen("./module/data/move_history.dat","a"); 
    $ln=$_SESSION["tubo_uid"]."¥t".date("Y/m/d H:i:s")."¥t".$curl."¥n"; 
    fputs($fp, addslashes($ln)); 
fclose($fp); 
 

//基準 URL の設定 

$url="http://www.si.soft.iwate-pu.ac.jp/~tubo/system/"; 
 

//ページ名に URL を含まないための処理 

$page=split("[<>]",$page); 
?> 
 
 
<? if($_GET["mode"]!="relate"){ ?> 
<?php // if (arg_check('read') && exist_plugin_convert('menu')) { ?> 
<table border="0" style="width:100%"> 
 <tr> 
  <td valign="top" style="margin-top: 0;padding-top: 0;" class="menubar"> 

<!-- ヘッダ ここから --> 

<div id="header"> 
 <h1 class="title" style="margin:0;"><a href="<?php echo $link['top'] ?>"> 
  <img id="logo" src="<?php echo IMAGE_DIR.$image['logo'] ?>" 
       width="200px" height="45px" 
       alt="[PukiWiki] <?php echo $page[2] ?>" 
       title="[PukiWiki] <?php echo $page[2] ?>" /> 
 </a></h1> 
</div> 

<!-- ヘッダ ここまで --> 

 
  <hr noshade /> 
  <p class="user"> 

   ようこそ，<strong><?=$_SESSION["tubo_uid"] ?></strong>さん． 

   <form style="display:inline;" action="<?php echo $url ?>module/logout/"><input 

type="submit" value="ログアウト" /></form> 

  </p> 
  <hr noshade /> 



35 

 
 

<!-- 左サイドメニュー ここから --> 

   <div id="menubar"> 
 
<!--  
   <div style="margin-bottom: 10px;"> 

    <img src="<?php echo $url ?>image/home.gif" alt="ホーム" /> 

    <img src="<?php echo $url ?>image/reload.gif" alt="更新" /> 

    <img src="<?php echo $url ?>image/edit.gif" alt="編集" /> 

   </div> 
--> 
 
   <div> 
    <ul id="gnavi"> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?講義のツボ">ホーム</a></li> 

<!--     <li><a href="#" onClick="window.open('<?php echo 

$url ?>module/manual.php'   ,'manual'   ,'width=800,height=600,scrollbars=yes')">利用マニュ
アル</a></li> --> 

     <li><a href="#" onClick="window.open('<?php echo 

$url ?>module/rules.php'    ,'rules'    ,'width=800,height=600,scrollbars=yes')">整形ルール
</a></li> 
     <li><a href="#" onClick="window.open('<?php echo 

$url ?>module/feedback.php' ,'feedback' ,'width=800,height=600,scrollbars=yes')">フィードバ
ック</a></li> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?<? echo rawurlencode("講義のツボの⼀覧") ?>">講義のツボの
⼀覧</a></li> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?<? echo rawurlencode("掲⽰板") ?>">掲⽰板⼀覧</a></li> 

    </ul> 
<? $cnt_page2=split("[/]",$page[2]) ?> 

<? if($_SESSION["tubo_grp"]==0||($page[2]!="講義のツボ"&&$page[2]!="講義のツボの⼀覧
"&&$page[2]!="掲⽰板")){ ?> 

   <h3>編集メニュー</h3> 

    <ul id="gnavi"> 
    <? if($_SESSION["tubo_grp"]==0||count($cnt_page2)>=3){ ?> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?<?php echo rawurlencode($page[2]) ?>">ノートを表⽰</a></li> 

     <li><a href="<? echo $url ?>?cmd=edit&page=<? echo rawurlencode($page[2]) ?>">編集
</a></li> 
     <li><a href="<?php echo $url ?>?cmd=diff&amp;page=<?php echo rawurlencode($page[2]) ?>">

更新履歴を表⽰</a></li> 

    <? } ?> 

    <? if($cnt_page2[0]=="講義のツボ"&&count($cnt_page2)>=2){ ?> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?plugin=newpage&amp;refer=<?php echo 

rawurlencode($page[2]) ?>">新規</a></li> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?plugin=attach&amp;pcmd=upload&amp;page=<?php echo 

rawurlencode($page[2]) ?>">添付</a></li> 

    <? } ?> 
    <? if($_SESSION["tubo_grp"]==0){ ?> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?plugin=rename">ページ名の変更</a></li> 

    <? } ?> 
    </ul> 
<? } ?> 
 
<? if($_SESSION["tubo_grp"]==0){ ?> 

   <h3>管理メニュー</h3> 

    <ul id="gnavi"> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?cmd=list">Wiki 内全ページ⼀覧</a></li> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?cmd=filelist">Wiki 内ファイル⼀覧</a></li> 

<!--     <li><a href="<?php echo $url ?>?plugin=yetlist">リンクしているのに作成されていないページ
</a></li>--> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?cmd=deleted">削除されたページの⼀覧</a></li> 

<!--     <li><a href="<?php echo $url ?>?">コミュニティを作成する</a></li>--> 
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     <li><a href="<?php echo $url ?>?cmd=freeze&amp;page=<?php echo 

rawurlencode($page[2]) ?>">凍結</a></li> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?<?php echo $page[2] ?>">最終更新</a></li> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?Help">ヘルプ</a></li> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?plugin=template&amp;refer=<?php echo 

rawurlencode($page[2]) ?>">複製</a></li> 

     <li><a href="<?php echo $url ?>?cmd=backup&amp;page=<?php echo 

rawurlencode($page[2]) ?>">バックアップ</a></li> 

    </ul> 
<? } ?> 
   </div> 
 
 

    <h3>アクセスランキング</h3> 

    <div class="content"> 
<?php if (exist_plugin_convert('popular2')) { ?> 
    <?php echo do_plugin_convert('popular2') ?> 
<?php } ?> 
    </div> 
 

    <h3>更新情報</h3> 

    <div class="content"> 
<?php if (exist_plugin_convert('menu')) { ?> 
    <?php echo do_plugin_convert('menu') ?> 
<?php } ?> 
    </div> 
 

    <h3>単語検索</h3> 

    <div class="content"> 

     全てのページから単語を検索します．大⽂字⼩⽂字の区別はありません． 

     <form class="search" action="./?cmd=search" method="post"> 

      <input type="hidden" name="encode_hint" value="ぷ" /> 

      <input type="text"  name="word" value="" size="20" /><br /> 
      <input type="radio" name="type" id="_p_search_AND" value="AND"  checked="checked" /> 

      <label for="_p_search_AND">AND 検索</label> 

      <input type="radio" name="type" id="_p_search_OR"  value="OR"    /> 

      <label for="_p_search_OR">OR 検索</label><br /> 

      &nbsp;<input type="submit" value="検索" /> 

     </form> 
    </div> 
 
<?php echo $hr ?> 
    <div class="content"> 

     最新の更新を RSS で配信しています． 

     <a href="./?cmd=rss10"><img src="./image/rss.png" width="36" height="14" ait="最近の更
新を RSS で配信" title="最新の更新を RSS で配信" /></a> 

    </div> 
<?php echo $hr ?> 
 
<?php  echo do_plugin_convert('counter') ?> 
   </div> 

<!-- 左サイドメニュー ここまで --> 

 
  </td> 
  <td class="body" valign="top"> 
   <div id="body"> 

    <?php # if(eregi("講義のツボ/*|掲⽰板/*|キーワード/*", $page[2])){ ?> 

    <?php # $tmp=split("[/]",$page[2]) ?> 
<!--  
    <h1 class="body_title"><?php # echo $tmp[1].'/'.$tmp[2] ?></h1> 
--> 
    <?php # }else{ ?> 
    <h1 class="body_title"><?php echo $page[2] ?></h1> 
    <?php # } ?> 
 

<!-- 関連用語解説 --> 
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<? # if($_GET["mode"]=="relate"){ ?> 
<? # $_SESSION["hoge"]="hoge"; ?> 
<!-- 
<iframe src="./index.php?mode=relatelecture&page=<? echo rawurlencode($_GET["word"]) ?>" 
name="relate" frameborder="no" width="650" height="200"></iframe> 
--> 
<? # $_SESSION["hoge"]=""; ?> 
<? # } ?> 
 
 

<!-- 練習問題モード遷移ボタン --> 

<? $split_cnt=split("[/]",$page[2]) ?> 

<? if(eregi("講義のツボ/*",$page[2]) && ($_GET["cmd"]==NULL || $_GET["cmd"]=="read") && 

$_GET["plugin"]==NULL && count($split_cnt)>=3){ ?> 
   <form action="<?php echo $url.'index.php?'.rawurlencode($page[2]) ?>" method="post" 
style="float:right;"> 
    <input type="hidden" name="practice" value="<? if($_POST["practice"]==1) echo "0"; else 
echo "1"; ?>" /> 

    <input type="submit" value="<? if($_POST["practice"]==1) echo "通常表⽰モード"; else echo 

"練習問題モード"; ?>" /> 

   </form> 
<? } ?> 
 
    <?php echo $body ?></div> 
 
<? $mode=split("[/]",$page[2]); ?> 

<? if($mode[0]=="キーワード"){ ?> 

   <object class="iframe" type="text/html" align="right" style="margin-top: 
1em;width:700px;height:25em;border-top: 3px solid #000000;" 
data="http://www.si.soft.iwate-pu.ac.jp/~tubo/system/?mode=relate&amp;plugin=search&amp;w
ord=<? echo rawurlencode($mode[1]) ?>"> 
    <p> 
     Your borwser is not supporting object tag. Please use one of the latest browsers.<br /> 
     Go to  
     <a 
href="http://www.si.soft.iwate-pu.ac.jp/~tubo/system/?mode=relate&amp;plugin=search&amp;w
ord=<? echo rawurlencode($mode[1]) ?>"> 
      
http://www.si.soft.iwate-pu.ac.jp/~tubo/system/?mode=relate&amp;plugin=search&amp;word=<? 
echo rawurlencode($mode[1]) ?> 
     </a> 
    </p> 
   </object> 
<? } ?> 
 
  </td> 
 </tr> 
</table> 
 
<?php if ($notes != '') { ?> 
<div id="note"><?php echo $notes ?></div> 
<?php } ?> 
 
<?php if ($attaches != '') { ?> 
<div id="attach"> 
<?php echo $hr ?> 
<?php echo $attaches ?> 
</div> 
<?php } ?> 
 
<?php echo $hr ?> 
 
<?php if (PKWK_SKIN_SHOW_TOOLBAR) { ?> 
<!-- Toolbar --> 
<div id="toolbar"></div> 
<?php } // PKWK_SKIN_SHOW_TOOLBAR ?> 
 
<?php if ($lastmodified != '') { ?> 
<div id="lastmodified">Last-modified: <?php echo $lastmodified ?></div> 
<?php } ?> 
 
<div id="footer"> 
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 <?php echo S_COPYRIGHT ?>. 
 Powered by PHP <?php echo PHP_VERSION ?>. HTML convert time: <?php echo $taketime ?> sec. 
</div> 
 
 
<? }else{ ?> 

<h2>キーワードを含むツボの⼀覧</h2> 

<div style="margin-left: 0;"><?php echo $body ?></div> 
<? } ?> 
 
 
 
</body> 
</html> 

 


