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第第第第 1111 章章章章    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

グループによる協同作業を支援するシステムとしてグループウェアがある．組織のコミ

ュニケーション支援や情報共有のためにグループウェアを導入することは有効な手段であ

る．これまで数多くのグループウェアが発表され，様々な形でコンピュータを介したコミ

ュニケーション，コラボレーション支援が行われてきた（垂水 2000）． 

大学の研究室では複数のメンバが関わりプロジェクトや研究活動を行っており，グルー

プウェアを導入して活用する場面は多々あるといえる．現在，市場ではロータスノーツや

サイボウズなどに代表される数多くのグループウェア製品が存在しているが，これらの多

くは企業向けに機能が設計されており，大学の研究室向けに特化したグループウェアはほ

とんど存在しない．そこで本研究では岩手県立大学ソフトウェア情報学部社会情報システ

ム学講座（以下，鈴木研究室）においての運用を目的としたグループウェアを開発するこ

とにした． 

まず，グループウェアとはどのような特質をもったものか，これまで協同活動の支援と

してどのようなことが行われてきたかを調べ、これを基礎知識とした上で鈴木研究室の活

動をまとめ，システムの設計・開発を行った． 

 



 

第第第第 2222 章章章章    グループウェアグループウェアグループウェアグループウェア開発開発開発開発アプローチアプローチアプローチアプローチ    

 

第第第第 1 節節節節    グループウェアグループウェアグループウェアグループウェアのののの調査調査調査調査 

2.1.1. グループウェアの定義 

グループウェア（Groupware）とは『共通の作業を行っているか,または共通の目標を持

つグループを支援し,共有の環境へのインタフェースを提供するコンピュータベースのシス

テム』である．これはグループウェアの定義として最も有名な Ellisの定義がである（垂水 

2000）． 

関連してよく聞かれる言葉として，CSCW（Computer Supported Cooperative Work：

コンピュータ支援による協同作業）や CSCL（Computer Supported Collaborative 

Learning：コンピュータ支援による協調学習）がある．これら協同作業・協調学習のため

のシステムがグループウェアである． 

 

2.1.2. グループウェアの歴史 

グループウェアの研究が本格的に行われるようになってきたのは1980年代になってから

のことである．しかし,その基本的なアイディアはダグラス・エンゲルバード（Douglas 

Engelbart）によって 1960 年代には示されていたといい，これが後のグループウェアの研

究の足がかりとなっている．当時そのコンセプトの意味を正しく理解できた人は極めて少

なかったといわれている．それから 20 年近く経過した 1980 年代半ばにようやくグループ

ウェアは注目を浴びるようになり，1986 年より隔年で ACM 主催の大規模な国際会議

CSCW が行われるようになった．この国際会議において，技術的な問題や人間の行動分析

や組織に及ぼすインパクト，リアルタイムビデオ通信をベースとしたマルチメディア系，

バーチャルリアリティなど様々なトピックスが登場し，現在に至っている．（石井 1994）(田

中ら 1995) 

今後の展望として緒方(1995)は，「将来的にはグループウェアという言葉は使われなくな

り，もう技術的な研究課題は出つくしたとも言われているが，ソーシャルウェア・コミュ

ニティウェアと呼ばれる新たな研究分野も注目されており，今後の進展が期待される」と

述べている． 

 



 

2.1.3. グループウェアの分類 

(1)時間空間軸による分類 

 時間空間軸による分類では，支援する協調作業を時間軸と空間軸を用いて分類する．時

間軸では，協調作業を行うメンバが同じ時間である場合は同期（リアルタイム）型，異な

る時間の場合は非同期型（非リアルタイム型）と分類する．空間軸では，協調作業を行う

メンバが同じ場所の場合を対面型，地理的に分散して行う場合を分散型と分類する．表１

はこれに基づいて分類したものである．それぞれについて例を挙げる． 

 

○同期対面型 

同期対面型のグループウェアは，同一の時間・同一の場所においての協調作業を支援する．

対面型会議の進行支援やコミュニケーション支援が考えられる． 

例）電子会議室 Colab 

会議の参加者 1 人 1 台のワークステーションと共用の大型スクリーンがあり,それぞれ

が個人ウィンドウと共用ウィンドウを用い会議（プレゼンテーションとディスカッショ

ン）を効率的に行うことを支援したシステム． 

○同期分散型 

同期分散型のグループウェアは，同一の時間・異なる場所においての協調作業を支援する．

遠隔コミュニケーション支援やコンピュータの画面共有がある． 

例）分散会議システム MERMAID 

多地点にあるそれぞれ複数のワークステーションを結合し,動画像や音声、電子ホワイ

トボードを利用した電子会議を実現したシステム． 



 

○非同期対面型 

非同期対面という状況は一般的には有り得ないのでここでは省略する． 

○非同期分散型 

非同期分散型のグループウェアは異なる時間・異なる場所においての協調作業を支援する．

共同執筆支援やグループのスケジュール管理,非同期の議論支援がある． 

 例）議論支援システム gIBIS 

非同期の議論支援システム．IBIS モデルに基づいてシステム上で討論のネットワーク

を構成することで非同期の議論を支援する． 

 

非同期型のグループウェアの基本的な機能に組織内の情報共有がある．これに関連するナ

レッジマネジメント（Knowledge Management：以下,KM）という概念がある．KMとは

「個人の持つ知識やノウハウを組織全体で共有し有効活用することで,より創造的な活動に

つなげること」であり，野村（2004）はこの KM の視点からのグループウェア設計をアプ

ローチしたストラテジック・ナレッジ・パターン示している． これについては後で述べる． 

 

表１：時間空間軸によるグループウェアの分類 

　　　　　　　　　　　　時間時間時間時間
空間空間空間空間

同期同期同期同期
（（（（リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム））））

非同期非同期非同期非同期
（（（（非非非非リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム））））

対面対面対面対面

‐対面型会議の進行運営支援
‐グループの意思決定支援
‐対面型会議のコミュニケーショ
ン支援
‐疑似メンバーとしてのコンピュー
タ

分散分散分散分散

‐遠隔コミュニケーション支援
‐コンピュータの画面共有
‐遠隔データ/ビデオ会議システ
ム
‐インフォーマルなコミュニケー
ション支援

‐情報共有環境の提供
‐総合的なグループ作業支援
‐グループのスケジュール管理
‐共同文書執筆
‐非同期なデータ/ビデオ会議シ
ステム
‐テキスト・フィルタリング
‐会話の構造化



 

(2)協調プロセスによる分類 

グループウェアがどの協調プロセスを主に支援するかにより分類する方法がある（緒方 

1998）．協調プロセスの階層モデルを図 1 に示す．階層モデルはコプレゼンス,アウェアネ

ス,コミュニケーション,コラボレーションに分けられ，どの階層を支援するかによってグル

ープウェアを分類する方法である． 

- コプレゼンス：物理的に離れたユーザが同じ空間・情報を共有している状態． 

- アウェアネス：他のユーザの周囲の状況や行動などを認識し,コミュニケーションを始め

るきっかけをつかむ過程． 

- コミュニケーション：他のユーザとお互いに情報交換を行う過程． 

- コラボレーション：コミュニケーション成立後,複数のユーザ同士協調作業を行う過程． 

 

 

図 1：協調プロセスの階層モデル 

 

グループウェアにおいてアウェアネスは重要な概念であり（緒方 1998），具体的にアウェ

アネス階層の支援の例として，同期型の場合は「相手が何を見ているか,表情はどうか」,非

同期の場合は「協調作業者の現在の作業状況,作業履歴」といった情報を与える支援が考え

られる（垂水 2000）．コミュニケーション階層の支援ではより円滑に議論を行えるような

議論支援システムや情報フィルタリングシステムなど構造化により処理を行うシステムが

ある．コラボレーション階層の支援では,発想支援など特定のタスクを対象としたシステム

が多い（緒方 1998）． 



 

2.1.4. グループウェアの設計 

(1)構造的アプローチ 

 グループワークを構造化・モデル化し,知識処理技術によって,そのグループワークを円滑

に支援しようという手段である(田中ら 1995)．このモデルに基づく構造的なグループウェ

ア設計は，コンピュータベースのシステムとしてツールに埋め込むことが比較的容易であ

るため非同期型のグループウェアにおいて有効であるとされている（石井 1994）．反面，

グループワークを構造化する方法により設計されたシステムは，ある仕事に特化され汎用

性は低下してしまう． 

構造的アプローチにより実現したグループウェアの例として「議論モデル：gIBIS」,「会

話モデル：TheCoordinator」,「オフィス手続きモデル：COOKBOOK」などが挙げられる． 

 

(2)非構造的アプローチ 

 構造的アプローチに対比する非構造的アプローチはではビデオ通信をベースとした同期

型グループウェアとして実現される．構造的アプローチのように，コンピュータが処理す

るような意味的構造をリアルタイムビデオに持ち込むことは困難であるが，映像を活かす

ことで構造化では成し得ないより柔軟なコミュニケーションの支援が可能である（石井 

1994）． 

映像を活かした協同作業空間を提供する非構造的アプローチのグループウェアの例とし

て，「開放型リアルタイム共同作業空間：Team WorkStation」や「シームレスな協同描画

メディア：Clear Board」，「ソーシャルブラウジング：CRUISER」が挙げられる． 



 

(3)SKPに基づく設計（野村 2004） 

これまで KM の成功と失敗の分かれ目である知識共有の動機付けをいかに行うかという

課題は十分に議論されてきていないという．KMに成功させるには,知識共有の「目的」,焦

点を当てるべき重要な「知識」,各個人・組織の仕事の背景である「コンテクスト」の可視

化が必要である．KM に失敗する多くは,このうちの「知識」の可視化のみに対してアプロ

ーチしているために知識共有への納得感がなく,いずれ誰にも使われないシステムができあ

がってしまうという．知識活用の目的,知識,コンテクストの 3つの可視化において戦略的に

分類し,SKP：KM成功の 3つのパターンを示している． 

SKP：KM成功の 3つの「型」 

1.俊敏な問題解決（ビジョン主導型 KM） 

2.社員の能力向上（プロ型 KM） 

3.イノベーション（創発型 KM） 

この中から組織に合ったパターンを１つ選択，適用してシステム設計を行うことで,これ

まで組織活動の一場面に注目して提供されていたグループウェアから KM を構築するため

のグループウェアへ進化する，すなわちグループウェアが KM 実現のキラーアプリケーシ

ョンになりうるという． 

 



 

2.1.5. グループウェアの課題 

グループウェアは個人で使うものでなく,グループで使うものであるため,そこに導入の

難しさや問題がある．Grudin は 1994 年にグループウェアの課題を 8 項目に整理している

（垂水 2000）． 

（1）利益と仕事の不均衡 

グループウェアにより利益を得る人と,逆に仕事が増える人が出てくるような場合導入

は上手くいかない． 

（2）クリティカルマス問題 

グループウェアが有益に活用されるためには,必要最小限の利用人数（クリティカルマ

ス）が必要である． 

（3）社会的プロセスの崩壊 

本来黙っている方がよいことであっても明示する必要が出てくる場合があるためだと

いう． 

（4）例外の扱い 

現実の業務などではマニュアルどおり運用されないことが多々あるが,グループウェア

でさまざまな例外を扱うことは難しい． 

（5）グループウェアの機能は実は重要性が低い 

協調作業の支援は重要なことであるが,その実はかなりの部分を個人作業が占めている．

個人作業支援と比較するとグループウェア機能は使用頻度が実は低い． 

（6）評価が困難 

仮にプロトタイプ評価などを行ったとしても,それは実際に使用する場合とは社会的状

況や利用者のモチベーションなどが異なる．また実際の使用場面に近い状況でテスト

するには大変な時間と費用がかかる． 

（7）直観に頼った設計ができない 

個人作業と異なり,グループウェアの設計では全てのユーザの使い勝手が創造できない．

このため,利益と仕事の不均衡といった問題が起こるシステム設計がされてしまう可能

性がある． 

（8）ユーザの受け入れの問題 

グループウェアの導入はユーザの大部分が受け入れる気にならなければ成功しない．

このため,特徴のあるシステムよりも「反対されない」システムの方が導入されやすい． 



 

また,Grudin はその翌年にグループウェアの導入の成功例増えていることも報告している． 

その要因として以下の要因を挙げている． 

・一人一台のコンピュータ環境やネットワーク体制の発達により,オンラインツールが使

いやすくなった． 

・ツール自体の機能の充実やインタフェースの向上により使いやすくなった． 

・周囲からのプレッシャーにより,頑固なユーザも使わざるを得なくなった． 

 

2.1.6.  グループウェア調査のまとめ 

 グループウェアはグループによる協業を支援するコンピュータベースのシステムである．

分類からもわかるようにグループウェアは様々な形態で提供される．現在，市場でグルー

プウェアと呼ばれているものは，この中でも非同期型に当てはまるものがほとんどである．

これは非同期型のグループウェアは 1 人 1 台のコンピュータ環境さえあれば使用できるも

のがほとんどであり，コストや通信で最も導入が容易で手軽なグループウェアであること

が大きな要因であると考えられる． 

また，グループウェアには導入にかかわる問題が多い．グループウェアを有効に活用す

るために対象となるグループや組織の在り方を十分に考慮して開発・導入を行う必要があ

る． 



 

第第第第 2 節節節節    対象対象対象対象グループグループグループグループのののの活動活動活動活動 

2.2.1. 対象グループ 

 本研究で開発するシステムは，筆者が所属する鈴木研究室においての運用を目的とした

システムである．前節で述べたように，グループウェアは組織におけるコミュニケーショ

ン支援や情報共有の支援に有効的であるが，組織の在り方を考慮せずにシステムを導入し

たとしても有効に活用できない．そこで前節のグループウェアの調査を基に，開発するグ

ループウェアの対象グループである鈴木研究室の活動をまとめた． 

2.2.2. 協同活動の分類 

システムの対象となる鈴木研究室における活動を列挙し（表 2），これをグループウェア

の時間空間軸による分類に当てはめた（表 3）． 

 

表 2：鈴木研究室における活動の分類 

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト名名名名 過程過程過程過程・・・・場面場面場面場面 分類分類分類分類 情報情報情報情報
ランチョンセミナー 発表者・内容の決定 分散 発表者・発表概要

事前（告知,ポスター等） 分散 ポスター

実施 対面 発表内容・質疑応答

事後（アンケート等） 分散 アンケート結果
講義のツボ 担当講義・メンバの決定 分散 担当者⇔担当講義

講義受講 対面 授業内容
ツボページ作成・公開 分散 ツボページ

ネコの手OJT 依頼・告知 分散 掲示板の書き込み
請負 分散 掲示板の書き込み
実施 分散 成果

BM 実施 対面 諸連絡・議題

演習演習演習演習・・・・研究研究研究研究 過程過程過程過程 分類分類分類分類 情報情報情報情報
ソフトウェア演習ABC 講義 対面 授業内容

レポート 分散 進捗状況
システム演習A,B,C ゼミ 対面 ドキュメント,コメント

計画 分散 計画書
課題 分散 成果物（レポート、システム）

情報システムゼミAB ゼミ 対面 ドキュメント,コメント
卒論進捗 対面 ドキュメント,コメント

プロジェクト関連

演習関連

 

 



 

 

表 3：時間空間軸による分類（鈴木研究室における活動） 

　　　　　　　　　　　　時間時間時間時間
空間空間空間空間

同期同期同期同期
（（（（リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム））））

非同期非同期非同期非同期
（（（（非非非非リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム））））

対面対面対面対面

・ビジネスミーティング
・ランチョンセミナー（実施）
・ソフトウェア演習
・情報システム演習，ゼミ
　　（論文購読，進捗報告）

分散分散分散分散 ・大学院生ゼミ（遠隔ゼミ）

・ランチョンセミナー（準備）
・講義のツボ（作成，公開）
・ネコの手OJT（依頼，請負）
・情報システム演習，ゼミ
　（デジタルポートフォリオ）

 

 

 同期型には主にゼミ形式の活動、非同期型にはプロジェクトを一つの協同作業と捉える

ことで，活動に関連する個人作業や時間外活動というように分類された． 

非同期型の活動は主に個人作業であるため，各々のメンバが時間を見つけて行っている．

非同期型の活動は同期型の活動に比べ，その実施状況を把握することは難しいという問題

点がある．そこで今回開発するシステムでは非同期型の活動に焦点をあてることにした． 

 

2.2.3. 非同期型の活動 

非同期型のグループウェアの設計には，前節でも述べた構造的アプローチが有効である．

これは，グループワークの基本であるヒューマンコミュニケーション（人と人との関わり）

をモデル化することでグループウェアの設計を行うアプローチである． 

鈴木研究室では各活動において活動責任者が存在し，責任者を中心に各担当者がそれぞ

れ割当てられているタスクを実施するというヒューマンコミュニケーションがある．今回

はこの関わりに着目し，実装する機能を設計していくことにした．    



 

第第第第３３３３章章章章    システムシステムシステムシステム設計設計設計設計    

 

第第第第 1 節節節節    システムシステムシステムシステムのののの仕様仕様仕様仕様 

3.1.1. システム概要 

    人と人との役割に着目し,タスクの割当や実施状況を明確にするタスク管理機能，タスク

を行っていく過程を活動記録として記録する活動記録管理機能を実装することにした．ス

テム概要図 2 に示す．メンバ同士が共通にアクセスできる場に，一回の活動ごとに活動フ

ァイルを用意する．関連する複数のメンバが割当てられたタスクを実施することで情報を

追加されていく．登録された情報はデータベースで管理し，いつでも閲覧可能な状態にし

て保持することで組織内での情報共有を実現する． 

    

図 2：システム概要図 

 

 



 

第第第第 2 節節節節    システムシステムシステムシステムのののの機能機能機能機能 

3.2.1. タスク管理 

タスクの割当から実施される過程までを支援するのがタスク管理である．図 3 に示すと

おり，活動責任者は新規活動日程を追加することができる．同時に，活動に関連して生じ

たタスクを担当者に割当てる．タスクを割当てられた担当者は，Myページ上のMyTODO

で割当てられているタスクを確認することができる．タスク担当者がタスクを実施・登録

（テキスト入力やファイルのアップロード）を行うと，履歴へ表示が反映される． 

 

 

図 3：タスク割当の流れ 



 

3.2.2. 活動記録管理 

 タスクが実施された結果を管理するのが活動記録管理である． 

これらをあらかじめ定められているフォームで表示する．表示の方法として活動の日時と

それに関するタスクの進捗状況の可否を一覧で表示する方法（一覧表示）と，一回の活動

日の詳しい情報を表示する方法（詳細表示）がある． 

3.2.3. その他の機能 

（1）スケジュール表示 

活動責任者によって追加された各活動の日程を，スケジュールとして表示する．通常，

Myページ上に週間スケジュールとして表示するが，月表示も可能である．あくまで研

究室全体のスケジュール表示なので，個人のスケジュールは追加できないようになっ

ている． 

（2）伝言機能 

個人同士の連絡などに用いることができる伝言機能がある．タスクが滞っている人へ

の忠告など，他のユーザと連絡をとりたい場合に用いることができる． 

（3）コメント投稿 

1つの活動ファイルごとにコメント投稿フォームが用意されている．システムのユーザ

であれば誰でも自由に投稿できるようになっており，活動における事前の連絡や実施

時の質疑，実施後の議論など様々なコミュニケーションの場としての利用が期待され

る． 

 

 

 

 



 

3.2.4. ユーザと機能の関連 

 本システムのユーザにはシステム管理者，活動責任者，タスク担当者，その他の一般

ユーザに分けられる。システム管理者はユーザ管理や活動宣言などを行うユーザであり通

常は一人であるが，活動責任者，タスク担当者，一般ユーザはそれぞれ活動ごとに設定さ

れる（表 3）．今回はシステム管理者以外の機能を実装した． 

システムはWebサーバ上にて動作しているため，ユーザはWebブラウザを介してシステ

ムにアクセスし，ログインすることで情報の追加や閲覧をすることができる． 

 

表 3：本システムのユーザの種類 

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者 システムのユーザ管理や活動宣言など行う

活動責任者活動責任者活動責任者活動責任者
活動の責任者であり,活動日程追加やタスク担当者
へのタスクの割当を行うユーザ

タスクタスクタスクタスク担当者担当者担当者担当者
タスクが割当てられる可能性のあるユーザであり,直
接活動に関連しているユーザ

そのそのそのその他他他他 活動には直接関係ないユーザ
 

 

     



 

それぞれのユーザにおいて何ができて，何ができないのかをまとめた（表 4）． また，各

ユーザと機能の関連を図 4に示す． 

（1）システム管理者 

活動宣言：活動名や一覧表示に表示させる要素などを登録する． 

ユーザ管理：ユーザの IDやパスワード，その他の属性を登録する． 

（2）活動責任者 

活動日程追加：一覧表示ページから活動の日程を新規に追加（活動ファイル生成）． 

タスクの割当：活動に関するタスクを担当者に割当てる． 

（3）タスク担当者 

  タスク処理：割当てられたタスクを実施する． 

（4）一般ユーザ 

一般ユーザとは活動に対して直接関わりのないユーザである．例えば，『情報シス

テム演習 A』に対する活動に対しては，履修しているユーザと教員以外のメンバは

一般ユーザにあてはまる．登録されている情報の閲覧やコメント投稿，伝言の送

受信を行うことができる． 

 

表 4：ユーザの種類と機能の関連 

活動宣言活動宣言活動宣言活動宣言 ユーザユーザユーザユーザ管理管理管理管理 活動日程追加活動日程追加活動日程追加活動日程追加 タスクタスクタスクタスクのののの割当割当割当割当 タスクタスクタスクタスク処理処理処理処理 情報閲覧情報閲覧情報閲覧情報閲覧 コメントコメントコメントコメント投稿投稿投稿投稿 伝言機能伝言機能伝言機能伝言機能

システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者 ○ ○ × × × × × ×

活動責任者活動責任者活動責任者活動責任者 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

タスクタスクタスクタスク担当者担当者担当者担当者 × × × × ○ ○ ○ ○

一般一般一般一般ユーザユーザユーザユーザ × × × × × ○ ○ ○
 



 

 

図 4：ユーザと機能の関連 



 

第第第第４４４４章章章章    システムシステムシステムシステム開発開発開発開発    

 

第第第第 1 節節節節    開発環境開発環境開発環境開発環境 

 本システムは，Webサーバ上で動作するシステムのため，Web アプリケーションの開発

に向いているサーバサイドスクリプトの PHP４.3.10を用いて開発した．扱うデータが多く

なると予想されるので，データ管理には PHP とのデータの受け渡しも容易な RDBMS の

MySQL4.0.23を用いた．  

 

第第第第2節節節節    システムシステムシステムシステムのののの機能機能機能機能 

4.2.1. ユーザ情報の表示 

 システムにアクセスするとまずログイン認証が求められる（図 5）．ログインに成功する

と，ユーザ情報が読み込まれMyページが表示される（図 6）． 

 

 

図 5：ログイン画面 



 

Myページで表示される情報は，以下の 5つである． 

（1）ユーザ情報 

ユーザ情報の欄では，TODOの件数と未読伝言の件数を表示する． 

（2）MyTODO 

ユーザが割当てられているタスクで，まだ終了していないものを〆切が近い順に表示

する．〆切が過ぎているものに対しては警告文を表示するようになっている． 

（3）My履歴 

ユーザが割当てられているタスクで，既に実施したものを更新日が新しい順に表示す

る．これから過去に自分が行ってきたタスクを確認することができる． 

（4）活動一覧 

現在，活動宣言がされている活動をの一覧である．今期の各活動状況の一覧表示ペー

ジへリンクされている． 

（5）週間スケジュール 

鈴木研究室の当該週の活動スケジュールを表示する．該当する活動の詳細表示ページ

へリンクされている． 

 

    

図 6：Myページ 



 

4.2.2. タスク管理機能 

（1）新規日程追加・タスクの割当て 

活動責任者の機能である新規日程追加・タスク割当て画面を図に示す．この追加ペー

ジには活動責任者以外はアクセスできないようになっている．活動責任者は必須入力項

目（画面の例では，回数と日時の項目）を入力する．必須項目は活動記録管理のキーと

なるため，すでに重複するデータが登録されている場合はエラーが出され修正を求める． 

その他の項目に関しては省略するのであれば，タスクの割当て（担当者、〆切の設定）

実施をする．省略しない場合は入力フォームにデータを追加して登録する．入力された

項目ではタスク割当ては実施されない．最後に追加ボタンを押すことで新規日程追加・

タスク割当てが行われることになる．  

 

 

図 7：新規日程追加，タスク割当画面 

 



 

（2）タスクの登録 

タスクの登録はタスク担当者の機能である．Myページ上のMyTODOからすぐにタス

ク追加画面へ行くことができる．一言タスクといってもその種類も様々であり，単なる

テキスト情報からポスターなどのイメージ情報の場合もある．追加画面ではそれぞれの

タスクにあわせて入力フォームやアップロードフォームが用意しており，全てWeb上で

行えるようになっている（図 8）．タスク担当者はこれに合わせてタスクを登録する．自

分が割当てられているタスク以外は登録できないようになっている．また，活動責任者

は一度割当てた担当者の変更などを行うことができる． 

 

 

図 8：タスクの登録画面 



 

4.2.3. 活動記録管理機能 

（1）一覧表示 

設定されたセメスタ（半期）の活動状況を，日時とタスクの進捗状況の可否を一覧で

表示する（図 9）．これは活動責任者がタスクの進捗状況を一度に把握したい場合などに

有効である．各回にそれぞれの日程の詳細表示ページへのリンクが張られている． 

 

 

図 9：一覧表示画面 



 

（2）詳細表示 

一回の活動の詳しい活動状況を表示する．テキスト情報やポスターなどのイメージ情

報など，タスク担当者によって登録された情報を表示する．活動によって登録されるタ

スクが異なってくるが，テキスト情報はそのまま表示，イメージ情報はサムネイル表示，

その他のファイルはダウンロード用にリンクというように表示する． 

 

 

図 9：詳細表示画面 



 

4.2.4. その他の機能 

（1）スケジュール表示 

Myページでは，登録されている活動を週間スケジュールとして表示する（図 10）．週表

示のメニューから月表示を選択すると別ウィンドウで月スケジュールを表示する（図 11）．

新たに活動日程が追加された場合は自動的にこのスケジュール表に反映される． 

 

図 10：スケジュール表示（週） 

 

 

図 11：スケジュール表示（月） 

 



 

（2）コメント投稿 

各詳細表示ページの情報ゾーンの下にコメント投稿フォームを用意している（図 12）．シ

ステムのユーザであれば誰でも投稿することができ，実施前の告知や実施後の議論の場

などメンバ同士の様々なコミュニケーションの場としての利用が期待される． 

 

 

図 12：コメント投稿フォーム 

 



 

（3）伝言機能 

 ユーザ同士の連絡を補助する機能として伝言機能がある．伝言の送受信はMyページから

アクセスできるようになっており，「伝言を読む」では，各ユーザの伝言 BOXを表示し，

伝言を読むことができる．「伝言を送る」では，伝言送信フォームが表示される（図 13）．

送信した伝言は，宛先のユーザの伝言 BOX届く． 

 

 

図 13：伝言送信フォーム 



 

第第第第５５５５章章章章    ユーザビリティユーザビリティユーザビリティユーザビリティ評価評価評価評価    

 

第第第第 1 節節節節    評価評価評価評価のののの実施実施実施実施 

5.1.1. 評価の目的 

本研究で開発したシステムの操作性や視認性ついて，直感的に操作しやすいインタフェ

ースになっているかどうか，表示の方法は理解しやすいかどうかを判断してもらうことを

目的にユーザビリティ評価を実施した． 

 

5.1.2. 評価方法 

 本システムのユーザである，活動責任者とタスク担当者に対し作業課題リストをそれぞ

れ作成した．活動責任者に対しては活動日程追加やタスクの割当，タスク担当者に対して

はタスクの登録などそれぞれ特有の機能と，情報閲覧やコメント投稿といった共通する機

能を含めている．本システムの目的の説明を加えたリストを評価協力者に渡し，システム

にアクセスし作業課題を行ってもらった．作業課題終了後にはアンケートに回答してもら

い．最後に，作業の様子やアンケート内容で気になる点をインタビューした． 

 

5.1.3. 評価の実施 

 評価は鈴木研究室に所属する学生を対象にして，活動責任者，タスク担当者それぞれで

各 2 名計 4 名に対し実施した．評価の作業は，口を挟まずにその様子を観察した．長い時

間作業に躓いた場合に助言を与えるつもりであったが，一部戸惑う面も見せた人もいたが

ほとんどの人はほぼスムーズに作業をこなしていた． 

 



 

第第第第 2 節節節節    評価評価評価評価のののの結果結果結果結果とととと考察考察考察考察 

5.2.1. アンケートの結果 

 アンケートは 5 段階評価による選択式 8 項目と自由記述式 1 項目で行った．選択項目の

質問と平均点を表 5に示す。評価者 A，Cが活動責任者，B，Dがタスク担当者用の作業課

題を行っている． 

表 5：5段階評価による選択式項目と平均点 

質問項目質問項目質問項目質問項目 AAAA BBBB CCCC DDDD 平均平均平均平均
作業はスムーズに取り組めましたか 4 4 4 5 4.25
タスクの割当てやタスクの実施は簡単に行えまし 3 3 4 5 3.75
表示にわかりにくい点はありませんか 3 2 3 5 3.25
スケジュールの表示はわかりやすかったですか 3 5 5 5 4.5
指定された場所にすぐにたどり着けましたか 4 3 3 5 3.75
コメントの投稿は簡単に行えましたか 4 5 5 5 4.75
作業する上で不便な点はありませんでしたか 4 4 4 5 4.25
全体を通して作業はしやすかったですか 3 3 4 5 3.75  

 

 5 段階評価による質問項目の結果では，「表示のわかりにくい点はありませんでしたか」

という点で平均点 3.3という低い数値が見られた．これに関連して自由記述項目において， 

・全体的に何をしているのかわからなかった．機能の説明が欲しい 

・「タスクの割当て」の意味がよくわからない 

・作業に対しての説明が少なかった 

といった意見が出されていることから，タスクの割当てやタスク登録の画面では説明不足

な点があることが示唆された．自由記述項目では他にも，「スケジュールの月表示が新規ウ

ィンドウで表示されるのに少し戸惑った」など，表示に関する意見が多く寄せられた．逆

に，「一貫したデザインで見やすい」、「画面のまとまり具合は好き」といった意見もあった． 

5.2.2. インタビューの結果 

 インタビューでは，作業の様子やアンケート結果から気になった点を詳しく聞いた． 

まず，表示に関しては全体としては一貫性があって見やすいが，こと細かい情報に対し

てはわかりにくいという意見が得られた．実際にタスクを登録する時にどこにアクセスす

ればよいか戸惑う評価協力者もいた．一覧表示画面では，一部詳細な情報（例えば発表者

など）を表示してもいいのではないかという意見があった． 

他には，機能の要望として個人のスケジュールや TODOも扱えるといいのでは、という

意見がでた．これは機能の拡張として一考の余地がある． 



 

5.2.3 改善 

 アンケート・インタビューの結果から，表示している内容に対してのわかりづらさが指

摘された．これは後から説明をすると納得してくれていたので，説明さえあれば作業に支

障はないと判断した．システムの改善点として，新規活動日程追加やタスクの割当て，タ

スク登録フォームに対し簡単な説明を追加することにした． 



 

第第第第６６６６章章章章    おわりにおわりにおわりにおわりに    

 

本研究では，組織における協同作業を支援するシステムとしてグループウェアに着目し，

筆者が所属する岩手県立大学ソフトウェア情報学部社会システム学講座における運用を目

的としたグループウェアを開発した．本システムでは，非同期型の作業に焦点をあて，タ

スク管理・活動記録管理を行うシステムを実装した．開発したシステムに対してユーザビ

リティ評価を行い，指摘された点を改善した． 

今後の課題として，対象グループとなる鈴木研究室においての運用評価を行う必要があ

る．グループウェアはグループでの使用が大前提にあるので，長期の運用評価・改善を行

うことで本システムはさらに有効なシステムになると考える．今後の展望としては，今回

は開発に至らなかった機能の拡張がある．コミュニケーション・コラボレーション支援機

能やユーザのニーズをふまえた機能などを新たに追加することなどが考えられる．
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資料 1：ユーザビリティ評価作業課題（活動責任者用） 

 

 

作業課題作業課題作業課題作業課題リストリストリストリスト（（（（活動責任者用活動責任者用活動責任者用活動責任者用）：）：）：）：ランチョンマスターランチョンマスターランチョンマスターランチョンマスター                                                            

本システムは，鈴木研究室における活動の役割に着目して各メンバのタスク管理，さら

にタスクを実施し登録された情報を活動記録として管理するシステムです。 

今回は，活動責任者としての機能（活動日程追加・タスク割当）を主に行っていただき

ます。作業した上で操作や表示の仕方に対しての意見をお聞かせください。その他，こん

なことができたらもっとシステムとして便利になる，有効になるといった意見がありまし

たら，アンケート用紙の自由記述欄にご記入ください。 

では、下の作業課題に沿って作業を行ってください。（作業は 5分程度です） 

※バグらしき動作が起こった場合，評価依頼者に報告してください 

 

1． 【システムにアクセスする】：http://ino-lab.com/~g031z139/php/login.php 

2． 【ログインする】：ユーザ ID：test4321、パスワード：hogehogemax 

3． 【新規活動日追加・タスク割当て】 

① ランチョンセミナーのページにアクセスしてください 

② 追加するを選び、フォームに以下の内容で登録してください 

（入力内容） 

no ：200 

日時 ：05/02/15 12:10～ 

タイトル：グループウェアについて 

発表者 ：野呂俊太郎 

概要 ：グループウェアを熱く語っていただきます 

ポスター：（未記入）   タスク割当て（test1234）〆切（05/02/13） 

関連資料：（未記入）   タスク割当て（test4321）〆切（05/02/15） 

アンケート：（未記入） タスク割当て（test1234）〆切（05/02/18） 

 

③ 登録されたことを確認してくたら、Myページ TOPに戻ります 

4． 【情報を閲覧する】 

① スケジュールを月表示にしてください 

② 1月 12日のランチョンセミナーの活動記録を閲覧します 
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5． 【コメントを投稿する】 

① 5で閲覧した活動記録に何かコメントを投稿してください 

6． 【伝言を読む、送る】 

7． 【ログアウトする】：自由に閲覧して、よければログアウトしてください 

以上で作業は終了です 

引き続きアンケートの回答をお願いします 
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資料 2：ユーザビリティ評価作業課題（タスク担当者用） 

 

 

作業課題作業課題作業課題作業課題リストリストリストリスト（（（（タスクタスクタスクタスク担当者用担当者用担当者用担当者用）：）：）：）：ポスターポスターポスターポスター担当担当担当担当、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート担当担当担当担当                                        

本システムは，鈴木研究室における活動の役割に着目して，各メンバのタスク管理，さ

らにタスクを実施し登録された情報を活動記録として管理するシステムです。 

今回は，主に割当てられたタスクを実施するタスク担当者の機能を行っていただきます。

作業した上で操作や表示の仕方に対しての意見をお聞かせください。その他，こんなこと

ができたらもっとシステムとして便利になる，有効になるといった意見がありましたら，

アンケート用紙の自由記述欄にご記入ください。 

では、下の作業課題に沿って作業を行ってください。（作業は 5分程度です） 

※バグらしき動作が起こった場合，評価依頼者に報告してください 

1． 【システムにアクセスする】：http://ino-lab.com/~g031z139/php/login.php 

2． 【ログインする】：ユーザ ID：test1234、パスワード：hogehogemin 

3． 【タスクを確認する】：MyTODOで確認してください 

4． 【タスクを実施する】：割当てられているタスクのページへアクセスしてください 

① ポスター：適当な画像をアップロードしてください 

② アンケートを入力してください 

（入力内容） 

★ 今回のランチョンセミナーはどうでしたか？ 

●とても分かりやすくて良かった。勉強になった。 3人  

●まあまあ分かりやすかった。 1人  

●分かりづらかった。 2人  

●よく分からなかった。理解できなかった。 0人  

●無記入   0人 

・ グループウェアがなんとなくわかった気がしました 

・ お疲れ様でした。とてもためになりました 

③ 登録し終わったら、Myページ TOPに戻ります 

5． 【情報を閲覧する】 

① スケジュールを月表示にしてください 

② 1月 12日のランチョンセミナーの活動記録を閲覧します 

6． 【コメントを投稿する】 
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① 5で閲覧した活動記録に何かコメントを投稿してください 

7． 【伝言を読む、送る】 

8． 【ログアウトする】：自由に閲覧して、よければログアウトしてください 

以上で作業は終了です 

引き続きアンケートの回答をお願いします 

 



 

 5 

資料 3：ユーザビリティ評価アンケート用紙 

 

 

ユーザビリティユーザビリティユーザビリティユーザビリティ評価評価評価評価アンケートアンケートアンケートアンケート用紙用紙用紙用紙                                                                

年  月  日 

評価協力者名          

（（（（選択選択選択選択））））以下以下以下以下のののの質問質問質問質問にににに対対対対してしてしてして、、、、5555 段階評価段階評価段階評価段階評価でおでおでおでお答答答答えくださいえくださいえくださいえください．．．．    

                    （（（（当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる←←←←    ５５５５－－－－４４４４－－－－３３３３－－－－２２２２－－－－１１１１    →→→→当当当当てはまらないてはまらないてはまらないてはまらない））））    

    

1）作業はスムーズに取り組めましたか 

５－４－３－２－１ 

2）タスクの割当やタスクの実施は簡単に行えましたか 

５－４－３－２－１ 

3）表示にわかりにくい点はありませんでしたか 

５－４－３－２－１ 

4）スケジュールの表示はわかりやすかったですか 

５－４－３－２－１ 

5）指定された場所にすぐにたどり着けましたか 

５－４－３－２－１ 

6）コメントの投稿は簡単に行えましたか 

５－４－３－２－１ 

7）作業する上で不便な点はありませんでしたか 

５－４－３－２－１ 

8）全体を通して作業はしやすかったですか 

５－４－３－２－１ 

 

（（（（自由記述自由記述自由記述自由記述））））作業作業作業作業をををを通通通通じてじてじてじて感感感感じたことじたことじたことじたこと（（（（良良良良いいいい点点点点、、、、悪悪悪悪いいいい点点点点、、、、改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点などなどなどなど））））をををを自由自由自由自由にににに

記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください    
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以上で評価は終了です 

ご協力ありがとうございました 
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資料 4：データベースのリレーションと構造 

    

リレーションリレーションリレーションリレーション：：：：    

・ ①活動分類テーブル「no」と②活動名テーブル「bunrui」 

・ ②活動名テーブル「no」と③ユーザ情報テーブルの数値のフィールド 

・ ②活動名テーブル「no」と④タスク管理用テーブル「act_no」 

・ ②活動テーブル「no」と⑤スケジュール情報テーブル「act_no」 

・ ②活動テーブル「no」と⑥コメント情報テーブル「act_no」 

・ ②活動テーブル「no」と⑧ファイル情報テーブル「act_no」 

・ ③ユーザ情報テーブル「id」と④タスク管理用テーブル「user」 

・ ③ユーザ情報テーブル「id」と⑥コメント情報テーブル「user」 

・ ③ユーザ上方テーブル「id」と⑦伝言情報テーブル「send_user」、「get_user」 

・ ④タスク管理用テーブル「act_date」と⑤スケジュール情報テーブル「act_date」 

・ ④タスク管理用テーブル「act_data」と⑨データ構造テーブル「data_name」 

・ ⑥コメント情報テーブル「act_date」と⑩データ格納テーブル「act_date」 

・ ⑧ファイル情報テーブル「act_date」と⑩データ格納テーブル「act_date」 

・ ⑧ファイル情報テーブル「task_no」と⑩データ格納テーブルのフィールド名 

・ ⑨データ構造テーブルの「data_name」と⑩データ格納テーブルのフィールド名が対応 
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①①①①活動分類活動分類活動分類活動分類テーブルテーブルテーブルテーブル    

構造： 

 フィールドフィールドフィールドフィールド  フィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプ 表示表示表示表示 空空空空のののの値値値値(NULL) 基本値基本値基本値基本値 追加追加追加追加 

 no  int(11)   いいえ    auto_increment  

 name  varchar(20)   いいえ      

 

サンプルデータ： 

no name 

1 プロジェクト 

2 ソフトウェア演習 

3 情報システム演習 

4 情報システムゼミ 

5 イベント 

 

②②②②活動名活動名活動名活動名テーブルテーブルテーブルテーブル    

構造： 

 フィールドフィールドフィールドフィールド  フィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプ 表示表示表示表示 空空空空のののの値値値値(NULL) 基本値基本値基本値基本値 追加追加追加追加 

 no  int(11)   いいえ    auto_increment  

 name  varchar(30)   いいえ      

 s_name  varchar(20)   いいえ      

 bunrui  int(11)   いいえ  0    

 db_name  varchar(20)   いいえ      

 text  text   いいえ      

 

サンプルデータ： 

no name s_name bunrui db_name text 

1 ランチョンセミナー ランチョン 1 lunch   

2 講義のツボ ツボ 1 tubo   
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3 ビジネスミーティング BM 1 bm   

4 ネコの手 OJT OJT 1 ojt   

5 ソフトウェア演習 A ソフ A 2 softa   

6 ソフトウェア演習 B ソフ B 2 softb   

7 ソフトウェア演習 C ソフ C 2 softc   

8 情報システム演習 A シス A 3 sysa   

9 情報システム演習 B シス B 3 sysb   

10 情報システム演習 C シス C 3 sysc   

11 情報システムゼミ A ゼミ A 4 zemia   

12 情報システムゼミ B ゼミ B 4 zemib   

13 大学院ゼミ GSゼミ 4 gszemi   

14 学外活動 学外 5 outact   

15 イベント イベ 5 event   

16 飲み会 飲み 5 nomi   

    

③③③③ユーザユーザユーザユーザ情報情報情報情報テーブルテーブルテーブルテーブル    

構造 

 フィールドフィールドフィールドフィールド  フィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプ 表示表示表示表示 空空空空のののの値値値値(NULL) 基本値基本値基本値基本値 追加追加追加追加 

 id  varchar(8)   いいえ      

 pass  varchar(12)   いいえ      

 name  varchar(20)   はい  NULL    

 1  int(11)   いいえ  1    

 2  int(11)   いいえ  1    

 3  int(11)   いいえ  1    

 4  int(11)   いいえ  1    

 5  int(11)   いいえ  1    

 6  int(11)   いいえ  1    
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 7  int(11)   いいえ  1    

 8  int(11)   いいえ  1    

 9  int(11)   いいえ  1    

 10  int(11)   いいえ  1    

 11  int(11)   いいえ  1    

 12  int(11)   いいえ  1    

 13  int(11)   いいえ  1    

 14  int(11)   いいえ  1    

 15  int(11)   いいえ  1    

 mail  varchar(50)   はい  NULL    

 tel  varchar(13)   はい  NULL    

 

サンプルデータ 

id pass name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mail tel 

g031z139 noro 野呂

俊太

郎 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 g031z139@edu.s

oft.iwate-pu.ac.jp 

090-0000-0000 

g031z000 test テスト

太郎 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 g031z000@edu.s

oft.iwate-pu.ac.jp 

080-0000-0000 

g031a000 test テスト

花子 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 
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④④④④タスクタスクタスクタスク管理用管理用管理用管理用テーブルテーブルテーブルテーブル    

    構造： 

 フィールドフィールドフィールドフィールド  フィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプ 表示表示表示表示 空空空空のののの値値値値(NULL) 基本値基本値基本値基本値 追加追加追加追加 

 no  int(11)   いいえ    auto_increment  

 user  varchar(8)   いいえ      

 act_no  int(11)   いいえ  0    

 act_date  date   いいえ  0000-00-00    

 act_data  varchar(50)   いいえ      

 deadline  date   いいえ  0000-00-00    

 update  datetime   いいえ  0000-00-00 00:00:00    

 flag  int(11)   いいえ  0    

 

サンプルデータ： 

no user act_no act_date act_data deadline update flag 

689 g031a000 1 2005-02-18 アンケート 2005-02-20 2005-02-17 01:20:44 0 

688 g031a000 1 2005-02-18 関連資料 2005-02-20 2005-02-17 01:20:44 0 

687 g031z139 1 2005-02-18 ポスター 2005-02-17 2005-02-17 01:20:44 1 

686 g031z000 1 2005-02-18 概要 2005-02-17 2005-02-17 01:20:44 1 

685 g031z000 1 2005-02-18 発表者 2005-02-17 2005-02-17 01:20:44 1 

684 g031z000 1 2005-02-18 タイトル 2005-02-17 2005-02-17 01:20:44 1 

 ・flagは 0：未終了、1：終了を表す 
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⑤⑤⑤⑤スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール情報情報情報情報テーブルテーブルテーブルテーブル    

 構造： 

 フィールドフィールドフィールドフィールド  フィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプ 表示表示表示表示 空空空空のののの値値値値(NULL) 基本値基本値基本値基本値 追加追加追加追加 

 no  int(11)   いいえ    auto_increment  

 act_no  int(11)   いいえ  0    

 act_date  date   いいえ  0000-00-00    

 act_time  time   いいえ  00:00:00    

 

 サンプルデータ： 

no act_no act_date act_time 

227 1 2004-10-13 12:10:00 

228 1 2004-10-27 12:10:00 

229 1 2004-11-10 12:10:00 

230 1 2004-11-17 12:10:00 

231 1 2005-01-12 12:10:00 

232 1 2005-02-18 12:10:00 

 

6666．．．．コメントコメントコメントコメント情報情報情報情報テーブルテーブルテーブルテーブル    

 構造： 

 フィールドフィールドフィールドフィールド  フィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプ 表示表示表示表示 空空空空のののの値値値値(NULL) 基本値基本値基本値基本値 追加追加追加追加 

 no  int(11)   いいえ    auto_increment  

 act_no  int(11)   いいえ  0    

 act_date  date   いいえ  0000-00-00    

 user  varchar(30)   いいえ      

 text  text   いいえ      

 up_date  datetime   いいえ  0000-00-00 00:00:00    

 

 



 

 13 

 サンプルデータ： 

no act_no act_date user text up_date 

1 1 2004-10-13 g031z139 当日は寿司を用意してきてくだ

さい 

2005-02-02 03:23:10 

2 1 2004-10-13 g031z139 納豆巻きは寿司に含まれるの

ですかという質問がありまし

た。それに対する答えは「微妙

です｣でした。 

2005-02-02 03:24:19 

3 1 2004-10-13 g031z139 でもやっぱり納豆巻きも寿司だ

と思うよ。だって寿司屋ででてく

るし。 

2005-02-02 03:25:07 

4 1 2004-10-27 g031z139 スピーカー用意し説いてくださ

い 

2005-02-02 04:25:53 

19 1 2004-10-13 g031z139 ぎりで寿司じゃないって言われ

ました 

2005-02-02 07:27:36 

18 1 2004-10-27 g031z139   2005-02-02 06:30:11 

17 1 2004-10-13 g031z139 ぷ 2005-02-02 05:20:21 

16 1 2004-10-13 g031z139 へぇ 2005-02-02 05:19:07 

13 1 2004-10-27 g031z000 お疲れ様でした 2005-02-02 05:13:43 

20 1 2004-10-13 g031z139 この掲示板もどきどう配置した

ら良いものか・・・ 

2005-02-02 17:46:49 

21 1 2004-11-17 g031z139 ・・・ 2005-02-02 21:03:56 

22 1 2004-11-17 g031z139 ﾝﾏｰ 2005-02-02 21:04:07 

23 1 2004-11-17 g031z139 ｱﾂｲ!! 2005-02-02 21:07:13 
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⑦⑦⑦⑦伝言情報伝言情報伝言情報伝言情報テーブルテーブルテーブルテーブル    

 構造： 

 フィールドフィールドフィールドフィールド  
フィールドフィールドフィールドフィールド

タイプタイプタイプタイプ 

表表表表

示示示示 

空空空空のののの値値値値

(NULL) 
基本値基本値基本値基本値 追加追加追加追加 

 no  int(11)   いいえ    auto_increment  

 send_user  varchar(8)   いいえ      

 get_user  varchar(8)   いいえ      

 title  text   いいえ      

 text  text   いいえ      

 up_date  datetime   いいえ  0000-00-00 00:00:00    

 flag  int(11)   いいえ  0    

 

 

 

 サンプルデータ： 

no send_user get_user title text up_date flag 

1 g031z000 g031z139 こんにちは はじめまして。また来週。 2005-02-02 01:04:42 1 

2 g031z000 g031z139 こんばんみ ぷっ 2005-02-02 01:06:31 1 

3 g031z139 g031z000 発表会です 卒論発表会の服装はスーツだ

ってよ。 

2005-02-16 22:35:19 1 

12 g031z139 g031z000 ついに発表

会！ 

お互い頑張りましょう 

緊張するなぁ(>_<) 

2005-02-16 23:44:10 1 

11 g031a000 g031z000 はじめまし

て！ 

花子です！ 

これからよろしく！ 

2005-02-16 23:24:56 1 

 ・flagは 0：未読、1：既読を表す 
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⑧⑧⑧⑧ファイルファイルファイルファイル情報情報情報情報テーブルテーブルテーブルテーブル    

 構造： 

 フィールドフィールドフィールドフィールド  フィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプ 表示表示表示表示 空空空空のののの値値値値(NULL) 基本値基本値基本値基本値 追加追加追加追加 

 no  int(11)   いいえ    auto_increment  

 act_no  int(11)   はい  NULL    

 act_date  date   はい  NULL    

 file_name  varchar(20)   はい  NULL    

 file_type  varchar(5)   はい  NULL    

 task_no  varchar(5)   はい  NULL    

 up_date  datetime   はい  NULL    

 up_user  varchar(30)   はい  NULL    

 

 サンプルデータ： 

no act_no act_date file_name file_type task_no up_date up_user 

1 1 2004-10-13 lunch_134 jpg 5 2005-02-23 22:41:14 g031z139 

2 1 2004-10-13 lunch_134 doc 6 2005-02-22 22:41:44 g031z139 

3 1 2004-10-13 lunch_134 xls 6 2005-02-01 23:14:41 g031z139 

86 1 2005-02-18 P1010057 JPG 6 2005-02-17 01:20:44 g031z139 

85 1 2005-01-12 143 png 6 2005-02-13 11:35:22 g031z000 
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⑨⑨⑨⑨「「「「ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー」」」」データデータデータデータ構造構造構造構造テーブルテーブルテーブルテーブル    

 構造： 

 フィールドフィールドフィールドフィールド  フィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプ 表示表示表示表示 空空空空のののの値値値値(NULL) 基本値基本値基本値基本値 追加追加追加追加 

 data_name  varchar(50)   いいえ      

 data_type  varchar(10)   いいえ      

 up_name  varchar(20)   はい  NULL    

 flag  int(11)   いいえ  0    

 text  text   いいえ      

 

 サンプルデータ： 

data_name data_type up_name flag text 

no text NULL 1 通算回数 

日時 datetime NULL 1 実施日時 

タイトル text NULL 0 発表タイトル 

発表者 text NULL 0 発表者名 

概要 textarea NULL 0 発表概要 

ポスター img lunch_poster 0 ポスターアップロード 

関連資料 file lunch_doc 0 発表に関連した資料など 

アンケート textarea NULL 0 アンケート集計結果 

最終更新日 datetime NULL 0 自動入力されます 

 ・flagは 1：活動日程追加時入力必須を表す 
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10101010．「．「．「．「ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー」」」」データデータデータデータ格納格納格納格納テーブルテーブルテーブルテーブル    

 構造： 

 フィールドフィールドフィールドフィールド  フィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプフィールドタイプ 表示表示表示表示 空空空空のののの値値値値(NULL) 基本値基本値基本値基本値 追加追加追加追加 

 no  int(11)   いいえ  0    

 date_time  datetime   はい  0000-00-00 00:00:00    

 3  text   はい  NULL    

 4  text   はい  NULL    

 5  text   はい  NULL    

 6  int(11)   はい  NULL    

 7  int(11)   はい  NULL    

 8  longtext   はい  NULL    

 last_update  datetime   はい  0000-00-00 00:00:00    

 

 サンプルデータ： 

no date_time 3 4 5 6 7 8 last_update 

134 2004-10-13 12:10:00 日本教

育工学

会第 20

回全国

大会参

加報告 

佐藤

篤 

鈴木研院生の佐

藤篤さんに、9/23

～9/25に行われ

た日本教育工学

会第 20回全国大

会の参加報告をし

て... 

1 1 ★ 今回のラ

ンチョンセミナ

ーはどうでした

か？(28名） 

 

●とても分かり

やすくて良かっ

た。勉強に... 

2005-02-09 

02:26:15 

135 2004-10-27 12:10:00 今明か

される

村中シ

ステム

のすべ

て 

高橋 

充 

レアキャラである

D3の村中 陽子さ

んの研究内容の

紹介と、システム

のデモを交えなが

ら、その全貌を明

0 0  

★ 今回のラ

ンチョンセミナ

ーはどうでした

か？ 

 

2005-02-01 

18:24:13 
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かし...  

 

●とても分かり

やすくて良かっ

た。勉強... 

136 2004-11-10 12:10:00 エキゾ

チック

Java～

ン 

高久

公

伸、

高橋

拓志 

２００４年１１月１０

日（水） 

タイトル：エキゾチ

ック Java～ン 

 

鈴木研学部生二

年による J... 

0 0 ★ 今回のラ

ンチョンセミナ

ーはどうでした

か？ 

 

 

 

●とても分かり

やすくて良かっ

た。勉強にな... 

2005-02-01 

19:30:09 

137 2004-11-17 12:10:00 瞬脳活

性 英

単語 

岩淵 

直

人・

皀 

智樹 

教材ソフト紹介の

第２弾、瞬脳英語

発信力・トレーニン

グソフトを使って、

ネイティブの発音、

本物の英語力を... 

N

UL

L 

N

U

L

L 

★ 今回のラ

ンチョンセミナ

ーはどうでした

か？ 

 

 

 

●とても分かり

やすくて良かっ

た。勉強にな... 

2005-02-02 

20:07:03 

143 2005-01-12 12:10:00 ＩＣＴＥ＆

合同ゼ

ミ＠仙

台 

及川 

美

紀・

高久 

公伸 

昨年１１月に開か

れたＩＣＴＥ仙台と１

２月に東北学院で

行った合同ゼミの

模様をお送りしま

す。 

1 0 ★ 今回のラ

ンチョンセミナ

ーはどうでした

か？ 

 

 

2005-02-13 

11:35:22 
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●とても分かり

やすくて良かっ

た。勉強になっ

た... 

200 2005-02-18 12:10:00 グルー

プウェ

アにつ

いて 

野呂

俊太

郎 

卒業研究のテーマ

であるグループウ

ェアについて語っ

ていただきます 

1 0   2005-02-17 

01:20:44 
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資料 5：システム管理者運用マニュアル 

 

※ システム管理者機能は未実装のため，ドキュメントを資料として添付する 

資料 4、プログラムソース資料 5のデータベーススキーマをあわせて利用してください 

1111．．．． ユーザユーザユーザユーザ登録登録登録登録    

(ア) 新規登録 

① ユーザ情報テーブルにレコードを追加する。 

② 数値のフィールドは、（０：関連なし、１：タスク担当者候補、2：活動責任

者を表す） 

(イ) 修正 

① ユーザ情報テーブルの該当する項目を編集する 

(ウ) 削除 

① ユーザ情報テーブルから該当するレコードを削除する 

 

2222．．．． 新規活動登録新規活動登録新規活動登録新規活動登録    

(ア) 新規追加 

① 活動名テーブルにレコードを追加 

② データ型宣言用テーブルを追加（ランチョンセミナーの該当テーブル：

lunch_type） 

③ データ格納用テーブルを追加（ランチョンセミナーの該当テーブル：lunch） 

(イ) 修正 

① テーブルの該当する項目を編集する 

(ウ) 削除 

① テーブルの該当するデータもしくはテーブルを消去する 

 

3333．．．． プログラムソースプログラムソースプログラムソースプログラムソース（（（（活動日程追加活動日程追加活動日程追加活動日程追加、、、、タスクタスクタスクタスク登録登録登録登録））））    

活動日程追加やタスク登録の処理は以下のソースが対応する 

資料 6のソースプログラムを参照（コメントも適宜つけている） 

(ア) 活動追加：add_itiran.php 

(イ) 各個のタスク登録：add_shosai.php 
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資料 6：システムのソースプログラム 

使用使用使用使用ソースプログラムソースプログラムソースプログラムソースプログラム一覧一覧一覧一覧    

① ログイン処理（login.php） 

② マイページ表示処理（mypage.php） 

(ア) ユーザデータ読込み処理（datearead.php） 

(イ) HTMLヘッダ表示処理（head.php） 

(ウ) HTMLタイトル表示処理（title.php） 

(エ) HTMLフッタ表示処理（futta.php） 

(オ) ユーザ情報表示処理（user_info.php） 

(カ) MyTODO表示処理（user_todo.php） 

(キ) My履歴表示処理（user_update.php） 

(ク) 活動分類、活動名表示処理（act.php） 

③ 活動一覧 

(ア) 表示処理（act_itilan.php） 

(イ) 追加（＝タスク割当）処理（add_itilan.php） 

④ 活動詳細 

(ア) 表示処理（act_shosai.php） 

(イ) 追加（＝タスク登録）処理（add_shosai.php） 

⑤ スケジュール表示処理（schedule.php） 

⑥ コメント投稿処理（comment.php） 

⑦ 伝言機能 

(ア) 伝言送信処理（send_letter.php） 

(イ) 伝言読込処理（read_letter.php） 

⑧ その他 

(ア) セッション管理（session.php） 

(イ) データベース接続（db_con.php） 

(ウ) イメージサムネイル表示処理（gdthumb.php） 

※フリーのソースを利用しているので掲載はしない 
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【login.php】 

<? 

//ログイン処理 

 if(isset($_POST['go'])){ 

  $u_id = $_POST['userid']; 

  $u_pass = $_POST['pass']; 

  $p_flag = 0; 

 

  //DB情報 

  require "db_con.php"; 

  //SQLを実行 

  $sql = "SELECT * FROM user where id ='$u_id' and pass='$u_pass'";$result = 

mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

  $row = mysql_num_rows($result); 

  if($row == 1){ 

   //セッション開始 

   session_cache_limiter('no_cache');//キャッシュしない 

   session_start(); 

   //セッション変数定義 

   if(!session_is_registered("ssid")){ 

    session_register("ssid"); 

   } 

   if(!session_is_registered("sspass")){ 

    session_register("sspass"); 

   } 

   //セッション変数に代入 

   $ssid = $u_id; 

   $sspass = $u_pass; 

   header("Location: mypage.php"); 

  }else{ 

   $body .= "<h5><font color=red>ログイン失敗。<BR>ユーザＩＤもしくは

パスワードが違います。</font></h5>"; 

  } 

  // DB閉じる 

  mysql_close($connection); 

 }else{ 
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  $body .= "ユーザ IDとパスワードを入力してください"; 

 } 

 //情報読込 

 require "dataread.php"; 

 $title = "【いりぐち】loginページ"; 

?> 

 

<?php require "head.php"?> 

 

<body bgcolor=#FF9933> 

<div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; z-index:2; 

background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000;"> 

 <p><img src="../img/logo.gif" align="middle">～いりぐち～</p> 

</div> 

 

<div id="Login" style="position:relative; left:250px; top:125px; width:300px; height:130px; z-index:1; 

background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; border-color: 

#000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

  <form action="login.php" method="post"> 

   <table width="310" height="130" border="0" bordercolor="#FFCC33"> 

    <tr height="10%" bgcolor="#FFCC66" class="style2"> 

      <th height="10" colspan="2"><span class="style2">Mｙページへログイン

</span></th> 

    </tr> 

     <tr bgcolor="#FFFFFF" class="style2"> 

   <td width="50%"><p align="right">ユーザ ID</p></td> 

   <td width="50%"><div align="left"><input name="userid" type="text" 

size="10" style="ime-mode: disabled" value=""></div></td> 

     </tr> 

     <tr bgcolor="#FFFFFF" class="style2"> 

       <td width="50%"><div align="right">パスワード </div></td> 

       <td width="50%"><div align="left"><input name="pass" size="10" type="password" 

style="ime-mode: disabled" value=""></div></td> 

     </tr> 

     <tr height="10%" bgcolor="#FFFFFF" class="style2"> 

       <td height="26" colspan="2"><div align="center"><input type="submit" name="go" 
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value="ログイン"></div> 

  </td></tr> 

  <tr bgcolor="#FFFFFF" class="style2"><td height="26" colspan="2" 

align=center><?php echo "$body"; ?><!--<BR><a href="./add_user.php">新規ユーザ登録はコチラ

</a>--></td></tr> 

   </table> 

  </form> 

</div> 

 

<div id="Schedule" style="position:relative; left:100px; top:200px; width:600px; height:114px; 

z-index:6; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000; 

border-style: solid;" class="base"> 

 <?php 

  require "schedule.php"; 

 ?> 

</div> 

</body> 

</HTML> 
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【mypage.php】 

<?php 

//マイページ表示！！ 

//マイページ表示処理 

 require "session.php"; 

  

 $title = $user['name']."さんのページ"; 

?> 

<?php  require "head.php"; ?> 

 <div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; 

z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000; 

overflow: ;"> 

  <?php require "title.php"; ?> 

 </div> 

 

 <div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:180px; height:100px; 

z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; 

border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; overflow: ;"> 

  <?php require "user_info.php"; ?> 

 </div> 

  

 <div id="MyUpdate" style="position:absolute; left:10px; top:220px; width:180px; 

height:355px; z-index:3; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-style: solid; overflow: ;"> 

  <?php require "user_update.php"; ?> 

 </div> 

   

 <div id="MyTODO" style="position:absolute; left:200px; top:80px; width:600px; 

height:180px; z-index:7; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-color: #000000; border-style: solid; overflow: scroll;"> 

  <?php require "user_todo.php"; ?> 

 </div> 

 <div id="act" style="position:absolute; left:200px; top:280px; width:600px; height:150px; 

z-index:5; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000; 

border-style: solid; overflow: ;"> 
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  <?php require "act.php"; ?> 

 </div> 

 <div id="Schedule" style="position:absolute; left:200px; top:450px; width:600px; 

height:120px; z-index:6; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-style: solid;" class="base" overflow: ;> 

  <?php require "schedule.php"; ?> 

 </div> 

<?php require "futta.php"; ?> 

 

【datearead.php】 

<?php 

 

 //DB接続 

 require "db_con.php"; 

 //ユーザ情報 

  $sql = "SELECT * FROM user where id ='$_SESSION[ssid]'"; 

  $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。 : $sql.". 

mysql_error()); 

   $user = mysql_fetch_array($result); 

      //var_dump($user); 

 //ユーザリスト 

  $sql = "SELECT * FROM user"; 

   $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。: 

$sql.". mysql_error()); 

    $u=0; 

    while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

        $users[$u]=$row; 

     $id_name[$row['id']] = $row['name'];  

     $u++; 

    } 

    $users_num = 

mysql_num_rows($result);//var_dump($users_num);  

 //MyTODO 

  $sql = "SELECT * FROM todo where user = '$_SESSION[ssid]' and flag = 0 order 

by 'deadline'";//〆切近い順にソートして取得 

  $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。 : $sql.". 
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mysql_error()); 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

       $todo["$row[no]"]=$row; 

   }//var_dump($todo); 

   $todo_num = mysql_num_rows($result); 

 

 //My履歴 

  $sql = "SELECT * FROM todo where user = '$_SESSION[ssid]' and flag = 1 order 

by 'update' desc";//更新日時順（降順）にソートして取得 

  $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。 : $sql.". 

mysql_error()); 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

       $update["$row[no]"]=$row; 

   }//var_dump($update); 

   $up_date_num = mysql_num_rows($result); 

 //活動一覧 

  //活動分類名読込 

   $sql = "SELECT * FROM show_act"; 

   $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。: 

$sql.". mysql_error()); 

    while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

        $act["$row[no]"]=$row; 

    }//var_dump($act); 

  //活動名読込 

   $sql = "SELECT * FROM act"; 

   $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。: 

$sql.". mysql_error()); 

    while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

        $act_all["$row[no]"]=$row; 

     $full_name["$row[no]"] = $row[name]; //活動フル名 

     $db_name["$row[no]"] = $row[db_name];//dbテーブ

ル名 

     $s_name["$row[no]"] = $row[s_name];  //活動略名 

    }//var_dump($s_name);  

 //スケジュール読込 

  //日時処理 
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  $today = getdate(); 

  $timestamp = 

mktime($today['hours'],$today['minutes'],$today['seconds'],$today['mon'],$today['mday'],$today['year']

); 

  setlocale(LC_ALL, 'ja_JP');//日本語に設定←動いてない orz 

   

   $sql = "SELECT * FROM schedule order by act_date,act_time";//日時順、

時間順（昇順）にソートして取得 

   $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。: 

$sql.". mysql_error()); 

    while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

        $sche["$row[no]"] = $row; 

    }// var_dump($sche); 

 //伝言数読込み 

  $letter_num = 0;//未読伝言数 

  $sql = "SELECT * FROM letter where get_user ='$_SESSION[ssid]' order by 

up_date desc"; 

  $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。 : $sql.". 

mysql_error()); 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

       $letter["$row[no]"]=$row; 

    if($row['flag'] == 0){ 

     $letter_num++; 

    } 

   }//var_dump($letter); 

   $let = mysql_num_rows($result);//ユーザ伝言数（未読既読総計） 

    

 // DB閉じる 

 mysql_close($connection); 

 $kengen = $user[$actno[$t_name]+2]; 

?> 

 

【head.php】 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 
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<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-jp"> 

<title><?php echo $title; ?></title> 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

<!-- 

function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized 

  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { 

    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }} 

  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); 

} 

MM_reloadPage(true); 

//--> 

</script> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

.base {font-size: 12px} 

.style2 {font-size: 12px; font-weight: bold; } 

hr{color: #FFCC00;} 

 

--> 

</style> 

</head> 

<body bgcolor=#FF9933;> 

 

【title.php】 

<span class="base"> 

<table width=800 height=60px border=0> 

   <tr> 

    <td rowspan="2"> 

   <a href="http://www.et.soft.iwate-pu.ac.jp/" target="_blank"><img 

src="../img/logo.gif" align="middle" alt="鈴木研ＨＰへ"></a> 

  </td> 

    <td><div align=right><?php echo "$_SESSION[ssid]"; ?>のページ<br><?php echo 

date('y/m/d H:i:s'); ?></div></td> 

   </tr> 

   <tr> 
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    <td><!--<div align=right> 検 索 フ ォ ー ム <input type="text" 

name="textfield"><input type="submit" name="search" value="検索"></div>--></td> 

   </tr> 

</table> 

</span> 

 

【futta.php】 

</body> 

</html> 

 

 

 

【user_info.php】 

  <table width=180 height=100 border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

    <tr> 

      <td bordercolor="#FFCC33" bgcolor="#FFCC33" class="style2">ユーザ情報</td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <form action="./mypage.php" method="post"><td><span class="base"><input type="submit" 

name="logout" value="  ログアウト  "><br><input type="submit" name="top" value="Myページ

TOPへ"><br> 

  ■TODOが<?php echo $todo_num ?>件あります<br> 

  ■未読伝言が<?php echo $letter_num ?>件あります<br> 

  －<a href="./read_letter.php">伝言を読む</a><br> 

  －<a href="./send_letter.php">伝言を送る</a> 

   </span></td> 

   </form> 

    </tr> 

  </table> 

 

【user_todo.php】 

  <table width="580" height="160" border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

    <tr> 

      <td width="587" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#FFCC33"><span class="style2">MyTODO

（〆切日順）</span></td> 

    </tr> 
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    <tr> 

      <td height="115"><span class="base"> 

    <?php 

   if($todo){ 

    foreach($todo as $value){ 

     print " ■ 【 <a 

href='./act_itiran.php?mode=".$db_name[$todo[$value['no']]['act_no']]."'>".$full_name[$todo[$value['no

']]['act_no']]."</a>】 

       <a 

href='./act_shosai.php?mode=".$db_name[$todo[$value['no']]['act_no']]."&date=".$todo[$value['no']]['ac

t_date']."'>".$todo[$value['no']]['act_date']."</a>の" 

      

 .$todo[$value['no']]['act_data'].""; 

    

 if(strcmp(date("Y-m-d"),$todo[$value['no']]['deadline']) > 0){ 

      print "<strong><font color='red'>( 〆 切

".$todo[$value['no']]['deadline'].")〆切が過ぎてます!!</font></strong><br><br>"; 

     }else{ 

      print "( 〆 切

".$todo[$value['no']]['deadline'].")<br><br>"; 

      

     } 

     $i++; 

    } 

   }else{ 

    print"<strong>現在 TODOはありません</strong>"; 

   } 

    ?> 

 </tr></table> 

 

【user_update.php】 

  <table width="180" height=325 border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

    <tr> 

      <td bgcolor="#FFCC33"><span class="style2">My履歴（更新日順）</span></td> 

    </tr> 

    <tr> 



 

 33 

      <td height="300" valign="top"><span class="base"><BR> 

 

   <?php 

    if($update){ 

   foreach($update as $value){ 

    print " ■ 【 <a 

href='./act_itiran.php?mode=".$db_name[$update[$value['no']]['act_no']]."'>".$full_name[$update[$val

ue['no']]['act_no']]."</a>】 

     <a 

href='./act_shosai.php?mode=".$db_name[$update[$value['no']]['act_no']]."&date=".$update[$value['no'

]]['act_date']."'>".$update[$value['no']]['act_date']."</a>の" 

     .$update[$value['no']]['act_data']." を 更 新

（".$update[$value['no']]['update']."）<br><br>"; 

   } 

  }else{ 

    print"<strong><BR><BR>現在履歴はありません</strong>"; 

  } 

   ?> 

   </span></td> 

    </tr> 

  </table> 

 

【【【【act.phpact.phpact.phpact.php】】】】    

  <table width="600" height="153" border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

    <tr> 

      <td width="592" bgcolor="#FFCC33"><span class="style2">活動一覧</span></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td><span class="base"> 

   <?php 

    require "db_con.php"; 

  foreach($act as $value){ 

   print "■<strong>".$act[$value['no']]['name']."</strong>"; 

   foreach($act_all as $value2){ 

    if($value['no'] == $act_all[$value2['no']]['bunrui']){ 

     $sql = "select * from 
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".$act_all[$value2['no']]['db_name'].""; 

     if(mysql_query($sql)){//テーブルがあるかどうか判定 

      print " －  <a 

href='./act_itiran.php?mode=".$act_all[$value2['no']]['db_name']."'>".$act_all[$value2['no']]['name']."</

a>"; 

     }else{ 

      print " － 

".$act_all[$value2['no']]['name'].""; 

     } 

    } 

   } 

   print "<br><br>"; 

  } 

   ?> 

 </tr> 

  </table> 

 

【act_itilan.php】 

<?php 

//一覧表示！！ 

//マイページ表示処理 

 

 require "session.php"; 

  

 //活動名読込 

 if($_GET['mode']){ 

  $t_name = $_GET['mode']; 

 }elseif(($_POST['mode'])){ 

  $t_name = $_POST['mode']; 

 }else{ 

  header("Location: mypage.php"); 

 } 

  

 

  

 //活動テーブル情報読込み 
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 require "db_con.php"; 

  $sql = "SELECT * FROM ".$t_name." order by no";//日時順、時間順（昇順）にソー

トして取得 

  $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL構文に

エラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

    $itiran_data[$i]=$row; 

    $i++; 

   }//var_dump($itiran_data); 

  //フィールド数  

  $fnum = mysql_num_fields($result); 

  /*for($i=0;$i<$fnum;$i++){ 

   $f_no[$i] = mysql_field_name($result,$i); 

  }*/ 

  $actno = array_flip($db_name); 

  //レコード数 

  $rnum = mysql_num_rows($result);  

  

  //フィールド名 

  $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type"; 

  $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL構文に

エラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

    $f_name[$i]=$row['data_name']; 

    $i++; 

   }  

 

 // DB閉じる 

 mysql_close($connection); 

  

 $title = "【".$full_name[$actno[$t_name]]."】一覧表示ページ"; 

 

?> 

 <?php  require "head.php"; ?> 
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 <div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; 

z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000; 

overflow: ;"> 

  <?php require "title.php"; ?> 

 </div> 

 

 <div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:180px; height:100px; 

z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; 

border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; overflow: ;"> 

  <?php require "user_info.php"; ?> 

 </div> 

  

 <div id="MyUpdate" style="position:absolute; left:10px; top:220px; width:180px; 

height:355px; z-index:3; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-style: solid; overflow: ;"> 

  <?php require "user_update.php"; ?> 

 </div> 

 

 <div id="itiran_table" style="position:absolute; left:200px; top:80px; width:620px; 

height:480px; z-index:5; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-style: solid;">   

   <table width="620" border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

     <tr bgcolor="#FFCC33"> 

       <form method="post" action="./add_itiran.php?mode=<?php echo $t_name;?>"> 

    <td height="20" colspan="<?php echo "$fnum";?>" class="base" scope="col"> 

     <strong>【<?php echo $full_name[$actno[$t_name]]; ?>】活動一覧ペー

ジ</strong>     <?php if($kengen==2){echo "<input type='submit' value='追加する'>";}?> 

    </td> 

    </form> 

  </tr> 

     <tr bgcolor="#FFCC99" class="base"> 

    <?php //フィールド出力 

   for($i=0;$i<$fnum;$i++){ 

    print "<th width='100' height='20' class='base' 

scope='col'>".$f_name[$i]."</th>"; 

   } 
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  ?> 

     </tr> 

  <?php //内容出力 

   for($i=0;$i<$rnum;$i++){ 

      print "<tr class='base'>"; 

    for($j=0;$j<$fnum;$j++){ 

     //no,日時,最終更新日は表示 

     if($f_name[$j]=='no'){ 

      print "<th width='100' height='20' 

class='base' scope='row'><a 

href='./act_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".substr($itiran_data[$i]['date_time'],0,10)."'> 

       第 ".$itiran_data[$i]['no']." 回

</a></th>"; 

     }elseif($f_name[$j]=='日時'){ 

      print "<th width='150' height='20' 

class='base' scope='row'><a 

href='./act_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".substr($itiran_data[$i]['date_time'],0,10)."'>" 

      

 .$itiran_data[$i]['1']."</a></th>"; 

     }elseif($f_name[$j]=='最終更新日'){ 

      print "<th width='150' height='20' 

class='base' scope='row'>".$itiran_data[$i]['last_update']."</th>"; 

     } 

     //それ以外は可否表示 

     elseif($itiran_data[$i][$j] == NULL or 

$itiran_data[$i][$j] == '0'){ 

      print "<td width='100' height='20' 

align='center' valign='middle'>-</td>"; 

     }else{ 

      print "<td width='100' height='20' 

align='center' valign='middle'>○</td>"; 

     } 

    } 

    print "</tr>"; 

   } 

  ?> 
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     </tr> 

   </table> 

 </div> 

 

</body> 

</html> 

 

【add_itilan.php】 

<?php 

//日程、タスク追加!! 

//マイページ表示処理 

 require "session.php"; 

  

 //活動名読込 

 if($_GET['mode']){ 

  $t_name = $_GET['mode']; 

 }elseif($_POST['mode']){ 

  $t_name = $_POST['mode']; 

 }else{ 

  header("Location: mypage.php"); 

 } 

 

 //活動テーブル情報読込み 

 require "db_con.php"; 

  $sql = "SELECT * FROM ".$t_name." order by no";//日時順、時間順（昇順）にソー

トして取得 

  $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL構文に

エラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

    $itiran_data[$i]=$row; 

    $i++; 

   }//var_dump($itiran_data); 

   //フィールド数  

   $fnum = mysql_num_fields($result); 

   $actno = array_flip($db_name); 



 

 39 

   //フィールド名 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_field_name($result,$i)){ 

    $itiran_name[$i]="`$row`"; 

    $i++; 

   } 

  //レコード数 

  $rnum = mysql_num_rows($result); 

  //フィールドタイプ名 

  $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type"; 

  $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL構文に

エラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

    $f_name[$i]=$row['data_name']; 

    $i++; 

   }  

   

 //活動追加タイプ読込み 

 require "db_con.php"; 

 $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type"; 

 $result = mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

  $i=0; 

  while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

   $add_type[$i]=$row; 

   $i++; 

  }//var_dump($add_type); 

  $tnum = mysql_num_rows($result); 

 

  

 //データ追加！！ 

 if($_POST['add']){ 

  $act_date = "".$_POST['year']."-".$_POST['month']."-".$_POST['day']."";//活動日時 

  $act_time = "".$_POST['hour'].":".$_POST['min'].":00";//活動時間 

  $act_datetime = str_replace(',',' ',$act_date.",".$act_time); 
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  //入力エラーチェック 

  if(!ereg("^[0-9]*$",$_POST['no']) or $_POST['no']==NULL){ 

   $error .= "noは半角数字で入力してください<BR>"; 

  }//エラーチェック 2 

  elseif(!checkdate($_POST['month'],$_POST['day'],$_POST['year'])){ 

   $error .= "活動日時が不正な日付です。修正してください。<br>"; 

  } 

  //エラーチェック 3 

  else{ 

   require "db_con.php"; 

   $sql = "select * from ".$t_name." where date_time like '".$act_date."%' or 

no = ".$_POST['no'].""; 

   $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。: 

$sql.". mysql_error()); 

   $er = mysql_num_rows($result); 

   if($er != 0){ 

    $error.="no または日時が既に存在します。修正してください。

<br>"; 

   } 

  } 

   

  //追加要素生成 

  $f_data = array("'".$_POST['no']."'","'".$act_datetime."'");//回、日時 

  for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){//その他 

   if(($add_type[$a]['data_type'] == 'file' or $add_type[$a]['data_type'] == 

'img')) { 

    if(!empty($_FILES) 

and !$_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['error'] and 

is_uploaded_file($_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['tmp_name'])){ 

     $f_data[] = 1; 

    }else{ 

     $f_data[] = 0; 

    } 

   }else{ 

    $f_data[] = "'".$_POST[$f_name[$a]]."'"; 

   } 
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  } 

  //エラーェック 4 

  for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){ 

  

 if(!checkdate($_POST['d_month'.$a],$_POST['d_day'.$a],$_POST['d_year'.$a]) and 

($f_data[$a] == "''")){ 

    $error .=  "".$f_name[$a]."の〆切の日付が不正です。修正して

ください。<br>"; 

   }else{ 

    $deadline[$a] = 

"".$_POST['d_year'.$a]."-".$_POST['d_month'.$a]."-".$_POST['d_day'.$a].""; 

   } 

  }  

 

 

  //エラーがなかったら DBに登録 

  if($error==NULL){ 

   require "db_con.php"; 

   //scheduleテーブルに追加 ok 

   $sql = "INSERT INTO schedule ( no , act_no , act_date , act_time) 

   VALUES ('', '".$actno[$t_name]."','".$act_date."', '".$act_time."' )"; 

   

   $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。: 

$sql.". mysql_error());   

    

   //一覧テーブルに追加 ok 

   $f_data[] = "NOW()"; 

   $sql = "insert into `$t_name` (".implode(',',$itiran_name).") 

values(".implode(',',$f_data).")"; 

   $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。: 

$sql.". mysql_error());   

    

   for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){ 

    $t_user = substr($_POST[$a],0,8); 

    if($f_data[$a] == "''"){ 

     //todoテーブルに書き込み０ 
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     $sql = "INSERT INTO `todo` ( `no` , `user` , 

`act_no` ,`act_date`, `act_data` , `deadline` , `update` , `flag` ) 

      VALUES ('', '".$t_user."', 

'".$actno[$t_name]."', '".$act_date."', '".$f_name[$a]."', '".$deadline[$a]."', NOW(), '0' )"; 

     mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエラーがあり

ます。: $sql.". mysql_error()); 

    }elseif(($add_type[$a]['data_type'] == 'file' or 

$add_type[$a]['data_type'] == 'img') and $f_data[$a] != 0){ 

     if(!empty($_FILES) 

and !$_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['error'] and 

is_uploaded_file($_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['tmp_name'])){ 

      $f = 

explode('.',$_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['name']); 

      $uploaddir = "./file/".$t_name."/"; 

      $uploadfile = $uploaddir. 

$_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['name']; 

     

 if(move_uploaded_file($_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['tmp_name'], $uploadfile)){//ア

ップロード 

      //ファイルテーブルに書き込み 

      $sql = "insert into file 

(no,act_no,act_date,file_name,file_type,task_no,up_date,up_user) 

      

 values('','".$actno[$t_name]."','".$act_date."','".$f[0]."','".$f[1]."','".$taskno."',now(),'".$_SESSI

ON['ssid']."')"; 

       mysql_query($sql) or die ("SQL

構文にエラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

      //todoテーブルに書き込み１ 

      $sql = "INSERT INTO `todo` ( `no` , 

`user` , `act_no` ,`act_date`, `act_data` , `deadline` , `update` , `flag` ) 

       VALUES ('', 

'".$_SESSION[ssid]."', '".$actno[$t_name]."', '".$act_date."', '".$f_name[$a]."', '".$deadline[$a]."', NOW(), 

'1' )"; 

      mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエ

ラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

       



 

 43 

      }else{ 

       echo "upload error!" and die; 

      } 

     }else{ 

      echo "http upload error!" and die; 

     } 

    }else{ 

     //todoテーブルに書き込み１ 

     $sql = "INSERT INTO `todo` ( `no` , `user` , 

`act_no` ,`act_date`, `act_data` , `deadline` , `update` , `flag` ) 

      VALUES ('', '".$_SESSION[ssid]."', 

'".$actno[$t_name]."', '".$act_date."', '".$f_name[$a]."', '".$deadline[$a]."', NOW(), '1' )"; 

     mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエラーがあり

ます。: $sql.". mysql_error()); 

    } 

     

   } 

   header("Location: act_itiran?mode=".$t_name.""); 

  } 

 } 

 // DB閉じる 

 mysql_close($connection); 

 $title = "【".$full_name[$actno[$t_name]]."】追加ページ"; 

?> 

 

 

<?php  require "head.php"; ?> 

 <div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; 

z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000; 

overflow: ;"> 

  <?php require "title.php"; ?> 

 </div> 

 

 <div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:180px; height:100px; 

z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; 

border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; overflow: ;"> 
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  <?php require "user_info.php"; ?> 

 </div> 

  

 <div id="MyUpdate" style="position:absolute; left:10px; top:220px; width:180px; 

height:355px; z-index:3; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-style: solid; overflow: ;"> 

  <?php require "user_update.php"; ?> 

 </div> 

 

 <div id="itiran_table" style="position:absolute; left:200px; top:80px; width:700px; 

height:450px; z-index:5; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-style: solid;">   

  <table border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

  <tr bgcolor="#FFCC33"> 

  <td colspan=<?php echo $fnum; ?>  height="20" class="base" 

scope="col"><strong> 【 <?php echo $full_name[$actno[$t_name]]; ?> 】 新 規 追 加 フ ォ ー ム

</strong></td></tr> 

  <!--説明追加--> 

  <tr><td colspan=<?php echo $fnum; ?> class="base" scope="col"> 

  <font color=red>入力説明<BR></font> 

  <strong> 

  ■このフォームでは新規活動日程を追加し、タスクの割当てを行います。

<BR></strong> 

  ‐「省略できません」の要素は、入力しないと新規活動日程を追加できません。<BR> 

  ‐タスク割当とはタスクの登録をユーザに割当てることです。〆切日時も設定します。

<BR> 

  ‐「省略できません」以外の要素の入力はこの時点では任意です。<BR> 

  ‐省略する場合ははタスクの割当てと〆切を設定してください<BR> 

  ‐入力・タスク割当が終了したら追加ボタンを押してください<BR> 

  </td><tr> 

  <?php 

   if($error){ 

    print "<tr bgcolor='' class='base'><td 

colspan='".$fnum."'><font color=red>エラー</font><br>".$error."</td></tr>"; 

   } 

  ?> 
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  <tr bgcolor="#FFCC99" class="base"><td width="100"> 要 素 名 </td><td 

width=200>入力</td><td>タスク割当</td><td colspan=<?php echo $fnum; ?>>〆切設定</td></tr> 

  <?php 

   //追加フォーム表示 

   print "<form method='post' enctype='multipart/form-data' 

action='add_itiran.php?mode=".$t_name."'>"; 

    

   for($i=0;$i<$tnum;$i++){ 

    print "<tr class='base'>"; 

    if($add_type[$i]['flag'] == 1){ 

     print "<td><font color=red> ※

</font>".$add_type[$i]['data_name']."<BR>(".$add_type[$i]['text'].")</td>"; 

    }else{ 

     print 

"<td>".$add_type[$i]['data_name']."<BR>(".$add_type[$i]['text'].")</td>"; 

    } 

    //テキストエリア 

    if($add_type[$i]['data_type'] == textarea){ 

     print "<td><textarea 

name=".$add_type[$i]['data_name']." rows='5' 

cols='30'>".$_POST[$add_type[$i]['data_name']]."</textarea></td>"; 

    } 

    //最終更新日ならスルー 

    elseif($add_type[$i]['data_name'] == '最終更新日'){ 

     print "<td></td>"; 

    } 

    //テキスト 

    elseif(ereg("text",$add_type[$i]['data_type'])){ 

     print "<td><input 

type=".$add_type[$i]['data_type']." name=".$add_type[$i]['data_name']." size='40' 

value='".$_POST[$add_type[$i]['data_name']]."'></td>"; 

    } 

    //アップロード 

    elseif($add_type[$i]['data_type'] == 'file' or 

$add_type[$i]['data_type'] == 'img'){ 

     print "<td><input type='file' 
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name=".$add_type[$i]['data_name']."></td>"; 

    } 

    //日時セレクタ 

    elseif($add_type[$i]['data_type'] == 'datetime'){ 

     print "<td><select name='year'>"; 

      for($c=2004;$c<2009;$c++){ 

       if($_POST['year'] && 

$_POST['year']==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       elseif($c == date('Y')){print 

"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>年"; 

       print "<select name='month'>" ; 

      for($c=1;$c<13;$c++){ 

       if($_POST['month'] && 

$_POST['month']==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       elseif($c == date('n')){print 

"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>月"; 

       print "<select name='day'>"; 

      for($c=1;$c<32;$c++){ 

       if($_POST['day'] && 

$_POST['day']==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       elseif($c == date('j')){print 

"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>日"; 

       print "<br><select 

name='hour'>"; 
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      for($c=0;$c<24;$c++){ 

       if($_POST['hour'] && 

$_POST['hour']==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       elseif($c == date('G')){print 

"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>時"; 

       print "<select name='min'>"; 

      for($c=0;$c<60;$c+=10){ 

       if($_POST['min'] && 

$_POST['min']==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>分</td>"; 

    } 

    if($add_type[$i]['flag'] == 1){ 

     print "<td>省略できません</td>"; 

    } 

    //最終更新日ならスルー 

    elseif($add_type[$i]['data_name'] == '最終更新日'){ 

     print "<td></td>"; 

    } 

    //それ以外 

    else{ 

     //タスク担当者セレクタ 

     print "<td><select name=".$i.">"; 

     for($u=0;$u<$users_num;$u++){ 

      if($_POST[$i] == 

"".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")"){ 

       print "<option 

selected>".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")</option>"; 

      }else{ 

       print 
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"<option>".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")</option>"; 

      } 

     } 

     print "</select></td>"; 

     //〆切セレクタ 

     print "<td><select name='d_year".$i."'>"; 

      for($c=2004;$c<2009;$c++){ 

       if($_POST['d_year'.$i] && 

$_POST['d_year'.$i]==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       elseif($c == date('Y')){print 

"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>年"; 

       print "<select 

name='d_month".$i."'>" ; 

      for($c=1;$c<13;$c++){ 

       if($_POST['d_min'.$i] && 

$_POST['d_min'.$i]==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       elseif($c == date('n')){print 

"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>月"; 

       print "<select 

name='d_day".$i."'>"; 

      for($c=1;$c<32;$c++){ 

       if($_POST['d_day'.$i] && 

$_POST['d_day'.$i]==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       elseif($c == date('j')){print 

"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";}; 

      } 
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       print "</select>日</td>"; 

     

    } 

    print "</tr>"; 

   } 

   print "<tr><td colspan=10><input type='reset' value='クリア '><input 

type='submit' name='add' value='追加'><input type='hidden' name='mode' value='".$t_name."'> 

     <font color=red>※</font>以外は省略可（タスク割当

を実施してください）<td></tr>"; 

   print "</form>"; 

  ?> 

  </tr></table> 

   <table width="620" border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

     <tr bgcolor="#FFCC33"> 

       <form method="post" action="./act_itiran.php?mode=<?php echo $t_name;?>"> 

    <td height="20" colspan="13" class="base" scope="col"><strong><input 

type="submit" value="やっぱやめる"> 【<?php echo $full_name[$actno[$t_name]]; ?>】既存データ

</strong></td> 

    </form> 

  </tr> 

     <tr bgcolor="#FFCC99" class="base"> 

    <?php //フィールド出力 

   for($i=0;$i<$fnum;$i++){ 

    print "<th width='100' height='20' class='base' 

scope='col'>".$f_name[$i]."</th>"; 

   } 

  ?> 

     </tr> 

  <?php //内容出力 

  if($rnum != 0){ 

   for($i=0;$i<$rnum;$i++){ 

      print "<tr class='base'>"; 

    for($j=0;$j<$fnum;$j++){ 

     //no,日時,最終更新日は表示 

     if($f_name[$j]=='no'){ 

      print "<th width='100' height='20' 
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class='base' scope='row'><a 

href='./act_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".substr($itiran_data[$i]['date_time'],0,10)."'> 

       第 ".$itiran_data[$i]['no']." 回

</a></th>"; 

     }elseif($f_name[$j]=='日時'){ 

      print "<th width='150' height='20' 

class='base' scope='row'><a 

href='./act_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".substr($itiran_data[$i]['date_time'],0,10)."'>" 

      

 .$itiran_data[$i]['1']."</a></th>"; 

     }elseif($f_name[$j]=='最終更新日'){ 

      print "<th width='150' height='20' 

class='base' scope='row'>".$itiran_data[$i]['last_update']."</th>"; 

     } 

     //それ以外は可否表示 

     elseif($itiran_data[$i][$j] == NULL or 

$itiran_data[$i][$j] == '0'){ 

      print "<td width='100' height='20' 

align='center' valign='middle'>-</td>"; 

     }else{ 

      print "<td width='100' height='20' 

align='center' valign='middle'>○</td>"; 

     } 

    } 

    print "</tr>"; 

   } 

  }else{ 

   print "<tr class=base><td>現在登録されているデータはありません

</td></tr>"; 

  } 

  ?> 

     </tr></table> 

 </div> 

 <br><br> 

 <?php require "futta.php";?> 
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【act_shosai.php】 

<?php 

//詳細表示ページ！！ 

//マイページ表示処理 

 require "session.php"; 

  

 //活動名、活動日読込 

 if(!isset($_GET['mode'])){ 

  header("Location: mypage.php"); 

 }else{ 

  $t_name = $_GET['mode']; 

  $t_date = $_GET['date']; 

 }//echo "$t_name:$t_date"; 

 

 //活動テーブル情報読込み 

 require "db_con.php"; 

  $sql = "SELECT * FROM ".$t_name." where date_time like '$t_date%'";//dateのデ

ータ読込み 

  $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");//die ("SQL構文に

エラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

   $t_data = mysql_fetch_array($result); 

      //var_dump($t_data); 

  //不正な日付ならふっとばす 

  if(mysql_num_rows($result) == 0){ header("Location: 

act_itiran.php?mode=".$t_name."");} 

 

  //フィールド数 

  $fnum = mysql_num_fields($result); 

  //活動番号 

  $actno = array_flip($db_name);//var_dump($actno); 

  //フィールド名 

  $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type"; 

  $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL構文に

エラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 
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    $f_name[$i]=$row['data_name']; 

    $f_type[$i]=$row['data_type']; 

    $i++; 

   }//var_dump($f_type); 

  //ファイル読込み  

  $sql = "SELECT * FROM file where act_date = '$t_date' and act_no = 

'$actno[$t_name]'"; 

  $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL構文に

エラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

       $files_doc[$i]=$row['file_name'].".".$row['file_type']; 

    $i++; 

   }//var_dump($files_doc); 

   $files_num = $i; 

 // DB閉じる 

 mysql_close($connection); 

  

 $title = "【".$full_name[$actno[$t_name]]."】 ".$t_date."詳細表示ページ";  

?> 

 

<?php require "head.php"; ?> 

 <div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; 

z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000;"> 

  <?php require "title.php"; ?> 

 </div> 

  

 <div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:150px; height:100px; 

z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; 

border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

  <?php require "user_info.php"; ?> 

 </div> 

  

 <div id="MyUpdate" style="position:absolute; left:10px; top:220px; width:150px; 

height:346px; z-index:3; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-style: solid;"> 
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  <?php require "user_update.php"; ?> 

 </div> 

 

 <div id="shosai_data" style="position:absolute; left:200px; top:80px; width:589px; 

height:452px; z-index:5; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000;"> 

  <table width="592" border="0" bordercolor="#FF9900" bgcolor="#FF9900"> 

       <tr> 

         <th width="254" bordercolor="#FF9933" bgcolor="#FFCC00" scope="col"><span 

class="style3"><?php echo " 第 ".$t_data['no']." 回 <a 

href='./act_itiran.php?mode=".$t_name."'>".$full_name[$actno[$t_name]]."</a>"; ?></span></th> 

         <td width="252" align="right" bordercolor="#FF9933" bgcolor="#FF9900" 

scope="col"><span class="base"></span></td> 

         <form method="post" action="add_shosai.php<?php echo 

"?mode=".$t_name."&date=".$t_date.""; ?>"><td width="150" align="right" bgcolor="#FFCC33" 

scope="col"><span class="base"><?php if($kengen!=0)print "<input type='submit' name='add' value='

編集する'>";?><br>最終更新日：<?php echo $t_data['last_update']?></span></td></form> 

       </tr> 

     </table> 

   <table width="591" border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

     <tr bgcolor="#FFCC99"> 

       <td colspan="2"><span class="base"><strong>情報ゾーン</strong></span></td> 

     </tr> 

  <form method="post" ENCTYPE="multipart/form-data" action=""> 

  <?php 

   for($i=1;$i<$fnum;$i++){ 

       print "<tr class='base'>"; 

    print "<td width='100'><strong> ■

".$f_name[$i]."</td></storong>"; 

     if($t_data[$i] == NULL or $t_data[$i] == '0'){ 

      print "<td width='400'>－</td>"; 

     }elseif($f_type[$i]=='img'){//ファイルタイプが img だ

ったらサムネイル表示 

      print "<td width='400'>"; 

      for($j=0;$j<$files_num;$j++){ 

       if(ereg(".JPG$",$files_doc[$j]) 
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or ereg(".jpg$",$files_doc[$j]) or ereg(".jepg$",$files_doc[$j]) or ereg(".png$",$files_doc[$j]) or 

ereg(".gif$",$files_doc[$j]) or ereg(".bmp$",$files_doc[$j])){ 

         print "<a 

href='./file/".$t_name."/".$files_doc[$j]."' target=_'blank'> 

         <img 

src='gdthumb.php?path=file/".$t_name."/".$files_doc[$j]."'></a>"; 

       } 

      } 

      print "</td>"; 

     }elseif($f_type[$i]=='file'){//ファイルタイプが file だ

ったら DL用にリンク 

      print "<td width='400'>"; 

      for($j=0;$j<$files_num;$j++){ 

       if(ereg(".doc$",$files_doc[$j]) or 

ereg(".xls$",$files_doc[$j]) or ereg(".ppt$",$files_doc[$j]) or ereg(".pdf$",$files_doc[$j])){ 

        print "<a 

href='./file/".$t_name."/".$files_doc[$j]."' target=_'blank'> 

        

 ".$files_doc[$j]."<br>"; 

       } 

      } 

      print "</td>";  

     }else{ 

      print "<td 

width='400'>".nl2br($t_data[$i])."</td>"; 

     } 

    print "</tr>"; 

   } 

  ?> 

  </form> 

  <tr height=20></tr> 

  <?php require "comment.php"; ?> 

   </table> 

 </div> 

</body> 

</html> 
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【add_shosai.php】 

<?php 

//詳細追加ページ！！ 

//マイページ表示処理 

 require "session.php"; 

  

 //活動名、活動日読込 

 if(!isset($_GET['mode'])){ 

  header("Location: mypage.php"); 

 }elseif($_POST['mode']){ 

  $t_name = $_POST['mode']; 

  $t_date = $_POST['date'];   

 }else{ 

  $t_name = $_GET['mode']; 

  $t_date = $_GET['date']; 

 }//echo "$t_name:$t_date"; 

  

 //活動追加タイプ読込み 

 require "db_con.php"; 

 $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type"; 

 $result = mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

  $i=0; 

  while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

   $add_type[$i]=$row; 

   $i++; 

  }//var_dump($add_type); 

  $tnum = mysql_num_rows($result); 

 //活動テーブル情報読込み 

 require "db_con.php"; 

  $sql = "SELECT * FROM ".$t_name." order by no";//日時順、時間順（昇順）にソー

トして取得 

  $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL構文に

エラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

   //フィールド数  

   $fnum = mysql_num_fields($result); 
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   $actno = array_flip($db_name);    

   //フィールド名 

   $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type"; 

   $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die 

("SQL構文にエラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

    $i=0; 

    while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

     $f_name[$i]=$row['data_name']; 

     $f_type[$i]=$row['data_type']; 

     $i++; 

    }//var_dump($f_name); 

  //活動番号 

  $actno = array_flip($db_name);//var_dump($actno); 

  //ファイル読込み  

  

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 //データ更新！！ 

 if($_POST['add_up']){ 

  if($kengen==1){ 

   $act_datetime = $_POST['日時']; 

   $act_date = split(' ',$act_datetime); 

   $hms = split(':',$act_date[1]); 

   $Ymn = split('-',$act_date[0]); 

   $_POST['year'] = $Ymn[0]; 

   $_POST['month'] = $Ymn[1]; 

   $_POST['day'] = $Ymn[2]; 

   $_POST['hour'] = $hms[0]; 

   $_POST['min'] = $hms[1]; 

  } 

   

  $act_date = "".$_POST['year']."-".$_POST['month']."-".$_POST['day']."";//活動日時 

  $act_time = "".$_POST['hour'].":".$_POST['min'].":00";//活動時間 

  $act_datetime = str_replace(',',' ',$act_date.",".$act_time); 

  

  //入力エラーチェック・ 

  if(!ereg("^[0-9]*$",$_POST['no'])){ 
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   $error = "noは半角数字で入力してください<br>"; 

  }//エラーチェック 2 

  if(!checkdate($_POST['month'],$_POST['day'],$_POST['year'])){ 

   $error .= "活動日時が不正な日付です。修正してください。<br>"; 

  } 

  //エラーチェック 3 

  /*else{ 

   require "db_con.php"; 

   $sql = "select * from ".$t_name." where date_time like '".$act_date."%' or 

no = ".$_POST['no'].""; 

   $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。: 

$sql.". mysql_error()); 

   $er = mysql_num_rows($result); 

   if($er != 0){ 

    $error.="no または日時が既に存在します。修正してください。

<br>"; 

   } 

  }*/ 

  //エラチーェック 4 

  for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){ 

  

 if(!checkdate($_POST['d_month'.$a],$_POST['d_day'.$a],$_POST['d_year'.$a]) and 

($f_data[$a] == "''")){ 

    $error .=  "".$f_name[$a]."の〆切の日付が不正です。修正して

ください。<br>"; 

   }else{ 

    $deadline[$a] = 

"".$_POST['d_year'.$a]."-".$_POST['d_month'.$a]."-".$_POST['d_day'.$a].""; 

   } 

  } 

   

  if($error == NULL){ 

  //追加要素生成 

   $t_new = array("'".$_POST['no']."'","'".$act_datetime."'");//回、日時 

   for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){//その他 

    if(($add_type[$a]['data_type'] == 'file' or 
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$add_type[$a]['data_type'] == 'img')) { 

     if(!empty($_FILES)  

      and !$_FILES['file_'.$a]['error']  

      and 

is_uploaded_file($_FILES['file_'.$a]['tmp_name']) 

      ){ 

      $t_new[] = ++$_POST[$f_name[$a]]; 

      $_POST[$f_name[$a]]++; 

      //アップロード 

      $f = 

explode('.',$_FILES['file_'.$a]['name']); 

      $uploaddir = "./file/".$t_name."/"; 

      $uploadfile = $uploaddir. 

$_FILES['file_'.$a]['name']; 

     

 if(move_uploaded_file($_FILES['file_'.$a]['tmp_name'], $uploadfile)){//アップロード 

      //ファイルテーブルに書き込み 

      $taskno = $a; 

      $taskno++; 

      $sql = "insert into file 

(no,act_no,act_date,file_name,file_type,task_no,up_date,up_user) 

      

 values('','".$actno[$t_name]."','".$act_date."','".$f[0]."','".$f[1]."','".$taskno."',now(),'".$_SESSI

ON['ssid']."')"; 

       mysql_query($sql) or die ("SQL

構文にエラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

      } 

     }else{ 

      $t_new[] = $_POST[$f_name[$a]] + 0; 

     } 

    }else{ 

     $t_new[] = "'".$_POST[$f_name[$a]]."'"; 

    } 

   } 

   $t_new[] = "NOW()"; 

  } 
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  //エラーが無ければテーブルに追加 

  if($error==NULL){ 

   //scheduleテーブル更新（日時変更あれば）:ok 

   $sql = "select * from schedule where no = '".$_POST['s_no']."'"; 

   $s_old = mysql_fetch_array(mysql_query($sql)); 

   if($s_old['act_date'] != $act_date or $s_old['act_time'] != $act_time){ 

    $sql = "UPDATE schedule set act_date = '".$act_date."', 

act_time = '".$act_time."'  where no = '".$_POST['s_no']."'";   

    $result = mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエラーがあり

ます。: $sql.". mysql_error());  

   } 

   //一覧テーブル更新(更新されたものがあれば） 

   $sql = "select * from ".$t_name." where no = '".$_POST['t_no']."'"; 

   $t_old = mysql_fetch_array(mysql_query($sql)); 

   //$t_new = array("'".$_POST['no']."'","'".$act_datetime."'"); 

   //for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){ $t_new[] = "'".$_POST[$f_name[$a]]."'";} 

   //$t_new[] = "NOW()"; 

   if(count((array_diff($t_old,$t_new))) != 1){ 

    //$sql = "replace into  `$t_name`  

(".implode(',',$itiran_name).") values(".implode(',',$t_new).") select * from `$t_name` where no = 

`".$_POST['t_no']."`"; 

    $sql = "delete from $t_name where no = ".$_POST['t_no']." and 

date_time like ".$t_date.""; 

    mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。: 

$sql.". mysql_error());      

    $sql = "insert into $t_name (".implode(',',$itiran_name).") 

values(".implode(',',$t_new).")"; 

    mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。: 

$sql.". mysql_error());   

   } 

   //todo,$t_user テーブルに追加(TODO を履歴に flag を 0→1&act_date 変

更） 

   for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){ 

    $sql = "select * from todo where act_date = '".$t_date."' and 

act_data = '".$f_name[$a]."' and act_no = '".$actno[$t_name]."'"; 
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    $result = mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエラーがあり

ます。: $sql.". mysql_error()); 

     $do_old = mysql_fetch_array($result); 

    if($do_old == NULL){ 

     next; 

    } 

    else{   

     $t_user = substr($_POST[$a],0,8); 

     $deadline = 

"".$_POST['d_year'.$a]."-".$_POST['d_month'.$a]."-".$_POST['d_day'.$a]."";//タスク〆切 

     $do_new = array("'".$do_old['no']."'","'".$t_user."'", 

"'".$actno[$t_name]."'", "'".$act_date."'", "'".$f_name[$a]."'", "'".$deadline."'", "NOW()"); 

     if($_POST[$f_name[$a]]){ 

      $do_new[] = "1"; 

     }else{ 

      $do_new[] = "0"; 

     } 

     if(count((array_diff($do_old,$do_new)))){ 

      $sql = "delete from todo where no = 

'".$do_old['no']."'"; 

      mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエ

ラーがあります。: $sql.". mysql_error());      

      $sql = "insert into `todo` ( `no` , `user` , 

`act_no` ,`act_date`, `act_data` , `deadline` , `update` , `flag` ) values(".implode(',',$do_new).")"; 

      mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエ

ラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

     } 

    } 

   } 

   header("Location: act_shosai?mode=".$t_name."&date=".$t_date."");//更

新したら表示画面へ 

  } 

 }   

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  

 //活動テーブル情報読込み 
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  require "db_con.php"; 

  $sql = "SELECT * FROM ".$t_name." where date_time like '$t_date%'";//dateのデ

ータ読込み 

  $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");//die ("SQL構文に

エラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

   $t_data = mysql_fetch_array($result); 

   //var_dump($t_data); 

   $temp = split(" " ,$t_data['date_time']); 

   $old_date = split("-",$temp[0]); 

   $old_time = split(":",$temp[1]); 

   //var_dump($old_date); 

  //不正な日付ならふっとばす 

  if(mysql_num_rows($result) == 0){ header("Location: 

act_itiran.php?mode=".$t_name."");} 

 

  //フィールド数 

  $fnum = mysql_num_fields($result); 

  //活動番号 

  $actno = array_flip($db_name);//var_dump($actno); 

  //ファイル読込み  

  $sql = "SELECT * FROM file where act_date = '$t_date' and act_no = 

'$actno[$t_name]'"; 

  $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。 : $sql.". 

mysql_error()); 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

       $files_doc[$i]=$row['file_name'].".".$row['file_type']; 

    $i++; 

   }//var_dump($files_doc); 

   $files_num = $i; 

  //活動追加タイプ読込み 

  $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type"; 

  $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。 : $sql.". 

mysql_error()); 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 
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    $add_type[$i]=$row; 

    $i++; 

   }//var_dump($add_type); 

   $tnum = mysql_num_rows($result); 

  //編集スケジュール no 

  $sql = "SELECT * FROM schedule where act_date = '$t_date' and act_no = 

'$actno[$t_name]'"; 

  $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。 : $sql.". 

mysql_error()); 

  $s_data = mysql_fetch_array($result); 

 

  //ユーザ TODO 

  foreach($todo as $value){ 

   if($actno[$t_name] == $value['act_no'] and $t_date == 

$value['act_date'] ){ 

    $user_todo[] = $value['act_data']; 

   } 

  }//var_dump($user_todo); 

  //TODAYTODO 

  $sql = "SELECT * FROM todo where act_date = '$t_date' and act_no = 

$actno[$t_name] order by 'no'";//〆切近い順にソートして取得 

  $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。 : $sql.". 

mysql_error()); 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

       $today_todo[$i]=$row; 

    $task_u[$row['act_data']] = $row['user']; 

    $task_d[$row['act_data']] = $row['deadline']; 

    if($row['user'] == $_SESSION[ssid]){ $user_todo[] = 

$row['act_data'];} 

    $i++; 

   }//var_dump($today_todo);   

   

 if($kengen==0 or ($kengen==1 and !($user_todo))){ header("Location: 

act_shosai?mode=".$t_name."&date=".$t_date."");} 

 // DB閉じる 
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 mysql_close($connection); 

 $title = "【".$full_name[$actno[$t_name]]."】 ".$t_date."編集ページ";  

  

?> 

 

<?php require "head.php"; ?> 

 <div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; 

z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000;"> 

  <?php require "title.php"; ?> 

 </div> 

  

 <div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:150px; height:100px; 

z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; 

border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"> 

  <?php require "user_info.php"; ?> 

 </div> 

  

 <div id="MyUpdate" style="position:absolute; left:10px; top:220px; width:150px; 

height:346px; z-index:3; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-style: solid;"> 

  <?php require "user_update.php"; ?> 

 </div> 

 

<div id="shosai_data" style="position:absolute; left:200px; top:80px; width:589px; height:452px; 

z-index:5; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none 

#000000;"> 

 <table width="592" border="0" bordercolor="#FF9900" bgcolor="#FF9900"> 

      <tr> 

        <th width="254" bordercolor="#FF9933" bgcolor="#FFCC00" scope="col"><span 

class="style3"><?php echo "第".$t_data['no']."回".$full_name[$actno[$t_name]].""; ?></span></th> 

        <td width="252" align="right" bordercolor="#FF9933" bgcolor="#FF9900" scope="col"><span 

class="base"></span></td> 

        <form method="post" action="act_shosai.php?<?php echo 

"mode=".$t_name."&date=".$t_date.""; ?>"><td width="150" align="right" bgcolor="#FFCC33" 

scope="col"><span class="base"><input type="submit" name="add "value="やっぱやめる"><br>最終更

新日：<?php echo $t_data['最終更新日']?></span></td></form> 
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      </tr> 

    </table> 

  <table width="591" border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

 <tr bgcolor="#FFCC33"><td colspan=<?php echo $fnum; ?>  height="20" class="base" 

scope="col"><strong>編集フォーム</strong></td><tr> 

 <!--説明追加--> 

 <tr><td colspan=<?php echo $fnum; ?> class="base" scope="col"> 

 <font color=red>入力説明<BR></font> 

 <strong> 

 ■このフォームではタスクの登録を行います。<BR></strong> 

 ‐割当てられているタスクのみ登録・修正できるようになっています。<BR> 

 ‐入力が終わったら更新ボタンを押してください。<BR> 

 </td><tr> 

 <?php 

  //エラー表示 

  if($error){ 

   print "<tr bgcolor='' class='base'><td colspan='".$fnum."'><font 

color=red>エラー</font><br>".$error."</td></tr>"; 

  } 

 ?> 

 <tr bgcolor="#FFCC99" class="base"><td width="100">要素名</td><td width=200>データ

</td><td>担当者</td><td>〆切</td></tr> 

 <?php 

 //編集フォーム表示 

 print "<form method='post' enctype='multipart/form-data' 

action='add_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".$t_date."'>"; 

 //担当者用 

 if($kengen==1){ 

  for($i=0;$i<$tnum;$i++){ 

   print "<tr class='base'>"; 

   print "<td width='100'><strong> ■

".$add_type[$i]['data_name']."</td></storong>"; 

   if(in_array($add_type[$i]['data_name'],$user_todo)){ 

    //テキストエリア 

    if($add_type[$i]['data_type'] == textarea){ 

     print "<td><textarea 
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name=".$add_type[$i]['data_name']." rows='5' cols='30'>".$t_data[$i]."</textarea></td>"; 

    } 

    //最終更新日ならスルー 

    elseif($add_type[$i]['data_name'] == '最終更新日'){ 

     print "<td></td>"; 

    } 

    //テキスト 

    elseif(ereg("text",$add_type[$i]['data_type'])){ 

     print "<td><input 

type=".$add_type[$i]['data_type']." name=".$add_type[$i]['data_name']." size='40' 

value='".$t_data[$i]."'></td>"; 

    } 

    //アップロード 

    elseif($add_type[$i]['data_type'] == 'file' or 

$add_type[$i]['data_type'] == 'img'){ 

     print "<td><input type='file' 

name=file_".$i."></td>"; 

     print "<input type=hidden 

name='".$add_type[$i]['data_name']."' value='".$t_data[$i]."'>"; 

    } 

    //日時セレクタ 

    elseif($add_type[$i]['data_type'] == 'datetime'){ 

     print "<td><select name='year'>"; 

      for($c=2004;$c<2009;$c++){ 

       if($_POST['year'] && 

$_POST['year']==$c or $old_date[0] ==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>年"; 

       print "<select name='month'>" ; 

      for($c=1;$c<13;$c++){ 

       if($_POST['month'] && 

$_POST['month']==$c or $old_date[1] ==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 
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      } 

       print "</select>月"; 

       print "<select name='day'>"; 

      for($c=1;$c<32;$c++){ 

       if($_POST['day'] && 

$_POST['day']==$c  or $old_date[2] ==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>日"; 

       print "<br><select 

name='hour'>"; 

      for($c=0;$c<25;$c++){ 

       if($_POST['hour'] && 

$_POST['hour']==$c or $old_time[0] ==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>時"; 

       print "<select name='min'>"; 

      for($c=0;$c<60;$c+=10){ 

       if($_POST['min'] && 

$_POST['min']==$c or $old_time[1] ==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

       else{print 

"<option>".$c."</option>¥n";} 

      } 

       print "</select>分</td>"; 

    } 

    if($add_type[$i]['flag'] == 1){ 

     print "<td>‐</td><td>-</td>"; 

    }elseif($add_type[$i]['data_name'] == '最終更新日'){ 

     print "<td>‐</td><td>-</td>"; 

    }else{ 

    //タスク担当者 

    print "<td 

width=8><strong>".$task_u[$add_type[$i]['data_name']]."</strong><input type=hidden name=".$i." 
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value=".$task_u[$add_type[$i]['data_name']]."></td>"; 

    //〆切日 

    print 

"<td><strong>".$task_d[$add_type[$i]['data_name']]."</storong></td>"; 

     $d = split('-',$task_d[$add_type[$i]['data_name']]); 

     print "<input type=hidden name='d_year".$i."' 

value=".$d[0].">"; 

     print "<input type=hidden name='d_month".$i."' 

value=".$d[1].">"; 

     print "<input type=hidden name='d_day".$i."' 

value=".$d[2].">"; 

    } 

    print "</tr>"; 

   }else{ 

     if($t_data[$i] == NULL or $t_data[$i] == '0'){ 

      print "<td width='400'>－</td>"; 

     }elseif($f_type[$i]=='img'){//ファイルタイプが img だ

ったらサムネイル表示 

      print "<td width='400'>"; 

      for($j=0;$j<$files_num;$j++){ 

       if(ereg(".JPG$",$files_doc[$j]) 

or ereg(".jpg$",$files_doc[$j]) or ereg(".jepg$",$files_doc[$j]) or ereg(".png$",$files_doc[$j]) or 

ereg(".gif$",$files_doc[$j]) or ereg(".bmp$",$files_doc[$j])){ 

         print "<a 

href='./file/".$t_name."/".$files_doc[$j]."' target=_'blank'> 

         <img 

src='gdthumb.php?path=file/".$t_name."/".$files_doc[$j]."'></a>"; 

        $img_num++; 

       } 

       print "<input type=hidden 

name=".$add_type[$i]['data_name']." value=".$img_num.">"; 

      } 

      print "</td>"; 

     }elseif($f_type[$i]=='file'){//ファイルタイプが file だ

ったら DL用にリンク 

      print "<td width='400'>"; 
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      for($j=0;$j<$files_num;$j++){ 

       if(ereg(".doc$",$files_doc[$j]) or 

ereg(".xls$",$files_doc[$j]) or ereg(".ppt$",$files_doc[$j]) or ereg(".pdf$",$files_doc[$j])){ 

        print "<a 

href='./file/".$t_name."/".$files_doc[$j]."' target=_'blank'> 

        

 ".$files_doc[$j]."<br>"; 

        $doc_num++; 

       } 

       print "<input type=hidden 

name='".$add_type[$i]['data_name']."' value='".$doc_num."'>"; 

      } 

      print "</td>";  

     }else{ 

      print "<td 

width='400'>".nl2br($t_data[$i])."<input type=hidden name='".$add_type[$i]['data_name']."' 

value='".$t_data[$i]."'></td>"; 

     } 

    print "<td>".$task_u[$add_type[$i]['data_name']]."<input 

type=hidden name=".$i." value=".$task_u[$add_type[$i]['data_name']]."></td> 

     <td>".$task_d[$add_type[$i]['data_name']]."</td>"; 

     $d = split('-',$task_d[$add_type[$i]['data_name']]); 

     print "<input type=hidden name='d_year".$i."' 

value=".$d[0].">"; 

     print "<input type=hidden name='d_month".$i."' 

value=".$d[1].">"; 

     print "<input type=hidden name='d_day".$i."' 

value=".$d[2].">"; 

    print "</tr>";    

   } 

   

  } 

 } 

 

 //責任者用 

 elseif($kengen==2){ 
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  for($i=0;$i<$tnum;$i++){ 

   print "<tr class='base'>"; 

   if($add_type[$i]['flag'] == 1){ 

    print "<td><font color=red> ※

</font>".$add_type[$i]['data_name']."<BR>(".$add_type[$i]['text'].")</td>"; 

   }else{ 

    print 

"<td>".$add_type[$i]['data_name']."<BR>(".$add_type[$i]['text'].")</td>"; 

   } 

    

   //テキストエリア 

   if($add_type[$i]['data_type'] == textarea){ 

    print "<td><textarea name=".$add_type[$i]['data_name']." 

rows='5' cols='30'>".$t_data[$i]."</textarea></td>"; 

   } 

   //最終更新日ならスルー 

   elseif($add_type[$i]['data_name'] == '最終更新日'){ 

    print "<td></td>"; 

   } 

   //テキスト 

   elseif(ereg("text",$add_type[$i]['data_type'])){ 

    print "<td><input type=".$add_type[$i]['data_type']." 

name=".$add_type[$i]['data_name']." size='40' value='".$t_data[$i]."'></td>"; 

   } 

   //アップロード 

   elseif($add_type[$i]['data_type'] == 'file' or $add_type[$i]['data_type'] == 

'img'){ 

    print "<td><input type='file' name=file_".$i."></td>"; 

    print "<input type=hidden 

name=".$add_type[$i]['data_name']." value=".$t_data[$i].">"; 

   } 

   //日時セレクタ 

   elseif($add_type[$i]['data_type'] == 'datetime'){ 

    print "<td><select name='year'>"; 

     for($c=2004;$c<2009;$c++){ 

      if($_POST['year'] && $_POST['year']==$c 
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or $old_date[0] ==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

      else{print "<option>".$c."</option>¥n";} 

     } 

      print "</select>年"; 

      print "<select name='month'>" ; 

     for($c=1;$c<13;$c++){ 

      if($_POST['month'] && 

$_POST['month']==$c or $old_date[1] ==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

      else{print "<option>".$c."</option>¥n";} 

     } 

      print "</select>月"; 

      print "<select name='day'>"; 

     for($c=1;$c<32;$c++){ 

      if($_POST['day'] && $_POST['day']==$c  

or $old_date[2] ==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

      else{print "<option>".$c."</option>¥n";} 

     } 

      print "</select>日"; 

      print "<br><select name='hour'>"; 

     for($c=0;$c<25;$c++){ 

      if($_POST['hour'] && 

$_POST['hour']==$c or $old_time[0] ==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

      else{print "<option>".$c."</option>¥n";} 

     } 

      print "</select>時"; 

      print "<select name='min'>"; 

     for($c=0;$c<60;$c+=10){ 

      if($_POST['min'] && $_POST['min']==$c 

or $old_time[1] ==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

      else{print "<option>".$c."</option>¥n";} 

     } 

      print "</select>分</td>"; 

   }else{ 

    //echo "<td>ﾁｰﾝ</td>"; 

   } 
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   if($add_type[$i]['flag'] == 1){ 

    print "<td>省略できません</td>"; 

   } 

   //最終更新日ならスルー 

   elseif($add_type[$i]['data_name'] == '最終更新日'){ 

    print "<td></td>"; 

   } 

   //それ以外 

   else{ 

    //タスク担当者セレクタ 

    print "<td><select name=".$i.">"; 

    for($u=0;$u<$users_num;$u++){ 

     if($task_u[$add_type[$i]['data_name']] == 

$users[$u]['id']){ print "<option selected>".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")</option>";} 

     else{print 

"<option>".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")</option>";} 

    } 

    print "</select></td>"; 

    //〆切セレクタ 

    $d = split('-',$task_d[$add_type[$i]['data_name']]); 

    $_POST['d_year'.$i] = $d[0]; 

    $_POST['d_min'.$i] = $d[1]; 

    $_POST['d_day'.$i] = $d[2];  

    print "<td><select name='d_year".$i."'>"; 

     for($c=2004;$c<2009;$c++){ 

      if($_POST['d_year'.$i] && 

$_POST['d_year'.$i]==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

      else{print "<option>".$c."</option>¥n";} 

     } 

      print "</select>年"; 

      print "<select name='d_month".$i."'>" ; 

     for($c=1;$c<13;$c++){ 

      if($_POST['d_min'.$i] && 

$_POST['d_min'.$i]==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

      else{print "<option>".$c."</option>¥n";} 

     } 
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      print "</select>月"; 

      print "<select name='d_day".$i."'>"; 

     for($c=1;$c<32;$c++){ 

      if($_POST['d_day'.$i] && 

$_POST['d_day'.$i]==$c){print"<option selected>".$c."</option>";} 

      else{print "<option>".$c."</option>¥n";}; 

     } 

      print "</select>日</td>";  

    

   } 

   print "</tr>"; 

  } 

 } 

 print "<tr><td colspan=10><input type='reset' value='元に戻す '><input type='submit' 

name='add_up' value='更新'> 

   <input type='hidden' name='mode' value='".$t_name."'><input 

type='hidden' name='date' value='".$t_date."'> 

   <input type='hidden' name='s_no' value='".$s_data['no']."'><input 

type='hidden' name='t_no' value='".$t_data['no']."'>     

   <font color=red>※</font>以外は省略可（タスク割当を実施してください）

<td></tr>"; 

 print "</form>"; 

 ?> 

 </tr> 

  </table> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

【schedule.php】 

<?php 

 //ログアウト処理 

 if($_POST['logout']){ 

  //セッション情報破棄 

  session_cache_limiter('no_cache');//キャッシュしない 

  session_start(); 
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  session_unset(); 

  session_destroy(); 

  header("Location: login.php"); 

 } 

  

 //情報読込 

 require "dataread.php";  

?> 

<?php 

//<!--月表示--> 

 if($_GET['mode'] == "month"){ 

  if($_POST['date']){ 

   $sche = split('-',$_POST['date']); 

   $y = $sche[0]; 

   $m = $sche[1];   

  }elseif($_GET['date']){ 

   $sche = split('-',$_GET['date']); 

   $y = $sche[0]; 

   $m = $sche[1]; 

  }else{ 

   $y = date('Y'); 

   $m = date('m'); 

  } 

  //データ取得 

  $timestamp = mktime(0,0,0,$m,1,$y); 

  $ym_b = date("Y-m",strtotime(" -1 month",$timestamp));//前の月 

  $ym = date("Y")."-".date('m') ;//今月 

  $ym_a = date("Y-m",strtotime(" +1 month",$timestamp));//次の月 

  $title = "鈴危険".$y."年".$m."月スケジュール"; 

   

  //スケジュール読込 

  require "dataread.php"; 

  //日時処理 

  require "head.php"; 

  print "<table width='600' height='118' border='0' bordercolor='#FFCC33'> 

   <span class='base'> 
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   <tr bgcolor='#FFCC33'> 

   <td height='16' colspan='7' scope='col'><strong>鈴木研".$y."年".$m."月の

スケジュール </strong></td></tr> 

   <tr> 

   <form method='post' 

action='./schedule.php?mode=month&date=".$ym_b."'><td><input type='submit' name=before value='

前の月へ'></td></form> 

   <form method='post' 

action='./schedule.php?mode=month&date=".$ym."'><td><input type='submit' name=today value='今

月'></td></form> 

   <form method='post' 

action='./schedule.php?mode=month&date=".$ym_a."'><td><input type='submit' name=next value='次

の月へ'></td></form> 

   </tr> 

   </form></span> 

   </table> 

   <!--曜日--> 

   <table bgcolor=#FFFFFF width='600' height='400' border='1' 

bordercolor='#FFCC33'> 

   <tr bgcolor='#FFCC99' class=base><th><font color=red> 日

</font></th><th>月</th><th>火</th><th>水</th><th>木</th><th>金</th><th><font color=blue>土

</font></th></tr>"; 

   //曜日データ 

   for($d=1;$d<32;$d++){ 

    if(checkdate($m,$d,$y)){ 

     $week_data[$d] = 

strftime("%w",mktime(0,0,0,$m,$d,$y)); 

    } 

   } 

   //スケジュール表示 

   for($i=1;$i<=count($week_data);$i++){ 

    if($i == 1){ 

     print " <tr valign='top' class=base>"; 

     for($j=0;$j<$week_data[$i];$j++){ 

        print "<td  width='90' 

height='75'></td>"; 
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     } 

     print "<td width='90' 

height='75'><strong>$i</strong></td>"; 

    }else{ 

     if($week_data[$i] == 0){ print "<tr valign='top' 

class=base>";} 

     print "<td width='90' 

height='75'><strong>$i</strong><br>"; 

        foreach($sche as $value){ 

       if($value['act_date'] == 

date("Y-m-d",strtotime("+0day",mktime(0,0,0,$m,$i,$y)))){ 

              print 

substr($sche[$value['no']]['act_time'],0,5)."<a 

href='act_shosai.php?mode=".$act_all[$value['act_no']]['db_name']."&date=". 

date("Y-m-d",strtotime("+0day",mktime(0,0,0,$m,$i,$y)))."'>" 

        

 .$s_name[$sche[$value['no']]['act_no']]."</a><br>"; 

       } 

      } 

     print "</td>";/////日付出力 +スケジュールデータ 

     if($week_data[$i] == 6){ print "</tr>";} 

    } 

   } 

  echo "</table>"; 

  require "futta.php"; 

 } 

  

//<!--週間表示--> 

 else{ 

  echo "<table width='600' height='120' border='1' bordercolor='#FFCC33'>¥n 

    <span class='base'>¥n 

    <tr bgcolor='#FFCC33'>¥n 

       <td height='16' colspan='7' scope='col'><strong>鈴木研週間スケジュ

ール  :（<a href='./schedule.php?mode=month&date=".date('Y')."-".date('n')."' target=_blank>月表示

</a>）</strong></td>¥n 

       </tr>¥n 



 

 76 

       <tr bgcolor='#FFCC99'>¥n"; 

     for($cnt=-2;$cnt<=4;$cnt++){ 

     

 if(strftime("%w",strtotime("".$cnt."day",$timestamp)) == 6){ 

       print "<th width='90' 

scope='col'>".date("m/d",strtotime("".$cnt."day",$timestamp)). "<font 

color=blue>(".strftime("%a",strtotime("".$cnt."day",$timestamp)).")</font></th>"; 

     

 }elseif(strftime("%w",strtotime("".$cnt."day",$timestamp)) == 0){ 

       print "<th width='90' 

scope='col'>".date("m/d",strtotime("".$cnt."day",$timestamp)). "<font 

color=red>(".strftime("%a",strtotime("".$cnt."day",$timestamp)).")</font></th>"; 

      }else{ 

            print "<th width='90' 

scope='col'>".date("m/d",strtotime("".$cnt."day",$timestamp)). 

"(".strftime("%a",strtotime("".$cnt."day",$timestamp)).")</th>"; 

      } 

     } 

       echo "</tr>¥n 

         <tr valign='top'>"; 

     for($cnt=-2;$cnt<=4;$cnt++){ 

      if($cnt==0){ print "<td width='90' 

height='75' bgcolor=pink><br>";} 

      else{ print "<td width='90' 

height='75'><br>";} 

        foreach($sche as $value){ 

       if($value['act_date'] == 

date("Y-m-d",strtotime("".$cnt."day",$timestamp))){ 

              print 

substr($sche[$value['no']]['act_time'],0,5)."<a 

href='act_shosai.php?mode=".$act_all[$value['act_no']]['db_name']."&date=". 

date("Y-m-d",strtotime("".$cnt."day",$timestamp))."'>" 

        

 .$s_name[$sche[$value['no']]['act_no']]."</a><br>"; 

       } 

      } 



 

 77 

      print "</td>"; 

     } 

    echo "</tr>¥n</span>¥n</table>"; 

 } 

?> 

 

【comment.php】 

<?php 

//マイページ表示処理 

 require "session.php"; 

  

 //活動名、活動日読込 

 if(!isset($_GET['mode']) or !isset($_GET['date'])){ 

  header("Location: mypage.php"); 

 }else{ 

  $t_name = $_GET['mode']; 

  $t_date = $_GET['date']; 

 }//echo "$t_name:$t_date"; 

  

  

 //活動番号 

 $actno = array_flip($db_name); 

  

 require "db_con.php"; 

 //コメント投稿 

 if($_POST['go'] and $_POST['comment'] != NULL){ 

  //commentテーブルに追加 

  $sql = "INSERT INTO comment ( no , act_no , act_date , position , user , text , 

up_date )  

    VALUES ('', '".$actno[$t_name]."', '".$t_date."', 

'".$_POST['com']."', '".$_SESSION['ssid']."', '".$_POST['comment']."', NOW( ) )"; 

  $result = mysql_query($sql) or die ("SQL 構文にエラーがあります。 : $sql.". 

mysql_error());   

  //書き込んだら戻る 

  header("Location: act_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".$t_date.""); 

 }elseif($_POST['go']){ 
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  header("Location: act_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".$t_date.""); 

 } 

 

 //コメントデータ読込み 

  $sql = "SELECT * FROM comment where act_date = '$t_date' and act_no = 

'$actno[$t_name]' order by up_date desc"; 

  $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL構文に

エラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

   $i=0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

    $comment_data[$i]=$row; 

     $comment .= "<B>".$comment_data[$i]['user']."＞

</B>".$comment_data[$i]['text']."(".$comment_data[$i]['up_date'].")<hr>"; 

    $i++; 

   }//var_dump($comment_data); 

 mysql_close($connection); 

?> 

 

    <tr bgcolor="#FFCC99" class="base"> 

      <td colspan="2" class="style2">コミュニケーションゾーン（コメントやツッコミをどうぞ）</td> 

    </tr> 

    <tr class="base"> 

      <td bgcolor="#FFCC99" colspan="2" height="20">■事前の告知や実施時の質疑、その他コメント

など自由に書き込んでください</td> 

 </tr>  

 <form method="post" action="./comment.php?mode=<?php echo $t_name;?>&date=<?php 

echo $t_date; ?>"><tr class="base"> 

 <td>■コメント投稿フォーム</td> 

 <td><textarea name="comment" rows="2" cols="50"></textarea> 

 <br><input type="submit" name="go" value="コメント投稿"> 

 </td></tr></form> 

 <tr class=base> 

   <td  colspan="2" height="60" class="base"><?php echo "$comment";?>&nbsp</td> 

    </tr> 

 

【send_letter.php】 
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<?php 

//マイページ表示処理 

 require "session.php"; 

  

 //送信 

 if($_POST['send']){ 

  require "db_con.php"; 

  $sql = "INSERT INTO `letter` ( `no` , `send_user` , `get_user` , `title` , `text` , 

`up_date` , `flag` )  

    VALUES ('', '".$_SESSION[ssid]."', '".$_POST['get_user']."', 

'".$_POST['l_title']."', '".$_POST['l_val']."', NOW( ) , '0')"; 

  mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

  mysql_close($connection); 

  $ret .= "<strong>伝言を送信しました</strong>"; 

 } 

   

 $title = $user['name']."さん：伝言送信フォーム"; 

?> 

 

<?php  require "head.php"; ?> 

 <div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; 

z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000; 

overflow: ;"> 

  <?php require "title.php"; ?> 

 </div> 

 

 <div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:180px; height:100px; 

z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; 

border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; overflow: ;"> 

  <?php require "user_info.php"; ?> 

 </div> 

  

 <div id="MyUpdate" style="position:absolute; left:10px; top:220px; width:180px; 

height:355px; z-index:3; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-style: solid; overflow: ;"> 

  <?php require "user_update.php"; ?> 
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 </div> 

 

<div id="Letter" style="position:absolute; left:200px; top:80px; width:600px; height:300px; z-index:7; 

background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000; 

border-color: #000000; border-style: solid;"> 

  <table width="600"  border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

 <?php  

 if(!$ret){ 

  print "<tr class=base height='30'> 

       <td width='587' colspan=3 bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#FFCC33'><span 

class='style2'>伝言送信フォーム(".$_SESSION[ssid].")</td> 

     </tr> 

  <form method='post' action='./send_letter.php'> 

  <tr class=base height='30'><th bgcolor='#FFCC99'> 件 名 </th><td><input 

type='text' name='l_title' size='50' value=".$_POST['l_title']."></td></tr> 

  <tr class=base><th bgcolor='#FFCC99'>宛先（伝言を送るユーザ）</th> 

  <td>"; 

  print "<select name='get_user'>"; 

  print "<option>選択してください</optin>"; 

  for($u=0;$u<$users_num;$u++){ 

   if($_POST['get_user'] == "".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")"){ 

    print "<option 

selected>".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")</option>"; 

   }elseif($_SESSION['ssid'] == $users[$u]['id']){ 

    next; 

   }else{ 

    print 

"<option>".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")</option>"; 

   } 

  } 

  print "</select>"; 

  print "</td> 

  </tr> 

  <tr class=base><th bgcolor='#FFCC99'>内 容 </th><td><textarea name='l_val' 

rows='15' cols='55'>".$_POST['l_val']."</textarea></td></tr> 

  <tr><td align=center colspan=2><input type='submit' name='send' value='送信'> 
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<input type='reset' value='元に戻す'><td></tr>"; 

 }else{ 

  print "<tr><td colspan=2>$ret</td></tr>"; 

  //送信内容 

  print "<tr class=base height='30'><td width='587' colspan=3 

bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#FFCC33'><span class='style2'>送信内容</td></tr>"; 

  print "<tr class=base hight='30'><th width=20% bgcolor='#FFCC99'> 件 名

</th><td>".$_POST['l_title']."</td></tr>"; 

  print "<tr class=base height='30'><th width=20% bgcolor='#FFCC99'> 宛 先

</th><td>".$_POST['get_user']."</td></tr>"; 

  print "<tr class=base height='30'><th width=20% bgcolor='#FFCC99'> 内 容

</th><td>".$_POST['l_val']."</td></tr>"; 

 } 

 ?> 

 </span> 

 </table></form> 

</div> 

 

【read_letter.php】 

<?php 

//マイページ表示処理 

 require "session.php"; 

  

 if($_GET['no']){ 

  //error出力 

  if(strcmp($_SESSION['ssid'],$letter[$_GET['no']]['get_user'])!=0){ 

   $err .= "<font color=red>不正アクセスはやめてください！！</font>"; 

  } 

 } 

   

 $title = $user['name']."さんの伝言 BOX"; 

?> 

 

<?php  require "head.php"; ?> 

 <div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; 

z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000; 
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overflow: ;"> 

  <?php require "title.php"; ?> 

 </div> 

 

 <div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:180px; height:100px; 

z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; 

border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; overflow: ;"> 

  <?php require "user_info.php"; ?> 

 </div> 

  

 <div id="MyUpdate" style="position:absolute; left:10px; top:220px; width:180px; 

height:355px; z-index:3; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px 

none #000000; border-style: solid; overflow: ;"> 

  <?php require "user_update.php"; ?> 

 </div> 

 

<div id="Letter" style="position:absolute; left:200px; top:80px; width:600px; height:300px; z-index:7; 

background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000; 

border-color: #000000; border-style: solid;"> 

  <table width="600"  border="1" bordercolor="#FFCC33"> 

    <tr class=base height="30"> 

      <td width="587" colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#FFCC33"><span 

class="style2"><a href="./read_letter.php">伝言ボックス（<?php echo($_SESSION[ssid]);?>）</a></td> 

    </tr> 

 <?php 

  if($err){ 

   print "<tr><td colspan=3>$err</td></tr>"; 

  } 

  elseif($_GET['no'] && $letter){ 

   foreach($letter as $value){ 

    if($_GET['no'] == $value['no']){ 

     print "<tr class=base height='20'><td width='587' 

colspan=3 bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#FFCC33'><span class='style2'>伝言内容</td></tr>"; 

     print "<tr class=base hight='20'><th width=20% 

bgcolor='#FFCC99'>件名</th><td>".$letter[$value['no']]['title']."</td></tr>"; 

     print "<tr class=base height='20'><th width=20% 
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bgcolor='#FFCC99'> 差 出 人

</th><td>".$id_name[$letter[$value['no']]['send_user']]."(".$letter[$value['no']]['send_user'].")</td></tr

>"; 

     print "<tr class=base height='100'><th width=20% 

bgcolor='#FFCC99'>内容</th><td>".nl2br($letter[$value['no']]['text'])."</td></tr>"; 

     if($letter[$value['no']]['flag'] == 0){ 

      require "db_con.php"; 

      $sql = "UPDATE `letter` set flag = 1 

where no= '".$_GET['no']."'"; 

      mysql_query($sql) or die ("SQL構文にエ

ラーがあります。: $sql.". mysql_error()); 

      mysql_close($connection); 

     } 

    } 

   } 

  }elseif($letter){   

   print "<tr bgcolor='#FFCC99' class=base height='30'><th>タイトル

</th><th>送信者</th><th>受信日時</th></tr>"; 

   foreach($letter as $value){ 

    if($letter[$value['no']]['flag'] == 0){ 

     print "<strong><tr class=base height='30'> 

       <TD width=50%><strong><a 

href='./read_letter.php?no=".$letter[$value['no']]['no']."'>".$letter[$value['no']]['title']."</a></strong></T

D> 

       <TD align=center 

width=25%><strong>".$id_name[$letter[$value['no']]['send_user']]."(".$letter[$value['no']]['send_user']

.")</strong></TD> 

       <TD align=center 

width=25%><strong>".$letter[$value['no']]['up_date']."</strong></TD> 

       </tr></strong>";  

    

    }else{  

     print "<tr class=base height='30'> 

       <TD width=50%><a 

href='./read_letter.php?no=".$letter[$value['no']]['no']."'>".$letter[$value['no']]['title']."</a></TD> 

       <TD align=center 
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width=25%>".$id_name[$letter[$value['no']]['send_user']]."(".$letter[$value['no']]['send_user'].")</TD> 

       <TD align=center 

width=25%>".$letter[$value['no']]['up_date']."</TD> 

       </tr>"; 

    } 

   } 

  }else{ 

   print "<tr><td colspan=3><strong> 伝 言 は あ り ま せ ん

</strong></td></tr>"; 

  } 

 ?> 

 </span> 

 </table> 

</div> 

 

【session.php】 

<?php 

 //ログアウト処理 

 if($_POST['logout']){ 

  //セッション情報破棄 

  session_cache_limiter('no_cache');//キャッシュしない 

  session_start(); 

  session_unset(); 

  session_destroy(); 

  header("Location: login.php"); 

 } 

 //セッション開始 

 session_cache_limiter('no_cache');//キャッシュしない 

 session_start(); 

 //idと passセッション変数がなければログインページへリダイレクト 

 if(!session_is_registered("ssid")&& !session_is_registered("sspass")){ 

  header("Location: login.php"); 

 } 

  

 //情報読込 

 require "dataread.php";  
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?> 

 

【db_con.php】 

<?php 

  // DB接続情報(環境に合わせて変更) 

  $dbUser = "root"; 

  $dbPass = ""; 

  $dbHost = "localhost"; 

  $dbName = "suzuki2"; 

   

  // DB接続 

  $connection = mysql_connect($dbHost, $dbUser, $dbPass) or die ("MySQL接続に

失敗 (T.T)"); 

  mysql_select_db($dbName) or die ("データベースに接続できません。"); 

?> 

 

 


