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第

3回 オリジナル掲示板に挑戦!（前編）
第 3 回の課題は、CGIとHTMLの関係をおぼろげながらでもつかむことだ。そのう
えで、ホームページに「掲示板」を設置してみよう。掲示板の設定や運営は複雑なの
で、設置をメインにした「前編」と、改造をメインにした「後編」に分けて解説しよう。

1 掲示板を設置しよう
基礎練習も忘れるべからず

オリジナル掲示板で
差を付けろ

)
掲示板の設置作業
その1

として管理者が訪問者の反応を敏感に知るこ
とができる。

数あるCGIの中で、一番人気があるのはや

ホームページ管理者として、訪問者の反応

はり掲示板だ。諸君も力が付いてきたと思う

をより多く知ることは、運営上とても大切な

タ」などのテキストエディターで「wbbs.cgi」

ので、今回は掲示板に挑戦してみよう。通常

ことであり、ひいてはそれがホームページ作成

を開いてみよう。下で解説する「基本設定」

のHTML では「情報」は一方通行だが、掲

の励みともなるだろう。

を修正したら「秀丸エディタ」で「ファイル」

示板では、管理者と訪問者、あるいは訪問

今月は「前編」として、基本的な掲示板

者同士でコミュニケーションが図れるのが特

の設置を中心に解説しよう。さらに次回の

徴だ。また、掲示板があることで、訪問者が

「後編」では、掲示板を改造して応用的な使

サイトの感想や意見を伝えやすくなり、結果

+CD-ROM

い方も学習することにする。

ここまでの作業が完了したら「秀丸エディ

→「保存して終了」をクリックして上書き保
存しよう。

wbbs.cgi の 1 行目を変更する

サンプル掲示板の
基本設定

ソフトウェアの収録 先
秀丸エディタ Å Win→ HIDEMARU
FFFTP Å Win→ FFFTP
Jedit Å Mac→ Jedit
Fetch-J Å Mac→ Fetch-J

まず、本誌付属のCD-ROMÅ のサンプル
ファイルをPCへコピーする。ウィンドウズの

Å Magnavi→ Ip0109→ Cgi

#!/usr/local/bin/perl
#┌───────────────
#│ WEB BOARD v1.0 (2001/07)
#│ Copyright(C) Kent Web 2001

場合は、コピーしたあとに「読み取リ専用」
のファイル属性を解除する必要があるので

CGI サンプルの収録 先

1
2
3
4
5

「ファイルを右クリック」→「プロパティ」→

「wbbs.cgi」の1行目、
「Perlのパス」をプロバイダー
から指定されたパスに書き換えよう。

「読み取り専用」のチェックをはずす。
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Perl のパス：多くのCGIはPerlという言語で書かれており、そのPerlがサーバーのどこに置かれているかを指定するのが「パス」
。
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実際に反映されている場所
wbbs.cgi の 28~85 行を以下のように設定する

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

2

#============#
# 基本設定 #
#============#

4

1
7
5

# 文字コード変換ライブラリ取り込み
require './jcode.pl';

6

# タイトル名
$title = " 掲 示 板 "; 1
# スクリプト名
$script = './wbbs.cgi';

3 bodyタグ
CGIファイルを変更すると、それぞれ丸数字の場所に反映される。

# ログファイル名
$logfile = './wbbs.log';

たとえば、1 を変更すれば、掲示板のタイトルを変えられる。

掲示板の管理を行う「管理モード」に入るための

# 管理用パスワード
$pass = '0123';

パスワード。ここはできるだけ複雑なパスワードを
半角英数字で指定しよう。

# 最大記事数（これを超える記事は古い順に削除されます）
$max = 50;
# 戻り先
$home = "../index.html"; 2
# bodyタグ
3
$body = '<body background="" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000 "
link="#0000FF" vlink="#0000FF" alink="#FF0000"> ';
# １ページあたりの記事表示件数
$p_log = 5;
# ファイルロック
# → 0=no 1=yes
$lockkey = 0 ;

ここは「1」にしておこう。2 つ以上の記事投稿が、たまた
ま同じタイミングで重なったときに記録ファイルが破損する
ことがある。ロックファイルとは、これを防止する機能だ。

# ロックファイル名
$lockfile = './lock/wbbs.lock';
# 題名部文字の色
$sub1_col = " #FFFFFF ";4
# 題名部下地の色
$sub2_col = " #535353 ";5
# 題名部ポインタの色
$sub3_col = " #FCC22C ";6
設定場所の解説

# 掲示板下部の一言メッセージ
$sub_msg = <<'EOM';
<!-- ここから -->
7
私のホームページへお越し頂きありがとうございました。<br>
どうぞご感想などを一言お願いします。
<!-- ここまで -->
EOM
#============#
# 設定完了 #
#============#

1 掲示板の「タイトル」を指定をするところ。好き
なタイトルに変更しよう。
2 掲示板からの戻り先を指定するところ。http://から
記述してもよい。
3 よく見ると、見慣れたタグが書かれている。この
部分が掲示板の「bodyタグ」になる。
4 書き込みの「タイトル部分」の文字の色を16進数
で指定する。よくわからないならこのままにして
おこう。
5 書き込みの「タイトル部分」のバーの色を16進数
で指定する。よくわからないならこのままでもOK
だ。

※わかりやすいように、CGIスクリプトに行番号を付けてある。
「秀丸エディタ」など、行番号を表示する機能を
持つエディターなら、それを参照しよう。

6 書 き込 みの「タイトル部 分 」にある「ポインタ
（■）
」の色を16進数で指定する。よくわからなけ
ればこのままでもいい。
7 タイトル下のメッセージを指定するところだ。よく
わからない人はこのままで大丈夫だ。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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掲示板の設置作業
その2

アップロード

ルダーを確認しょう。CGI ファイルをどこに

「wbbs.cgi」の設定を修正したら、次は設

置いてもよいプロバイダーもあれば、@nifty

置作業だ。この作業はFTPクライアントを使

のように「cgi-bin」フォルダーでなければな

って行う。まず最初に、CGIを設置するフォ

らないところもあるので注意する。

パーミッションの設定

@nifty の例だと、「cgi-bin」フォルダーに「wbbs.cgi」
「jcode.pl」
「wbbs.log」の3ファイルを「アスキーモード」

cgi-bin

wbbs.cgi [755]

FTP クライアントの機能を使って

jcode.pl

それぞれのパーミッションを

[644]

wbbs.log [666]

で転送する。

「 wbbs.cgi」 は「 755」 に、
「 jcode.pl」 は「 644」 に、
「wbbs.log」は「666」に設定する。
次に「cgi-bin」フォルダーの下に

lock

[777]

「lock フォルダー」を作成し、パー
ミッションを「777」に設定する。

2 掲示板を動かそう
意外にカンタン!?

でも油断は禁物だ

ブラウザーで
動作を確認しよう
ここまでの作業が終了したら、次はアップ
ロードした C G I の動 作 を確 認 しよう。
「wbbs.cgi」をブラウザーから直接呼び出し
て、下のように表示されれば設置は完了だ。

)

掲示板にアクセスするCGI（@nifty の場合）

http://hpcgi?.nifty.com/****/wbbs.cgi
URL 中の「?」には、
「http://homepage?.nifty.com」のサブドメインに付く数字が入る。
「****」には、ホームページ領域のID名が入る。

うまく表示されない場合は、
「Perl のパス」
や「アップロード先のフォルダー」が正しい
かを確認しよう。

( 失敗だぁぁ…

設置
完了

「Perlのパス」が間違っていると、このようなエラーが表示される。
慣れてくると、凡ミスしやすいところなので注意。プロバイダーを

この画面が表示されれば、設置完了だ。CGI ファイルで、タイトルなどを変
えたときは、意図したものになっているかどうかをチェック。

引っ越したときも、設定を直し忘れることが多い箇所だ。
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FTP（エフ・ティー・ピー／ File Transfer Protocol）クライアント：ファイル転送用のプロトコルである「FTP プロトコル」を使い、ファイルのダウンロードやアップロードをする
ためのアプリケーション。
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3 掲示板を運営しよう

コミュニティーの難しさは日々の運営にあり

)

板で、さまざまな使い方に対応しているもの
だ。サイトへの訪問記念に足跡を残すゲスト
ブック、あるテーマについて意見交換を行う

テストをしたら
いよいよ完成だ

ーの「書きこむ」をクリックして、投稿フォ

掲示板、新着情報を告知する新着ボードな

ームから投稿する。

ど、いろいろな使い方があるはずだ。

設置した掲示板に、記事を書き込んでみよ

今回のコーナーで紹介する掲示板は、シン

う。新規に書き込むには、掲示板上部メニュ

プルだが、基本的な機能を十分に備えた掲示

次回（後編）は、この掲示板の改造やア
レンジに挑戦しよう。

( 失敗だぁぁ…

テスト書き込み

「LOCK is BUSY」というエラーが表示されるときは、
「lock」
フォルダーが作成されていないか、
「lock」フォルダーのパー
ミッションが「777」に設定されていない可能性があるので
チェックする。それでもうまくいかない場合は、
「wbbs.cgi」
の61行目にある「ファイルロック」を「0」にしてみよう。

入力項目が 7 か所あるが、必須の入力項目は
「おなまえ」と「メッセージ」の2 か所。あとで
「管理モード」で削除できるので、投稿フォー
ムに適当なメッセージを入れて記事を投稿して

完成

みよう。

テストで書き込んだとおりに表示されたら、掲示板は完成だ。サ
イトのトップページからリンクを張って公開しよう。

フトドキ者は管理モードで成敗！

喝

来たれ!

道場破り

今回の CGI スクリプトの「掲示板」
をカスタマイズして、きれいな掲示
板を送ってほしい！ あて先は「imcgi@impress.co.jp」だ。こちらに
URL を書いて送るべし。優秀なサイ
トは誌面で紹介するぞ！

レンタル掲示板などを使って、すでに掲示板を運営し
ている人は体験しているかもしれないが、訪問者の中

こんなときは、掲示板の管理者機能を使い、荒らしの

には、不愉快な発言を繰り返す「荒らし」と呼ばれる

書き込みを削除しよう。投稿者のホスト名も記録され

者がいる。

ているので、荒らしが続く場合は、投稿者が利用して
いるプロバイダーに連絡しよう。

サンプルスクリプト「wbbs.cgi」
についての注意
・これらのCGI スクリプトはフリーソフトと
して使うことができます。
・詳細な利用規定については下の「利用規

今回の CGI は、設置より運用のほうが難しいかもしれない。
次回は、このスクリプトをさらに改造するぞ！

次回は「掲示板（激しく改造）
」に挑戦だ!
インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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定」を読んでください。

www.kent-web.com/pubc/kitei.html
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