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第１章 研究の背景 

第１節 システム開発動機 

 大学の講義内容について学習者同士で議論をしたり，自分の意見を発信する場を提供す

る事は，講義の受講者数が多ければ多い程困難である。しかし協調作業により，本人を含

む参加者の持つ複数の視点からの吟味を受ける事によって，外化された内容が修正，改定

される機会が増え，個々人の学習，理解が深まる場合があると考えられている(三宅 1985)。

大学の講義において，講義内容を公開したWebページを利用し，受講者同士でコメントを出

し合い議論するという研究（次章で詳しく説明する）が行われており，教え合いなどの協

調的な学習が進んだことが報告されている。 

 一方で，大学で受講した講義内容を担当者が Web ページ上に公開していく「講義のツボ」

プロジェクト（次章で詳しく説明する）が，岩手県立大学ソフトウェア情報学部の社会情

報システム学講座において行われている。この「講義のツボ」プロジェクトで公開されて

いる講義内容は，誰もが自由に閲覧可能であり，受講中の講義の復習，テスト前の復習，

ノートの補完等に利用されている。この Web ページ上に講義内容が公開されているという

環境を利用し，講義内容についての疑問や意見等を Web ページ上に公開することで，受講

者同士による情報交換が行われ，講義内容の理解向上につながると考えた。 

 

第２節 本研究の目的 

 本研究では，Web ページ内にある内容に対し閲覧者同士で情報交換が行われることによ

り，その内容の理解向上につながることを目的として，付加情報共有システムの開発を行

った。 

また，よく議論の場で意見をまとめたりノートや書籍等に簡単なメモをする際に付箋が

活用されており，Web ページ上で情報を交換する際に Web ページ内にあるキーワード付近

に貼り付けたり，内容別にまとめることができるメリットが考えられることから，本シス

テムには付箋のインタフェースを採用した。  
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第２章 関連研究 

第１節 「講義のツボ」プロジェクトについて 

「講義のツボ」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において，

1999 年の後期から始まり，今期で９期目となるプロジェクトである。 

 このプロジェクトは，社会情報システム学講座の鈴木教授が，自分が担当している講義

以外のソフトウェア情報学部において開講されている講義にはどのようなものがあるか，

その内容を知りたいということから，実際に講義を受けてきた学生に実態を報告してもら

うという目的で企画されたプロジェクトである。 

 各講義のページ製作については，社会情報システム学講座の学生（主に２，３年生）が

各自割り当てられた講義を受講し，受講した際に学んだことや講義の形態などを HTML 化

して Web 上に公開する。公開されているページは，本学部の学生が，自分の受講したこと

のある講義，また受講中の講義の復習やテスト前の復習，ノートの補完等に利用されてい

る。現在までに「講義のツボ」は９期目が終了しており，過去８回に製作されたページも

閲覧することが可能である。 

実際に Web 上に公開されている「講義のツボ」について説明する。「講義のツボ」の構成

は TOP ページ，時間割表ページ，各講義のシラバスページ，各講義の回毎のノートページ

からなる 4 階層である。 

 TOP ページには現在 1999（平成 11）年度後期から 2003（平成 15）年度の後期までの計

9 期分のリンクがある。TOP ページにある各期へのリンク先には，その期の時間割表のペ

ージがある。時間割表ページにはその期に開講されている月曜日から金曜日までに行われ

ている講義が表示されており，製作者が存在する場合はページには各講義のシラバスペー

ジへのリンクが張れている。 

 時間割表ページの授業名のリンクをクリックすると，そのクリックした講義についての

シラバスページが表示される（図 1-1）。このページのレイアウトは，本大学で配られてい

るシラバスを引用しており，授業の方針や授業の概要なども正確に記載されている。シラ

バスに書いてある授業計画をインデックスとして，各講義のノートページへのリンクが張

れている。図 1-1 では第 11 回までのノートページが完成している。ページ製作者は，受講

した週にその講義のノートページを製作し，シラバスページの授業計画の該当する回へリ

ンクを張り，Web 上で閲覧できる状態にする。 
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図 1-1．シラバスページ 

 

 図 1-1 のシラバスページの各リンクをクリックすると，各講義のノートページが表示され

る（図 1-2）。ノートページは講義ノートのようなレイアウトになっている。これはページ

製作者が受講してきた際に講義で黒板などに書かれたもの，講師が話したこと，配布され

た資料などをノートに書きとめたものを HTML 化しているためである。ページ閲覧者はこ

のページから，どのような講義が行われたのか，講師がどのようなことを話したのか知る

ことができる。また，配布資料などは画像として添付されていたり，講義で紹介された関

連事項に対する Web ページへのリンクが張られていたりして，その講義を休んでしまった

学生が講義の内容に遅れることなく学習するための参考ページとして利用することができ

る。 
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図 1-2．ノートページ 

 

「講義のツボ」プロジェクトを利用した研究として，「講義のツボ」のWebページにつ

いて，閲覧者が効率よく学習できるように，XMLを用いた練習用ページ自動生成システム

を柴田（2001）が開発した。その後，中山（2002）によってシステムが改良され，システ

ムの運用評価が行われた。このシステムは「講義のツボ」のページ製作者が，ノートの中

で重要な語句（覚えてもらいたいこと）と判断したものについて，その個所を簡単に練習

問題としてXMLを用いて生成することができる。そして，Webページの閲覧者は簡単に練

習問題の形式を選択する機能のより，閲覧者に適した学習方法を選択して効果的に学習を

進めることができる。練習問題の表示形式に関しては，真偽法，多岐選択法，組み合わせ

法，選択関連法の４つの手法を用いて，練習問題用Webページを提供している。 
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第２節 Web 上の個人ノートを利用し，各ノートをリンクし共有する研究 

ノートやメモなど自分が書いたものを後から見直すとき，作成時に利用した資料がすぐ

に参照できると，書かれた内容をより発展的に利用できると考えられる。また，他人のノ

ートについても同様のことができると，お互いに相手が何を考えてきたのかが分かりやす

くなる。そこで，学習者がノートをとりながら関連する内容どうしにリンクを作成して結

び付け，後からいつでも共有できるシステムとして ReCoNote（Reflective Collaboration 

Note）が開発された（益川 1999）。 

ReCoNote はノートを電子的に記録して自分のノートや他人のノート，資料をいつでも参

照できる。またノート作成時には参考にしている資料等に対してリンクを作成し，ノート

と資料がどういう関係にあるのか，そのリンク付けの内容をコメントとして書き込んでお

くことができる。また，同じ資料を使ってノートを取った人たちのそれぞれのノートをた

どる機能があるため，互いのノートを見比べて考えを吟味しあうことが容易であると考え

られる。 

益川らは ReCoNote を実際の授業に連動させて希望者に約３ヶ月間活用した。大学３年

生を対象としたグループ活動主体の講義１つにおいて，受講者数は 37 名のうち ReCoNote

の利用希望者は 28 名であった。使用した ReCoNote には利用者分の個人ノートを設け，講

義関連資料として約 350 件の資料を事前に用意した環境の中で活用した。利用希望者のう

ち，常時利用者は 10 名であり，ReCoNote への書き込みは 221 件であり，また，作成され

た総リンク数は 37 リンクで，そのうちの５割が自分のノートと他人のノートを相互リンク

された結果が報告されている。 

分析結果より，ReCoNote は大学での授業の中で実際にグループ活動を支援する道具とし

て活用されたと考えられた。この実践では，実際に ReCoNote を積極的にグループ活動に

使用したグループが 終レポートの質が良かったという傾向がみられ，これは，ReCoNote

によってさらに質の高い協調学習活動を行った結果であると考えられた。 
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第３節 講義内容に対して電子的な質問を共有し促進させる研究 

大学の講義において，聞くだけでなく質問したり議論したりすることにより，学習者が

主体的となって学ぶことが大切である。そこで，大学の授業に電子的な質問共有・促進シ

ステム（Interactive Query Raiser）を導入し，協調的な学びが促進されることを目的とし

た研究が行われた（中山 2000）。 

このシステムは，ほぼ一行一意で表した講義資料やノートを行番号付きで Web ページ上

に掲示し，各行にコメントをつけることができる。また一般の電子掲示板のようにコメン

トに対してのコメントを付けることができる。 

評価をするにあたり，受講生 100 名の授業１つ（全 12 回の講義）でシステムを使用し，

学生からのコメントに対し，講師がコメントを付けた。このシステムによって，総数 261

個のコメントが付けられ，講師からのコメントは 193 個であった。また，文章の延べ参照

数は５３２６回，コメントの延べ参照数は 5367 回であった。 使用後のアンケートからは，

議論にまで発展したという評価は少なかったものの，講師への質問が多かったことから，

主体的に学べる環境が確立していたことは確かであったと報告されている。 

 

第４節 Web 検索におけるリンクにコメントを付ける研究 

学習者は，自ら設定した目標や教師により与えられた課題に基づいて Web 空間を主体的

に探求し，ページ解読することで知識を構築していく。これは探求学習と呼ばれており，

近年，盛んに実践されている。 

Web を利用した探求学習では，閲覧すべきページ内で，不明な内容や用語がでてきた場

合，サーチエンジンによるページ検索が行われる。しかし，学習者が目的のページを見つ

けるまでに多大な時間と労力を費やすことになる。 

そこで，検索作業に要する負担軽減を目的として，サーチエンジンによる検索結果に対

し，学習者同士でコメントを共有するシステム WebCOBALT（Web Contents OBservAbLe 

SysTem）が開発された（光原ほか 2002）。このシステムは，サーチエンジンによって出さ

れた検索結果に対し，利用者がコメント（内容の補足や意見など）を書き込み共有するこ

とで，別の学習者が，そのリンク先を閲覧する際の参考にし，有益なページにたどりつく

までの時間と労力を軽減することができると考えられた。 

光原らは実際に WebCOBALT がページ選定に要する負担を軽減するか，一般的なサーチ

エンジンとの比較実験を行った。評価は大学生ならびに大学院生の計 20 名を被験者とし，
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無作為に各 10 名ずつ WebCOBALT を使用して検索するグループと，一般的なサーチエン

ジンを利用しただけの２つのグループにわけて実施した。そして，被験者にはそれぞれの

条件の中，目的のページを検索・選定し，ページ内容をコピー＆ペーストしてワープロソ

フトに写す作業を課した。実験結果より，WebCOBALT は検索作業において，学習者の時

間的な負担をあまり意識させることなく，労力的な負担を軽減されたことが示された。 

 

第５節 KJ 法とピン・カード法 

自分以外の考えをもとに新しいアイディアを発想する技法として，KJ 法やピン・カード

法等がある。これらの技法では付箋（ラベルやカードを含める）がよく用いられている。 

KJ 法とは，ある問題に対して関連する，あるいは関連すると思われる情報を網羅的に提

示し，それらの情報をカードに記述し，その組み合わせと配列によりカードをさまざまに

体系化し，それに基づき問題に対して新しい発想を創出する技法である（伊藤 2000）。 

ピン・カード法とは，多人数で自由にアイディアを出し合って討論をする技法のブレー

ンストーミングをカードで行えるように改良したもので，新しい発想を創出するためのグ

ループ作業である（古宮ほか 2000）。 

このように，付箋を用いて意見をまとめる技法が様々あり，これらの技法を参考に，付

箋を Web ページ上で用いて利用できるのではないかと考えた。また，付箋は日常的にノー

トや書籍等にメモをする際に利用されていることもあり，直感的に使用できるという利点

も考えられるため，本研究ではインタフェースとして「付箋」を利用したシステムの開発

を行った。 
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第３章 システム設計 

第１節 システムの仕様 

Web 付箋システムは以下の４つの仕様で開発するものとした。 

 

１．Web ページをそのまま利用すること 

 インターネット上にあるほとんどの Web ページに付箋を表示できるようにするため，付

箋を表示したい Web ページにはいっさい手を加えず，そのまま表示された Web ページ上に

付箋を貼り付けたシステムにする必要があると考えた。 

 Web ブラウザを利用したシステムの開発を行う上で，Web ブラウザに依存しないシステ

ムにするため，少なくとも Microsoft 社の Internet Explorer と Netscape 社の Netscape 

Navigator の双方のブラウザで表示できるようにする必要がある。 

 

２．情報交換に関して 

閲覧者同士で情報を交換する手法として，一般的な電子掲示板(以下 BBS)の形式で行うこ

とが良いと考えた。これは，インターネット利用者が BBS を利用してコミュニケーション

を取る事が慣れているという事が考えられたからである。 

 BBS では，情報の交換を円滑に行えるよう，情報を書き込んだ人の名前，日時，内容の

以上３つの情報を，見やすく分かりやすいようなデザインにする必要がある。 

 

３．Web 付箋の表示に関して 

 Web ページ上に作成される付箋には，付箋のタイトルと 新更新日のみ表示される状態

にし，その付箋をクリックすると，そのタイトルに対しての BBS のページが表示されるの

が望ましいと考えた。 

また，基本的に一つの付箋に対して，付箋に書かれているタイトルに関した情報だけを

交換する仕様にした。もし一つの付箋に対して複数の情報交換が行っているとすれば，自

分の必要としている情報を探すまでに，たくさんの時間的コストがかかってしまうため，

一つの付箋には一つの話題というスタイルを取ることで，閲覧者がタイトルを見ただけで

何についての情報交換を行っているか把握しやすくなると考えた。 
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４．付箋の種類 

 付箋の種類として，Web ページ内にある用語や文章に対し，コメントを残すためのコメ

ント用(以後コメント用付箋)と，その用語などに関連するサイトへのリンクを表示するため

のリンク用(以後リンク用付箋)の 2 種類を用意することにした。 

 コメント用付箋とリンク用付箋の 2 種類に区別し，リンク用付箋を設けることで，閲覧

者同士によって有用な共有リンク集が作成されると考えたためである。またタイトルに関

連するサイトへのリンクを知りたいと思った場合に，コメントとリンクが共存する一般的

な BBS では，必要のないコメントの中からリンクを探すことになるが，コメントとリンク

を区別する事で，比較的短時間で関連するサイトへのリンクを探すことができると考えら

れる。なお，コメント用付箋とは一般的な BBS と同様に，コメント内にリンクも書き込む

事ができるようにする。 

 

第２節 基本的機能について 

 Web 付箋システムを利用し，閲覧者同士で情報交換する際に効果的な機能が様々あり，

６つの基本的機能が必要であると考えた。 

 

１．付箋の色 

 コメント用付箋とリンク用付箋の 2 種類を色で分けることで，Web ページ上にある付箋

を中から，種類を色で判断することが可能となる。 

 また，色の濃さも効果的な要素と考えられ，更新が新しいものは濃く，逆に更新が古い

ものは薄く表示することで，各付箋の更新状況が見た目で判断できる。付箋の色の濃さが

変化する経過時間として付箋が作成されてから１日，３日，７日，14 日，14 日以上の 5 段

階とすることで，閲覧者は各付箋の更新状況が分かりやすくなると考えた。 

 

２．付箋に対する属性 

 各付箋に対して付箋作成者が属性をつけることで，閲覧者が行う操作に制限をかけるこ

とや，他の付箋より注目させることができる。 

 属性の種類は４つの禁止属性（書き込み禁止，削除禁止，移動禁止，タイトル変更禁止）

と重要アイコン表示属性の合計５つを設けた。各属性について詳細を以下に記す。 
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（１）書き込み禁止 

 付箋作成者が付箋作成時に記入したコメント及びリンクに対し，他の閲覧者が内容を追

加することが不可能とする属性である。この属性が設定された付箋は，付箋内容の閲覧の

みが可能となる。 

この属性は，連絡事項を伝える場合などのそれ以上情報交換をする必要がない付箋に対

して，利用されるのではないかと考えた。 

 

（２）削除禁止 

 全ての閲覧者が付箋を削除することを禁止にする属性である。もしこの属性が設定され

ていない付箋は，全ての閲覧者によって意図的に付箋の削除を実行することが可能になっ

てしまう。 

 この属性は，付箋作成者が不要と感じた際に削除可能な状態にし，削除をするための便

宜的な目的から設けた。 

 

（３）移動禁止 

 付箋作成者が貼り付けた場所から，他の閲覧者が任意の場所へ移動し保存が不可能な状

態にする属性である。この属性が設定された付箋は，ドラッグアンドドロップによって任

意の場所へ移動は可能であるが，任意の場所へ移動した後にその場所の位置保存は不可能

となってしまう。 

 この属性は，付箋作成者が情報交換を行いたいキーワード付近に貼り付けた場合など，

その貼り付けた場所自体に意味を持たせたいと思ったときに利用されるであろうと考えて

設けた。 

 

（４）タイトル変更禁止 

 付箋作成者が付箋を作成する際に入力した付箋タイトルの変更を禁止にする属性である。

この属性が設定されていない付箋は，全ての閲覧者によって意図的に付箋タイトルの変更

が可能となってしまう。 

 この属性は，情報交換が行われていく中で，その交換している情報によっては，付箋作

成時に入力したタイトルとは異なっていたり，補足を入れたい場合があると考えたために

設けた。 
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（５）重要アイコン表示 

 Web ページ上に表示されている付箋のタイトルの前に「重要」と書かれたアイコンを表

示させる属性である。 

 この属性は，重要な連絡事項やテストに出る内容などについての情報交換をしている付

箋に対し，他の付箋との違いを示し注目させようと考えた場合に必要と考えた。 

 なお，以上の各属性は，付箋作成時に作成者が設定することとなるが，付箋作成後に属

性の設定を変更できるよう，属性変更用のパスワードを設けることにした。 

 

３．各コメントに対する投票 

 付箋作成者や閲覧者が入力したコメントに対して，そのコメントの内容の良さを判断す

る指標として，各付箋の内容ごとに評価点を加算できる機能が必要であると考えた。閲覧

者が各内容に対して良いと判断した場合や有用だと思った場合に，任意でポイントを加算

できるようにした。なお，各閲覧者は全てのコメントに対し評価点を加算することができ

るが，１つのコメント内容に対して 1 ポイントのみ加算できるようにした。 

 

４．リンクに対するコメント 

 付箋作成者や閲覧者が入力したリンクに対して，そのリンク先のページにコメントを入

力すること可能であれば，他の閲覧者がそのリンク先のページを参照する際の参考となる。 

 この機能は，２章４節で記した WebCOBALT システム（光原 2002）の，リンクにコメ

ントを付ける機能によって他の閲覧者が有用なリンク先のサイトを閲覧するまでの時間的，

労力的負担が軽減されたことが示された結果から参考にした機能である。 

 

５．付箋の表示切り替え 

多数の付箋が作成され，元の Web ページの内容が見えなくなった場合や，閲覧者が付箋

の種類などで表示を切り替えたい場合があると考えられる。そこで，閲覧者が任意で付箋

の表示を切り替えられる機能が必要である。例えば，閲覧者が全付箋を非表示にし，元の

ページを閲覧したと思った場合には，「全付箋非表示」を選択することで，付箋の表示状態

を切り替えることが可能となる。表示の切り替えの種類として，「全付箋表示」や「コメン

ト用付箋のみ」，「リンク用付箋のみ」，「全付箋非表示」と，「重要アイコン表示属性が設定

された付箋のみ」の計５つとした。 
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６．付箋内容の一覧表示 

 閲覧している Web ページに対して作成されている付箋の内容を，一覧で表示することで，

そのページにある全付箋内容の把握がしやすくしやすくなる。一覧表示する際には，その

ページに対して作成されている全付箋の中から，閲覧したい付箋内容を選択し，その選択

した付箋の内容のみ一覧表示する機能も必要である。 

 また，閲覧したい内容のみを一覧表示できることから，必要な情報だけを印刷する機能

として活用することも可能である。 

 

第３節 システムの構成 

 インターネット上の任意の Web ページへ，Web 付箋を表示するまでの流れをあらわすシ

ステムの構成図を図 4-1 に示す。 

 

 

図 4-1．Web 付箋表示の構成図 

 

Web 付箋を Web ページ上に表示する処理は，大きくわけて以下の４つに分けられる。各

処理の詳細を以下に記す。 

 

（１）URL 指定 

本システムでは，「講義のツボ」以外のページでも利用できるように，アドレスバーに

URL のパラメータを追加することで，その URL のページでも付箋を表示することが可能

である。例えば，http://Web 付箋システムのアドレス?URL=表示させたいサイト，という

ように，URL=以降に表示させたいサイトの URL を記入することで，その記入した URL
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のページ上に付箋を表示させることが可能となる。 

なお，この URL の指定は，あらかじめ表示したい Web ページをリンクとして準備して

おく方法と，閲覧者が自ら Web ブラウザのアドレスバーに入力する方法の２種類あるが， 

閲覧者の手間を省くため，基本的に前者の方法で指定するようにした。 

 

（２）指定された Web ページの情報取得 

 指定された Web ページの URL を受け取った付箋プログラムは，その指定された Web ペ

ージの情報をインターネット上から取得する。 

 

（３）付箋データベースより付箋情報を取得 

 指定された Web ページの情報を取得した後に，付箋プログラムは指定されたページに対

する付箋情報を付箋データベースにあるかどうか検索をかける。もし，そのページに対す

る付箋情報がある場合はデータベースより付箋情報を取得する。付箋情報がなければ，デ

ータベースより何も取得せず，閲覧者のブラウザには付箋は表示されない。なお新規に付

箋情報をデータベースに登録するためには，付箋システムを介して任意の Web ページを表

示し，Web 付箋を作成する必要がある。 

 

（４）付箋情報追加して閲覧者のブラウザへ表示 

 データベースより付箋情報を取得した付箋プログラムは，その情報を Web 付箋に置き換

えられ，閲覧者のブラウザには指定された Web ページ上に Web 付箋が表示されることとな

る。 

 

第４節 保存データの構成 

 Web 付箋を表示するために必要とする保存データは次の３種類である。 

 

（１）各 URL の全付箋の位置データや作成日時などを保存したデータ 

 Web ページ上に付箋を表示する際に，位置データや付箋タイトル，作成日時と変更日時，

重要アイコン表示の設定状況が示されたデータが必要である。このデータは，指定された

URL 毎に保存する必要があり，このデータには，その URL に対して作成された全付箋の

データが保存されている。 
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（２）各 URL の付箋内容を保存したデータ 

 情報交換する際の BBS で使用するデータである。このデータは各 URL に作成された付

箋毎に作成され，更新頻度の高いデータである。 

 

（３）各 URL に対応したフォルダを指定するデータ 

 先にあげた２つのデータは，URL 毎のフォルダに作成されているため，URL に対応した

フォルダを指定するデータが必要である。システムはこのデータを参照し，指定された URL

に付箋が既に作成されている場合には，このデータが指定したフォルダの各付箋データを

読み込みことになる。もし，指定された URL がこのデータにない場合は付箋データを読み

込まず，付箋が作成された際には新規にその URL 用のフォルダを作成され，このデータも

更新される。 
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第４章  システム開発 

第１節  開発環境 

 本システムの開発言語は JavaScript と Perl，HTML である。付箋の表示部分を

JavaScript と HTML とで表現し，その生成や付箋の位置と内容の保存処理には，Perl に

よる CGI を用いた。 

 付箋を表示させる方法として HTML のブロックタグである DIV タグを利用した。この

DIV タグの属性を指定することで付箋を表示しており，指定した属性は横幅（width），縦

幅（height），絶対座標を指定した座標系（position: absolute），表示位置（left，top），表

示順序（z-index）の計６つの属性である。これらの属性は付箋毎に設定されている。 

 DVI タグによって表示された付箋を JavaScript で制御することで，付箋表示を指定され

た Web ページに手を加えることなく付箋を貼り付けた状態にすることや，ドラッグアンド

ドロップによる移動を可能としている。 

 指定された Web ページに手を加えることなく利用するために，Perl での WWW アクセ

スのためのライブラリである LWP の Simple モジュールを利用することにした。このモジ

ュールに対し，URL を指定することでその指定された Web ページの内容を取得し，その取

得した内容に付箋情報を合わせ，付箋の表示を可能としている。 
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第２節  システムのユーザインターフェース  

１．Web 付箋の表示，移動及び保存 

 （１）Web 付箋の表示 

Web ページ上に Web 付箋が表示されたページである（図 4-1）。各付箋にはその付箋の

内容と更新状況がわかるように，タイトルと更新日のみが表示される。 

 

 
図 4-1．Web 付箋を表示した「講義のツボ」ページ 

 

（２）付箋の色 

 付箋の種類を色で判断できるように，コメント用付箋は青系統の色で表示され，リン

ク用付箋は赤系統の色で表示される。 

また各 Web 付箋の色の濃さで更新が新しいか判断できるよう，内容の更新が新しいほ

ど濃い色で表示され，更新が古いものは薄く表示される。付箋の色はコメント及びリン

クそれぞれ５色づつ用意されており，色は 1 日，３日，７日，１４日，１４日以上の順

に， 終更新日時より経過した日数がたつにつれて薄くなっていく。 

 （３）メニューについて 

  Web 付箋システムを実装しているページの左上には，常にメニューが表示される（図
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4-2）。このメニューには，付箋を作成する「新規作成ボタン」や付箋の表示切り替えがで

きる「付箋表示切り替え用のセレクトメニュー」，コメント付箋及びリンク付箋の各付箋

数，付箋内容を一覧で表示する「一覧表示ボタン」が表示されている。 

 

 

図 4-2．メニュー 

 

「新規作成ボタン」をクリックすると，現在閲覧している Web ページ上に Web 付箋が作

成される。Web 付箋の作成に関しては「３．Web 付箋の新規作成」の項で詳細を記す。 

 「付箋の表示切り替えセレクトメニュー」により，閲覧している Web ページ対して作成

されている Web 付箋の表示を切り替えることができる。Web 付箋の表示切り替えについて

は「５．その他の機能」の項で詳細を記す。 

コメント用付箋数とリンク用付箋数については，付箋が新規作成された時と，付箋が削

除された場合に数が増減し，現在閲覧している Web ページに対して作成されている Web

付箋の数が分かる。 

 メニューの 下部にある「一覧表示ボタン」をクリックすると，閲覧している Web ペー

ジに対して作成されている全付箋の内容を一覧で表示することが可能である。付箋内容の

一覧表示に関しては「５．その他の機能」の項で詳細を記す。 

 

（４）Web 付箋の移動・保存 

  付箋は閲覧者の誰もが自由に移動することが可能である。付箋を移動したあとに付箋

をクリックすると，「座標を保存しますか？」と表示されたダイアログが表示される（図

4-3）。そして「OK」をクリックすると移動した場所に付箋が保存され，「キャンセル」

をクリックすると座標の保存はされず，その付箋の内容が表示される。 
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図 4-3．座標保存の確認ダイアログ 

 

 （５）画面外の保存禁止 

  Web 付箋は自由に移動することができるため，故意に画面外へ付箋をスクロールし保

存することも可能である。それを回避するために，Ｘ座標の値が 980 ピクセル以上の場

所に閲覧者が保存しようとした場合には，「故意に画面外に保存することは禁止されてい

ます。」と書かれたダイアログを表示される（図 4-4）。 
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図 4-4．画面外保存の禁止ダイアログ 

 

２．Web 付箋内容の表示と追加 

Web ページ上にある Web 付箋をクリックすると，掲示板形式による付箋内容がサブウィ

ンドウで表示される。Web 付箋内容の表示スタイルは，コメント用付箋とリンク用付箋で

は若干異なるので，各付箋内容の表示についての詳細を以下に記す。 

（１）コメント用付箋の内容表示及び追加 

 １）コメント用付箋の内容表示画面 

コメント用付箋をクリックした際に表示される，付箋内容の表示画面である（図 4-5）。

コメント用付箋の表示スタイルを以下に記す。 

 

 ・付箋のタイトル表示部分 

 ・付箋作成者が作成時に入力した情報や日付，その情報に対する評価点 

 ・閲覧者が追加した情報や日付，その情報に対する評価点 

・追加情報を入力するためのフォーム 

・属性の詳細を表示するための「属性詳細」ボタン 
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 付箋作成者が付箋作成時に入力した情報の下に閲覧者が入力した情報が表示される

が，閲覧者が入力した情報をインデント表示することで，付箋作成時に入力した情報

と区別できるようにした。各内容の日付の隣にある顔マークは評価点を加算するため

のボタンになっており，その右隣にある数字は評価点の合計点である。 

 

 
図 4-5．コメント用付箋の内容表示画面 

 

２）追加コメントの入力 

画面下部にあるフォームに名前（任意の入力であり，無記入だと「匿名」になる）と

追加コメントを入力し，「書き込む」ボタンを押すことでコメントの追加が行われる。 

なお，付箋内容の表示している画面サイズを固定しているため，長い URL がコメント

部分に表示されるとコメント部分が見づらくなる恐れがあると考えた。そこでコメント

内にURLを入力した場合にURLをそのまま表示せず，[URL]という文字列に変換され，

その URL の文字がリンクとなる。 

 

３）評価点の追加 

  各内容の日付の隣にある顔マークのボタンをクリックすると，その内容の良さを判断

するための評価点を加算する画面に移動する（図 4-6）。そして，その画面上にある「加

算する」ボタンをクリックすると，その内容に対しての評価点が加算される。評価点は

クッキー機能より１ユーザにつき１ポイントのみ加算できるように制限し，もし２重に
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加算した場合には，２重に加算しようとしていることを警告する画面が表示される（図

4-7）。 

 

    
図 4-6．評価点の加算画面      図 4-7．２重に加算した際の画面 

 

４）各属性の詳細表示 

 内容表示画面の 下部にある「属性詳細」ボタンをクリックすると，各付箋に設定さ

れている属性の詳細を確認画面に移動する（図 4-8）。この画面では各属性の効果が禁止

されている場合と重要アイコンを表示状態にしている際に，その属性の状態が表示され

る。なお，属性に関する詳細は「４．Web 付箋の属性」の項で説明する。 
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図 4-8．付箋の属性詳細画面 

 

（２）リンク用付箋の内容表示及び追加 

１）リンク用付箋の内容表示画面 

リンク用付箋をクリックした際に表示される，付箋内容の画面である（図 4-9）。コ

リンク用付箋の表示スタイルを以下に記す。 

 

 ・付箋のタイトル表示部分 

 ・付箋作成者が作成時に入力したリンクや日付，そのリンクに対するコメント数 

 ・閲覧者が追加したリンクや日付，そのリンクに対するコメント数 

・追加情報を入力するためのフォーム 

・属性の詳細を表示するための「属性詳細」ボタン 

 

リンク用付箋の内容表示は，コメント用付箋の内容表示とほぼ同じスタイルであるが，

違う点が２点ある。まず１点目は，コメントの他に[リンク]という文字で表示されたリン

クがあり，その文字の部分をクリックすると，付箋作成者及び他の閲覧者によって追加

されたリンク先のサイトが表示される点である。２点目は，各内容の日付の隣にあるの

が評価点ではなく，そのリンクに対してのコメント数が表示されている点である。 

以上に挙げた２点以外はコメント用付箋の内容表示と同じなので説明は省略する。 
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図 4-9．リンク用付箋の内容表示画面 

 

２）追加リンク及びコメントの入力 

 コメント用付箋の追加コメントの入力で記したと同じように，画面下部にあるフォー

ムに情報を入力し「書き込む」ボタンを押すことで，名前と追加するリンク先の URL，

そのリンクに対してのコメントが追加される。追加された URL は，（リンク）という文

字に変換され，（リンク）の文字の部分をクリックすると追加された URL の Web ページ

が開かれる。その（リンク）の文字の右隣に，情報を追加した閲覧者が入力したリンク

に対するコメントが表示される。なおこのコメント内に URL を入力した際も，コメント

用付箋の所に記した同じ理由から，[URL]という文字に変換される。 

 

３）リンクに対してのコメントの追加 

  各内容の日付の右隣にある「コメント：数字」と書かれたリンクをクリックすると，

そのリンクに対して入力されたコメントの一覧が表示された画面に移動する（図 4-10）。 

 画面の下部にあるフォームに名前とコメントを入力し，「書き込む」ボタンを押すと，コ

メントが追加される。コメントの入力に関する詳細は，コメント用付箋のコメントの追

加と全く同じである。 
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図 4-10．リンク対するコメント入力画面 

 

３．Web 付箋の新規作成 

 Web ページ左上にあるメニュー内の「新規作成ボタン」（図 4-2 参照）を押すと，Web

付箋の新規作成のサブウィンドウが画面上に現れる（図 4-11）。Web 付箋の作成者は，まず，

作成したいコメント用付箋かリンク用付箋のどちらかのタイプを，セレクトメニューより

選択する。これはリンク用付箋にはコメント用付箋には無いURLを入力する欄があるため，

タイプ選択することで区別している。 

 

 
図 4-11．Web 付箋の新規作成のサブウィンドウ 
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 作成したい Web 付箋のタイプを選択すると，作成者や新規コメントなどを入力するフォ

ームが，付箋のタイプの以下に表示される。コメント用付箋とリンク用付箋では，表示さ

れる内容が違うので，それぞれのタイプ毎に作成方法を説明する。 

 

（１）コメント用付箋の新規作成方法 

 付箋のタイプで「コメント」を選択すると，コメント用付箋の作成フォームが表示され

る（図 4-12）。 

 

 
図 4-12．コメント用付箋の作成フォーム 

 

コメント用付箋の作成フォームに入力する５種類の情報について以下に記す。 

 

１）付箋のタイトル 

 付箋のタイトルを入力する。このタイトルは Web ページ上の付箋に表示される。付箋の

大きさは固定なので，タイトルの 大文字数は全角２０文字までである。閲覧者同士でこ

のタイトルに関しての情報を交換することになる。またこのタイトルは，タイトル変更の

属性にて，変更可能に設定しておけば，付箋作成者は後から変更することが可能である。 
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２）付箋の作成者名 

 付箋の作成者名を入力する。名前の入力は任意であり，何も入力しなければ「匿名」と

いう名前に設定される。 

 

３）新規コメント 

 タイトルに関連するコメントを入力する。このコメント入力ボックスには，その情報に

関連するサイトの URL を入力することも可能である。しかし，URL を入力した場合，そ

の URL がそのまま表示されるのではなく，[URL]という文字に置き換えて表示される。

[URL]の文字の部分をクリックすると，そのリンク先のページが新規ウィンドウで表示され

る。参照先の URL（“http://”で始まる文字列）を“[URL]”という文字に置き換える処理

は，付箋内容を表示するサブウィンドウの大きさは固定サイズで表示するよう制限してい

るため，長い URL がそのまま表示されるとコメント部分が見づらくなる恐れがあるためこ

のようにした。 

 

４）属性を設定するためのチェックボックス 

 付箋に対しての属性を，チェックボックスにチェックをいれて設定する。チェックリス

トの上部４つの属性（書き込み禁止，削除禁止，移動禁止，タイトル禁止）に関しては，

禁止したい属性がある場合に，各属性の左隣にあるチェックボックスにチェックをいれる。

また，下部にある「重要アイコン表示」属性に関しては，重要アイコンを表示させたい場

合に左隣にあるチェックボックスにチェックを入れる。削除禁止とタイトル変更禁止に関

しては，禁止にすることが一般的と思われたので，あらかじめチェックを入れて禁止にな

るようにした。 

 

５）属性変更用のパスワード 

 Web 付箋作成後に属性を変更するためのパスワードを入力する。パスワードの文字数は

４文字に制限している。付箋作成者のみがパスワードを設定することができるため，付箋

作成者以外の閲覧者は属性の変更をすることができない。 

 

以上の１）～５）までの付箋情報を入力し，サブウィンドウ画面の下部にある作成ボタ
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ンをクリックすると，閲覧している Web ページ上に作成した Web 付箋が現れる。なお Web

付箋が表示される場所は，Web ページ左上にあるメニューの下に現れるようにした。 

 

（２）リンク用付箋の新規作成方法 

 

付箋のタイプで「リンク」を選択すると，コメント用付箋の作成フォームが表示される

（図 4-13）。 

 

 
図 4-13．リンク用付箋の作成フォーム 

 

リンク用付箋の作成フォームに入力する情報はほとんどコメント用付箋と同じである。

異なる部分としては新規 URL には，１）で入力したタイトルに関連するサイトの URL を

入力する。４）の新規コメントには，３）で入力したサイトの簡単な説明を入力すると効

果的である。 

リンク用付箋もコメント付箋と同様に，サブウィンドウ画面の下部にある作成ボタンを

クリックすると，閲覧している Web ページ上に作成した Web 付箋が現れる。 

作成した Web 付箋はドラッグアンドドロップにより，閲覧している Web ページ上の任意

の場所まで移動することができる。 

保存したい場所まで付箋を移動した後，その付箋をクリックすると，付箋情報（タイト

ルや作成者名，新規コメントなど）と座標データを保存するか尋ねるダイアログが表示さ
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れる（図 4-14）。そして，「OK」ボタンをクリックすると，サーバに付箋情報と座標データ

が送信し保存され，閲覧している Web ページ上に新規作成した付箋が表示される。もし「キ

ャンセル」をクリックした場合には，付箋情報と座標データはサーバには送信されず，違

う場所へ移動することができ，同じようにクリックすることで保存をすることができる。

保存された Web 付箋は他の閲覧者のブラウザにも表示され，閲覧者同士で共有することが

できる。 

 

 
図 4-14．新規付箋の保存確認ダイアログ 

 

４．Web 付箋の属性 

属性の種類は４つの禁止属性（書き込み禁止，削除禁止，移動禁止，タイトル変更禁止）

と重要アイコン表示属性の合計５つある。５つの属性について詳細を以下に記す。 

 

（１）書き込み禁止 

 付箋作成者が付箋作成時に記入したコメント及びリンクに対し，他の閲覧者が内容を追

加することが不可能となり，追加コメント用のフォームが画面上に表示されず，書き込み

禁止の状態であることを示す文章が表示される（図 4-15）。 
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図 4-15．書き込み禁止属性を設定された付箋 

 

（２）削除禁止 

 全ての閲覧者が付箋を削除することを禁止する属性であり，もし削除禁止の属性を設定

していない場合，属性詳細を表示している画面に，「付箋を削除する」というボタンが表示

される（図 4-16）。そのボタンをクリックすると，「削除を実行する」と書かれたボタンが

表示されている削除確認画面に移動する（図 4-17）。そして，このボタンをクリックすると，

即座に現在開いている付箋内容表示のサブウィンドウが閉じ，Web ページ上にある同じタ

イトルの付箋が削除される。 

    
図 4-16．削除ボタン表示画面        図 4-17．削除確認画面 
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（３）移動禁止 

付箋作成者が貼り付けた場所から，他の閲覧者が他の場所に移動し保存が不可能な状態

にする属性である。この属性が設定された付箋は，ドラッグアンドドロップで移動するこ

とは可能であるが，他の場所へ移動しクリックした際に，位置保存を確認するダイアログ

ではなく，保存が禁止されていることを警告するダイアログが表示される（図 4-18）。この

ダイアログ中に表示されている「OK」ボタンをクリックすると，その付箋の内容が表示さ

れる。 

 

 
図 4-18．移動禁止ダイアログ表示画面 

 

（４）タイトル変更禁止 

 付箋作成者が Web 付箋を作成する際に入力した付箋タイトルの変更を禁止にする。もし，

タイトル変更禁止の属性を設定していない付箋の場合は，属性詳細を表示している画面に，

「タイトルを変更する」というボタンが表示され（図 4-19），そのボタンをクリックすると，

テキストボックス内に現在のタイトルが表示されている画面に移動する（図 4-20）。そして，

テキストボックス内のタイトルを変更し，「変更」ボタンをクリックすると，タイトル変更

完了の画面に移動しタイトルが変更される。変更したと同時にブラウザが再読み込みされ，
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Web ページ上にあるタイトルを変更した付箋に表示されているタイトルも変更される。 

 

      
図 4-19．タイトル変更ボタン表示画面     図 4-20．タイトル変更画面 

 

（５）重要アイコン表示 

 この属性を設定すると Web ページ上に表示されている Web 付箋のタイトルの前に，「重

要」と書かれたアイコンを表示される（図 4-21）。このアイコンにより普通の付箋より重要

ということが分かりやすくなり，重要な連絡事項やテストに出る内容付近など張ることで，

その効果を発揮できる。 

 

 

図 4-21．重要アイコンが表示されている Web 付箋 

 

 また，各付箋に設定した属性は，付箋作成者によって，付箋作成後に変更することが可

能である。属性を変更するためには，まず付箋内容の表示画面の下部にある，「属性詳細」

ボタンをクリックする。すると，その付箋に対して設定されている属性の詳細が表示され
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た画面に移動する（図 4-22）。効果が実行されている属性の場合は，「ON」アイコンが書か

れた列のラジオボタンにチェックが入り，逆に効果が無効になっている属性は，「OFF」ア

イコンの列のラジオボタンにチェックがそれぞれ入る。 

 各属性を変更するには際は，効果を実行したい属性を「ON」の列のラジオボタンにチェ

ックを入れ，無効にしたい場合には「OFF」の列にチェックを入れる。そして，画面下部

にある「属性変更」ボタンをクリックすると，属性の変更が完了する。 

 

 
図 4-22．付箋の属性変更画面 

 

５．その他の機能 

 Web 付箋システムを利用し，より情報交換を取りやすくするために設けた機能として付

箋の表示切り替え機能と，付箋内容の一覧表示機能を設けた。以下にそれぞれの機能につ

いての詳細を記す。 

 

（１）付箋の表示切り替え機能 

メニュー内にある「付箋の表示切り替えセレクトメニュー」により，閲覧している Web

ページ対して作成されている Web 付箋の表示を切り替えることができる。表示切り替えが

できる種類として，全付箋表示，コメント付箋のみ表示，リンク付箋のみ表示，重要アイ

コン付き付箋のみ表示，全付箋非表示の５通り用意した（図 4-23）。 セレクトメニューよ

り選択すると，瞬時にその選択した種類の表示に切り替わる。 
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図 4-23．付箋表示切り替えの種類 

 

 この表示切り替え機能により，Web ページ上に付箋がたくさん作成されて元の Web ペー

ジが見づらくなった場合や，重要な内容の付箋のみ閲覧したいと思った場合に有用である。 

 

（２）付箋内容の一覧表示機能 

 メニュー内にある「付箋内容の一覧表示ボタン」をクリックすると，現在閲覧している

Web ページに対して作成されてある付箋のタイトルの一覧が表示されたページに移動する

（図 4-24）。 
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図 4-24．全付箋のタイトル一覧表示画面 

 

図 4-24 のページでは，コメント用付箋とリンク用付箋で分けられた付箋のタイトルが一

覧表として表示されており，その一覧表にはタイトル，そのタイトルの付箋に対して追加

された総コメント数， 終更新日が付箋毎に表示されている。 

 各付箋のタイトル左側にあるチェックボックスにチェックを入れた付箋の内容を閲覧す

ることが可能となっており，一覧で表示させたい付箋の内容を任意で選択できるようにし

た。また，全ての付箋内容を一覧で表示させたい閲覧者のために，コメント用付箋とリン

ク用付箋の各々に，全てのチェックボックスにチェックを入れるボタンも用意した。閲覧

したい付箋のチェックボックスにチェックを入れ，ページ下にある「付箋内容表示」と書

かれたボタンをクリックすると，チェックされた付箋の内容が一覧として表示されたペー

ジに移動する（図 4-25）。 
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図 4-25．付箋内容の一覧表示画面 

 

 図 4-25 のページではチェックされた付箋に対する内容が，コメント用付箋とリンク用付

箋で分けられた状態で表示される。付箋内容の表示スタイルは，Web ページ上にある付箋

をクリックして表示された付箋内容と同じ表示スタイルを利用した。 

 この付箋内容の表示一覧機能により，現在どのような情報が交換されているのか把握す

ることができ，また任意の付箋内容を一覧で表示させ，その内容を印刷することにも利用

できる。 
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第５章 ユーザビリティ評価 

第１節 ユーザビリティ評価について 

Web 付箋システムの新規作成や掲示板表示等の基本機能におけるユーザビリティの確保

を目的とした評価を行った。ユーザビリティ評価を実施するにあたり，次の６つのステッ

プでユーザビリティ評価を実施した（黒須・伊東・時津 1999）。 

１．プロジェクトの計画を立てる 

２．テストの準備を行う 

３．パイロットテストを行う 

４．本テストを行う 

５．結果の分析 

６．報告書を作成する 

 

第２節 評価の実施 

１．パイロットテスト 

パイロットテストとは，テストの対象となるシステムに変更箇所はないか，手続きや方

法に問題がないか，など不都合な点を本テストの前に修正するために行うテストである。  

本システムにおけるパイロットテストでは，ユーザビリティ評価を行うと同時に，開発

したシステムの動作確認を兼ねた形成的評価も行った。なおパイロットテストは 2003 年

12 月 18 日に実施した。 

本システムのパイロットテストを行うにあたり，ソフトウェア情報学部の３人の学生に

評価を協力してもらった。パイロットテストでは，まず初めに本システムのマニュアルを

見てもらった（巻末資料を参照）。マニュアルには，本システムの概要や基本的な操作方法，

各機能に関する詳しい説明が書かれており，Web ページ上で閲覧可能である。そして，Web

付箋システムを実装した Web ページ１つに対して，９つの操作課題（表 5-1）を行っても

らった。 
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表 5-1．パイロットテストでの操作課題一覧 

・既に作成されてある Web 付箋についての操作課題 

①既存する Web 付箋を移動し，位置を保存してください 

②Web 付箋の表示切り替えを実行してください 

③コメント用付箋の内容を表示し，適当な情報を追加してください 

④リンク用付箋の内容を表示し，適当な情報を追加してください 

⑤役に立ちそうな情報に評価点を追加してください 

・Web 付箋を新規に作成し，属性の変更等を行う操作課題 

⑥コメント用付箋及び，リンク用付箋を１つずつ作成し，保存してください 

⑦属性を変更し，変更した属性が有効になっているか確認してください 

⑧コメント及びリンク用付箋のどちらかのWeb付箋のタイトルを変更してください

⑨コメント及びリンク用付箋のどちらか一方を削除してください 

 

課題終了後にはアンケートとインタビューを行った。アンケートは５段階評価による 13

項目(数値が高いほど良い評価になる)と自由記述３項目について回答してもらった。 

５段階評価におけるアンケートの項目とその平均点を表 5-2 に示す。 

 

表 5-2．パイロットテストでの 5 段階評価によるアンケート結果 

アンケート項目 平均点

①Ｗｅｂ付箋の大きさはちょうど良いと思いますか？ 
４．３

②Ｗｅｂ付箋の色の濃さによって，更新状況が分かりやすいと思いましたか？ 
２．６

③コメント用付箋の掲示板表示部分は見やすかったですか？ ３．３

④リンク用付箋の掲示板表示部分は見やすかったですか？ ３．３

⑤各付箋内容に対する評価点は参考になると思いましたか？ ３．３

⑥Ｗｅｂ付箋を簡単に作成する事ができましたか？ ５．０

⑦Ｗｅｂ付箋を移動し，保存する事は容易に出来ましたか？ ４．６

⑧属性の変更は分かりやすかったですか？ ４．０

⑨このシステムによって「講義のツボ」をもっと活用しようと思いますか？ ３．０
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⑩このシステムによって学生同士で情報交換がしやすくなると思いますか？ ４．６

⑪いろいろなサイトでもこのシステムを利用したいと思いますか？ ４．６

⑫虎の巻は分かりやすかったですか？ ３．３

⑬リンクのみ追加していくリンク用付箋は必要と思いましたか？ ３．０

 

 ５段階評価による結果より，ほとんどの項目で平均点が３．０以上であったが，唯一３．

０未満だった②の項目に対しては，インタビューより操作課題で付箋の色に注目がいく操

作がなかったためこのような結果になったことが分かった。このことより，本テストでは

付箋の色に注目がいくような操作課題を用意することにした。 

 

 次に自由記述による３項目の結果について以下に示す。 

 

■システムの良いと思う点について 

 ・閲覧者同士で改善やコメントができるところ。（１名） 

 ・Web ページに対して明確に情報交換ができる。（１名） 

 ・扱いが簡単で，手軽に作成できるところがよかった。（１名） 

 

■システムの悪いと思う点について 

 ・付箋で Web ページが見えにくくなる。（１名） 

 ・付箋の中に書かれている文字が見えにくい。特に赤い付箋に黒い文字。（１名） 

 ・付箋内容が表示されたサブウィンドウが他のウィンドウの後ろに隠れてしまうところ。

（１名） 

 

■システムに必要な改善点について 

・表示切り替えをした際に，現在の表示状態が分かるようにした方がよい。（２名） 

・付箋内容が表示されている部分（BBS）の文字が見えにくい。（２名） 

・付箋作成されたら自動で座標位置を保存して欲しい。（１名） 

 

 以上の自由記述による回答から，BBS の文字が見にくいこと，表示切り替えをした際に

現在表示している状態を分かるようにして欲しいという改善案がそれぞれ２名から出され
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た。具体的には，前者については，情報（コメント又はリンク）が追加された場合に，前

の人が追加した情報と，次の人が追加した情報との境目が近づきすぎて表示されているた

めに，境目がわかりづらいということであった。後者は，例えば表示切り替えをセレクト

メニューからコメント付箋のみ表示を選択し，Web ページ上にコメント付箋のみ表示され

た場合に，セレクトメニュー内に表示されている文字が，常に「表示切替」と表示されて

しまう。そこで，セレクトメニュー内の文字に今の表示状態（ここの例では「コメント付

箋のみ表示」）を表示して欲しいという意見であった。そこで，この２点を改善し，再び同

じ評価協力者に確認した。 

 また，パイロットテストで出た手続きの問題点として，付箋の色で更新状況が分かるか

どうかを確認する操作課題が無かった事が挙げられた。本テストでは，付箋の色に注目で

きるような操作課題を用意することにした。 

 

２．本テスト 

本テストでは，基本的にパイロットテストと同じ流れで行い，2004 年１月 21 日に実施

した。評価協力者は，Web ブラウザを使用することができる，ソフトウェア情報学部の８

名の学生であった。なお，この８名の中には，パイロットテストで協力してもらった学生

は含まれていない。 

 評価もパイロットテストと同様に１人ずつ行い，初めに操作に関するマニュアルを見て

もらった。その後，コメント用とリンク用の Web 付箋を５枚ずつ貼り付けた「講義のツボ」

１ページに対して，Web 付箋の新規作成や掲示板表示部分への書き込み，属性の変更など

10 個の操作課題を行ってもらった。なお付箋の色によって更新状況が分かるかどうかの判

断するために，コメント用とリンク用の付箋は，それぞれ５色ずつの色を用意した。今回

用意した 10 個の操作課題の内容は，パイロットテストを実施した際に指摘された付箋の色

に注目できるような操作課題や，より具体的な内容の操作課題に変更した（表 5-3）。 

課題終了後は，本システムについてのアンケートに答えてもらった。本テストで使用し

たアンケートは，パイロットテスト時に使用したアンケートとは違うものを用意し，シス

テムの有用性を問うような質問は削り，ユーザビリティに的を絞った質問項目に変更した。

また，アンケートは，５段階評価による 12 項目（数値が高いほど良い評価になる）と自由

記述４項目について回答してもらった。アンケート記入後に，そのアンケート結果を元に

インタビューを行った。 
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表 5-3．本テストでの操作課題一覧 

・既に作成されてある Web 付箋についての操作課題 

①コメント付箋のみ，全付箋の非表示，全付箋の表示というように，付箋の表示状態を順

に切り替えてください。 

②作成された日付が古いコメント用付箋に対して，適当にコメントを追加してください。

③作成された日付が新しいリンク用付箋に対し，岩手県立大学へのリンクを追加してくだ

さい。 

④タイトルが「グループダイナミクスについて」と書かれたコメント用付箋の内容を表示

し，そのコメントに対して評価点を加算してください。 

⑤タイトルが「マクロ－マイクロ支援についてのリンク」と書かれたリンク用付箋の内容

を表示し，そのリンクに対してのコメントを追加してください。 

・Web 付箋を新規に作成し，属性の変更等を行う操作課題 

⑥タイトル変更ができ，重要アイコン付きのコメント用付箋を作成してください。その付

箋を任意の場所に移動し保存してください。 

⑦追加書き込みと，付箋の移動が禁止されているリンク用付箋を作成してください。その

付箋を任意の場所に移動し保存してください。（特に思いつかなければ，岩手県立大学の

URL を利用してください） 

⑧作成したコメント用付箋のタイトルを変更し，重要アイコンを非表示の状態にしてくだ

さい。 

⑨作成したリンク用付箋の追加禁止と移動禁止を解除し，どちらも出きるような状態にし

てください。 

⑩タイトルが「ＦＲＥＰについて」の付箋を削除してください。 
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第３節 評価結果 

 ５段階評価による評価項目と平均点を以下の表に示す（表 5-4）。なお，表の列に表示さ

れてある A～H までのアルファベットはそれぞれ評価協力者に対応している。 

 

表 5-4．本テストによる５段階評価の結果 

アンケート項目の内容 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 平均

①Ｗｅｂ付箋の大きさはちょうど良いと思いますか？ ４ ３ ４ ４ ４ ５ ５ ４ ４.１

②Ｗｅｂ付箋の色の濃さによって，更新状況がわかりやすいと思いましたか？ ５ ５ ５ ５ ５ ４ ５ ３ ４.６

③Ｗｅｂ付箋には，タイトルと日付だけの表示で十分だと思いますか？ ４ ４ ２ ２ ４ ４ ４ ５ ３.６

④付箋内容を表示する際に，クリックのままで良いと思いましたか？ ４ ４ １ ５ ４ ５ ３ １ ３.４

⑤コメント用付箋の掲示板表示部分は見やすかったですか？ ４ ４ ４ ３ ４ ４ ５ ２ ３.８

⑥リンク用付箋の掲示板表示部分は見やすかったですか？ ４ ４ ４ ３ ４ ４ ５ ２ ３.８

⑦コメントに対する評価点の追加方法は分かりやすかったですか？ ３ ３ ３ ４ ４ ４ ４ ４ ３.６

⑧リンクに対してのコメントの追加は，簡単に出来ましたか？ ５ ３ ３ ５ ５ ４ ４ ５ ４.３

⑨Ｗｅｂ付箋を簡単に作成する事ができましたか？ ５ ５ ４ ５ ５ ５ ５ ５ ４.９

⑩Ｗｅｂ付箋を移動し，保存する事は容易にできましたか？ ５ ４ ４ ５ ５ ５ ４ ５ ４.６

⑪各属性の名称は，それぞれ何を意味するか分かりやすかったですか？ ４ ４ ２ ５ ５ ５ ５ ５ ４.４

⑫属性の変更は容易にできましたか？ ５ ５ ４ ５ ５ ５ ５ ５ ４.９

 

 ５段階評価のアンケート結果より，12 項目のうち平均が４以上の項目が７つ，平均３以

上４未満の項目が５つあり，また評価協力者のほとんどから使いやすいと意見をもらった。

５段階評価のうち， も低かった評価として，箋内容を表示する際にダブルクリックでは

なくクリックのままで良いかを尋ねた項目（平均３.４）であったが，現状のままで良いと

いう意見の方が良かったので，そのままとした。 

 

次に自由記述による４項目の結果について以下に示す。 

 

■システムの使いやすい点について 

・初めて利用する人でも付箋が簡単に使えるところ。（３名） 
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 ・感覚で使用方法が大体分かるところ。（２名） 

・付箋の作成方法がわかりやすかった。（２名） 

 ・他のユーザのホームページに対する感想を取得することができる。（１名） 

 ・掲示板の総合リンク集みたいにもなるので面白い。（１名） 

 

■システムの使いにくい点について 

・操作に慣れが必要と感じた。（２名） 

・属性変更に少し戸惑った。（１名） 

・複数の付箋内容を表示できない部分。（１名） 

 

■システムに必要な改善点について 

 ・付箋をクリックして保存するのではなく，自動で保存して欲しい。（２名） 

 ・内容表示しているサブウィンドウに，ウィンドウを閉じる「close」ボタンが欲しい。 

（１名） 

 ・複数の付箋内容を表示できるようにして欲しい。（１名） 

 ・画面左上にあるメニューを任意で非表示にしたい。（１名） 

・評価点を追加するボタン（顔マーク）を分かりやすくするため大きくして欲しい。 

（１名） 

 ・任意でメニューの表示と非表示を切り替えられると良い。（１名） 

 ・属性変更をわかりやすくして欲しい。（１名） 

 

■システムについての感想や意見 

・付箋の色を自分で決められると面白いかもしれない。（１名） 

・Web ページの背景色と付箋の色が近いと分かりづらいかも知れない。（１名） 

・ホームページに対して直接コメントを入れられるのがうれしい。 

・管理人へメッセージを送る時でも，メールよりはこのシステム使った方が，感覚的に

しやすい。（１名） 

 ・今までにこのようなシステムを利用したことが無かったので，とても新鮮に感じた。 

  （１名） 

 ・色々な応用ができると感じた。（１名） 



 43

以上の自由記述による回答から，初心者でも使いやすいシステムであるという意見を３

名から得ることができた。また，付箋の操作が感覚的に分かりやすいという点と新規作成

が分かりやすいという点で，それぞれ２名から良い意見を得た。 

しかし，システムの使いにくい点と改善案を尋ねた項目より，操作に慣れが必要である

ことと，付箋をクリックして保存するのではなく自動保存して欲しいという意見がそれぞ

れ２名から出たが，他の６名から現状のままで良いという意見が多かったので，今回は改

善点とはしなかった。改善案として出された２つの項目については，今後も検討の余地が

残った。 

以上の結果より，５段階評価で全項目で平均３以上を得たことや，自由記述で使いやす

いという意見が多かったことから，本システムにおける基本的なユーザビリティは確保で

きたと言える。 
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第６章 まとめ 

 本研究では，Web ページ内にある内容に対し閲覧者同士で情報交換が行われることによ

り，その内容理解への向上につながることを目的として，付箋をインタフェースとした付

加情報共有システムの開発を行った。 

 ユーザビリティ評価の結果より，ほとんどの評価協力者からは，基本操作及び各機能に

対して初めてでも分かりやすいインタフェースであるなど，多くの良い評価を得たことか

らユーザビリティの確保ができたと言える。 

 今後は，実際に「講義のツボ」ページにてシステムを運用し，このシステムがもたらす

学習効果について検証していく必要がある。また，「講義のツボ」ページ以外のWebページ

に対してこのシステムを利用した場合に，このシステムから得られる効果についても詳し

く検証する必要がある。 
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資料１：Ｗｅｂ付箋システム操作マニュアル「虎の巻」 

 

 

このページでは，皆さんにＷｅｂ付箋システムの形成的評価を行ってもらうため，Ｗｅｂ付箋システムについて説明させて

もらいます。 
Ｗｅｂ付箋とはいったい何なのか？どうやって作成できるのか？などを詳しく説明しております。 
このページを読んで，皆でＷｅｂ付箋をいっぱい作ってみてください。 
卒業のため，よろしくお願いします。学部４年・高橋 充  

 
もくじ 

• １．Ｗｅｂ付箋システムとは？  
  １．１．研究の目的 
  １．２．動作環境 

• ２．Ｗｅｂ付箋つきのページの説明  
  ２．１．ページ上にあるＷｅｂ付箋の見方 
  ２．２．付箋のタイプ 
  ２．３．付箋の色について 
  ２．４．メニューについて 

• ３．Ｗｅｂ付箋の作成  
   ３．１．既存のＷｅｂ付箋を移動し保存する 
   ３．２．実際にＷｅｂ付箋を作成してみる 
   ３．３．付箋の属性について 
   ３．４．作成した付箋を移動し保存する 

• ４．付箋内容の表示・追加  
   ４．１．付箋の内容を表示してみる 
   ４．２．付箋内容を追加する(コメント編) 
   ４．３．付箋内容を追加する(リンク編) 
   ４．４．各付箋内容に対しての評価点について(コメント用付箋) 
   ４．５．リンクに対してのコメントについて(リンク用付箋) 

• ５．Ｗｅｂ付箋のその他の機能  
  ５．１．付箋のタイトルを変更する 
  ５．２．付箋を削除する 
  ５．３．付箋の属性を変更する 
  ５．４．付箋内容の一覧表示機能 

１．Ｗｅｂ付箋とは？ 

 Ｗｅｂ付箋システムについて軽く説明してみます。 

１．１．研究の目的 

 インターネット上には講義や授業で使用する事ができるＷｅｂ資料が多く存在しています。これらのＷｅｂ資料を有効的に使用する事

で，講義や授業の内容をより理解しやすくなります。また，そのＷｅｂ資料のページに対して電子掲示板（ＢＢＳ）で閲覧者同士で情報

交換を行うと，さらにその効果は大きくなります。 しかし，Ｗｅｂ資料として利用できるページには必ずしも掲示板があるわけでなく，

あったとしてもトップページにあり，各ページに対して掲示板を設置しているＷｅｂページは少ないと思います。 

 そこで私は，全てのＷｅｂページに対して掲示板を作成できるシステムを「付箋」をインタフェースとして自由に貼り付ける事ができる

「Ｗｅｂ付箋システム」を開発しました。このＷｅｂ付箋システムを利用する事により， Ｗｅｂページの内容に対し，閲覧者同士で情報を 
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交換する事により，Ｗｅｂページ内の内容に関してより理解が深まることをねらっています。これが大きな目的です。 

 今回この開発したシステムを運用するにあたり，「講義のツボ」プロジェクトに目をつけました。このプロジェクトは皆さん知っている

とおり，講義内容をＷｅｂ上に公開し，閲覧者が主にノートの補完やテスト前の勉強などに活用するためのプロジェクトです。この「講

義の内容がＷｅｂ上にある」というメリットをどうにか生かそうと考えたのも，開発の背景にあります。 

１．２．動作環境 

本システムを使用する際には，以下の環境で使用することを推奨します。 

 

Windows 

• InternetExplorer 6.0 以上  
• Netscape 6.0 以上  

 

注）上記以外のＯＳ・ブラウザにおいては、動作できない環境もあります（下表参照）。  

OS ブラウザ 動作確認 

IE 6.0 ○ 

Netscape 7.1 ○ 

Netscape 6.0 ○ 

Netscape 4.75 動くように改善中 

Windows 

Mozilla 1.4.1 ○ 

IE 5.2.2 × 

Netscape 4.7 × Mac 

Safari 1.0 × 

Mozilla 1.2 ○ 
Linux 

w3m × 

Solaris Netscape 4.5 × 

 ※なお，システム側で文字の大きさやブラウザの文字サイズを変更している場合に，各自のブラウザで表示される文字の大きさが

異なるため，付箋の位置が多少ずれる事があります。また，Internet ExplorerとNetscapeではブラウザに表示する文字サイズが異な

るために，Internet Explorer で表示している付箋の場所と，Netscape で表示している場所とでは，若干のずれが生じてしまいます。現

在この問題を回避するために，解決方法を調査しています。 

▲もくじへ 

 
２．Ｗｅｂ付箋つきのページの説明 

 この章では，Ｗｅｂページ上にＷｅｂ付箋システムが実装されてある画面を見ながら，Ｗｅｂ付箋の簡単な説明を行います。 

以下の図２‐１は，Ｗｅｂ付箋システムがＷｅｂページに実装されている画面です。 

ここでは例として「情報ネットワーク論」の講義のツボページを使って説明します。 
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図２‐１：ＷｅｂページにＷｅｂ付箋システムを実装した画面  

 図２‐１の左上にあるのが，「メニュー」です。このメニュー内にあるボタンなどを押すことで付箋の作成などを行ったりします。これに

ついては次の節で説明します。 

そして，図２‐１の中ほどにある，青と赤の長方形の形をしたこれ⇒                     やこれ⇒ 

    がＷｅｂ付箋です。 

２．１．ページ上にあるＷｅｂ付箋の見方 

 Ｗｅｂ付箋には，その付箋が何について情報の交換を行っているか分かる①付箋のタイトルと② 終更新日時が表示されています

（図２-２）。また，３章の３節で説明します「重要アイコン属性」がついた付箋は，タイトルの前に重要アイコン⇒   が表示されます。 

 

図２‐２．Ｗｅｂ付箋（コメント用） 

２．２．付箋のタイプ 

 付箋のタイプとして，ページ内にある用語に対してコメントを残すためのコメント用Ｗｅｂ付箋と，用語についての関連サイトのリンク

を表示するためのリンク用Ｗｅｂ付箋の２つがあります。コメント用Ｗｅｂ付箋にサイトへのリンクを書き残す事も可能です。またリンク

用Ｗｅｂ付箋には，リンクについての説明・コメントを一緒に書き残す事も可能です。現在はこの２種類のタイプを用意していますが，

今後増える可能性もあります。たぶん。 

２．３．付箋の色について 

 Ｗｅｂページ上にあるＷｅｂ付箋をパッと見て，そのＷｅｂ付箋のタイプが色で判断できるように，コメントは青，リンクは赤で表示して

います。また，付箋情報の更新の具合を色の濃さで表しています。付箋内容の更新が新しい付箋は濃く，古い付箋は薄い色で表す 

ようにしています。（図２-３）
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図２-３：付箋の色の違い 

２．４．メニューについて 

 画面左上にあるメニューについて図２‐４を用いて説明します。 

 

 

 

図２‐４：メニューの解説 

①新規Ｗｅｂ付箋作成ボタン：このボタンを押すと，新規作成用の画面が表示されます。詳細は３章で説明します。 

②付箋表示切替：現在表示されている Web 付箋の表示状態を切り替える事ができます。表示切り替えの種類として以下の５つがあ

ります。セレクトメニューより選択してください。 

        全表示：そのページに作成されているＷｅｂ付箋を全て表示します。 

        コメントのみ：タイプがコメントのＷｅｂ付箋のみ表示します。 

        リンクのみ：タイプがリンクのＷｅｂ付箋のみ表示します。 

        重要付箋のみ：重要アイコン表示の属性がつけられたＷｅｂ付箋のみ表示します。（重要アイコンについては３章の３節で説明

します。） 

        全非表示：全ての付箋を非表示にします。 

 

③コメント付箋とリンク用付箋の数：現在表示してあるページ上にある，コメント用とリンク用それぞれのＷｅｂ付箋の数を表示してい

ます。 

④付箋内容一覧表示ボタン：このボタンを押すと，現在閲覧しているページに対して作成されいてる付箋の内容を一覧で表示します。

詳細は５章の４節で説明します。 

 

 なお，メニューは表示画面が下にスクロールされても，作成ボタンと表示切替が常に Web ページの左上に強制的に表示されるよう

に考慮しています。 

▲もくじへ 

 
３．Ｗｅｂ付箋の保存と新規作成 

 この章では既存している付箋の保存と，実際にＷｅｂ付箋を作成し，保存をする方法を説明します。 

３．１．既存のＷｅｂ付箋を移動し保存する 

 Ｗｅｂ付箋は，閲覧者誰もが※自由に移動する事ができます。（※移動禁止属性が付けられていない場合←これについては３章の

２節で説明します） 

 Ｗｅｂ付箋をドラッグし，保存したい場所まで移動します。そして，付箋をクリックすると，図３-１のように付箋の位置を変更をするか

どうかを確認するダイアログが現れますので，「はい」を選択すると，付箋の位置情報が保存され，画面が再読み込みされ，付箋の

色も変わります。なお，「いいえ」を押すと位置の保存はされずに付箋内容が表示されます。（付箋内容の表示に関しては４章の１節

を参照） 
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図３-１：位置保存の確認ダイアログ 

３．２．実際にＷｅｂ付箋を作成してみる 

 付箋を新規作成する場合は，まずメニューの所にある新規作成ボタンを押します。すると新規作成用のサブウィンドウが現れます。

サブウィンドウではまず，図３-２の①で付箋のタイプを選択してください。コメントかリンクを選択するとその下に付箋情報を入力する

フォームが表示されます。タイプによって表示されるフォームが変わります。  

 

 

 

 

 

 

 

図３-２：Ｗｅｂ付箋新規作成用フォーム 

 

 図３-２を使いながら説明します。 

①で付箋のタイプを選択してください。タイプによって表示されるフォーム内容が変わります。 

②には付箋のタイトルを入力してください。このタイトルはＷｅｂページ上に表示される付箋の中のタイトルとして表示されます。 

③には付箋の作成者名を入力してください。これは任意です。入力しなかった場合は「匿名」という名前になります。 

④はリンク用作成フォームでしか表示されません。付箋タイトルに関連するＵＲＬを入力してください。 

⑤にはコメントを入力します。リンク用付箋の場合は，ＵＲＬに対するコメントを入力すれば効果的です。 

⑥は付箋に属性を付ける為のチェックボックスです。付箋の属性については次の節で説明します。 

⑦は⑥の属性を変更するためのパスワードです。４文字以内で入力してください。 

⑧の作成ボタンでＷｅｂページ上に新しいＷｅｂ付箋が作成されます。キャンセルを押すとフォームに入力した内容が消えます。 

※付箋の作成をやめる時は，サブウィンドウ右上の×を押してウィンドウを閉じてください。  

３．３．付箋の属性について 

 各Ｗｅｂ付箋には，付箋作成者によって任意に属性を付ける事ができます。図３-２の⑥のチェックボックスにチェックを入れるとその

属性が付けられます。次に各属性について説明します。  
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書き込み禁止 

★付箋作成者が付箋を作成する時に記入したコメント及びリンクの内容に対し，他の閲覧者は

内容を追加できなくなります。付箋内容の閲覧のみしかできなくなります。連絡事項などを伝

える場合に利用されるかと思い用意した属性です。 

削除禁止 
★作成したＷｅｂ付箋を自由に削除する事を禁止します。もしこの属性をつけなかった場合，

作成したＷｅｂ付箋を誰もが自由に削除する事ができます。 

移動禁止 
★付箋作成者が 初に張り付けた場所から，自由に付箋を移動し保存できないようにする属性

です。張り付けた場所からもう動かす事はないと思う付箋等に付けると効果的でしょう。 

タイトル変更禁止 
★付箋作成者がＷｅｂ付箋を作成する時に入力した付箋タイトルの変更を禁止します。この属

性をつけないと，閲覧者が自由にタイトルを変更することが可能になります。 

重要アイコン表示 

★Ｗｅｂページ上に表示されているＷｅｂ付箋のタイトルの前に， アイコンを表示させる

事ができます。重要な内容のＷｅｂ付箋に対して注目度上げるために有効かと思います。 

例：） 

 なお，削除禁止とタイトル変更禁止にはあらかじめチェックが付いています。これはＷｅｂ付箋を作成する場合に，この２つの属性に

ついて一般的にチェックをするだろうと思い，デフォルトでチェックを付けました。 

 また，属性はＷｅｂ付箋作成後でも変更することができます。詳細は５章で説明します。 

３．４．作成した付箋を移動し保存する 

 Web 付箋新規作成用フォームに各情報を入力し，図３‐２の⑧の作成ボタンを押すと，メニューの下に新規付箋が作成されます。ま

だこの段階では Web 付箋が作成されただけで，まだ保存はされていません。そこで，作成された Weｂ付箋を張り付けたい場所までド

ラッグ＆ドロップしてください。そしてその Web 付箋をクリックすると，図３‐３と同じダイアログが表示されます。 ドラッグした場所に保

存してもいい場合は「OK」を選び，もし違う場所に張り付けたい場合は「キャンセル」を押して，またドラッグ＆ドロップして保存したい

場所に Web 付箋を置いてクリックしてください。 

 

 

 

 

図３‐３：新規付箋の保存確認ダイアログ 

 

 「OK」を選ぶと作成した Web 付箋の付箋内容や位置情報等が保存され，閲覧している Web ページを再読み込みされます。そして作

成した Web 付箋が Web ページ上の張り付けた場所にあれば，無事あなたが作成した Web 付箋が保存された事になります。保存さ

れた Web 付箋は他の閲覧者のブラウザにも表示され，閲覧者同士で共有する事ができます。  

▲もくじへ 
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４．付箋内容の表示・追加 

 この章では，付箋内容の表示，コメント及びリンクの追加方法などを解説します。 

４．１．付箋の内容を表示してみる 

 Ｗｅｂページ上にあるＷｅｂ付箋をクリックすると，付箋作成者及び閲覧者同士により掲示板形式で記入された情報が，サブウィンド

ウとして現れます。（図４-１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４-１：Web 付箋内容の表示（コメント） 

４．２．付箋内容を追加する(コメント編) 

 付箋内容を追加する場合は，図４-１の下にあるフォームにそれぞれ名前と追加コメント記入します。名前は任意です。何も記入し

なかった場合は「匿名」という名前でコメントが追加されます。さらにその下にある「書き込む」ボタンを押すとコメントが追加されます。

ようは普通の掲示板と同じです。 

４．３．付箋内容を追加する(リンク編) 
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図４-２：Web 付箋内容の表示（リンク） 

 

 リンク用付箋の表示は基本的にはコメント用と同じですが，追加したリンクはコメントの横に「リンク」という文字で表されます（図４-

２）。 

またリンク用付箋への内容追加をする場合は，コメントの他に URL も入力してください。 

４．４．各付箋内容に対しての評価点について（コメント用付箋） 
 コメント用付箋において，追加された内容の良さを判断するための指標として，閲覧者は各付箋内容に評価点を加算する

事ができます。各付箋内容の書き込み日時の隣にある，加算アイコン⇒ （図４‐１参照）をクリックすると，評価点の加

算確認の画面に移ります。その画面で「加算する」ボタンを押すと評価点が加算され，付箋内容表示の画面に戻ります。 
 なお，評価点は一人につき１点しか加算する事ができません。評価点を加算する場合には，ブラウザの設定で Cookie を

オンにしてください。  
 
４．５．リンクに対してのコメントについて（リンク用付箋） 

 リンク用付箋において，リンクに対してコメントつける事ができます。各付箋内容の書き込み日時の隣にある，コメント：書き込み数

（図４-２参照）をクリックすると，コメント用付箋と同じような入力フォームが表示されるので，同じように書き込みをしてください。 

▲もくじへ 
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５．Ｗｅｂ付箋のその他の機能 

 この章では，各Ｗｅｂ付箋に付けられた機能の実行や，属性の変更について説明します。 

３章で各Ｗｅｂ付箋には属性を付ける事が可能と記述しましたが，その属性は付箋内容表示の画面の右下にあるボタン⇒ 

を押して確認する事ができます。（図５-１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-１：付箋属性の表示画面 

 

 図５-１の場合，このＷｅｂ付箋には削除禁止とタイトル変更禁止の属性が付けられている事がわかります。 
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５．１．付箋のタイトルを変更する 

 付箋のタイトルを変更するためには，変更したいＷｅｂ付箋に「タイトル変更禁止」の属性がオフになっている必要があります。もしタ

イトル変更禁止属性がオフのＷｅｂ付箋は，図５-２の左側ように表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-２：タイトルの変更画面 

 

 そして，中程に見える「タイトルを変更する」と書かれたボタンを押すと，図５-２の右側のような画面になり，テキストボックスの中に

変更後のタイトルを入力し，「変更」ボタンを押すとタイトルを変更する事ができます。 

５．２．付箋を削除する 

 Ｗｅｂ付箋自体を削除する場合は，変更したいＷｅｂ付箋に「削除禁止」の属性がオフになっている必要があります。もし削除禁止属

性がオフのＷｅｂ付箋は，図５-３の左側ように表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-３：削除の画面 

 そして「付箋を削除する」のボタンを押すと，図５-３の右側のように画面が表示され，「削除を実行する」のボタンを押すとその付箋

が削除されます。なお，削除した際には，ブラウザが再読み込みされます。 
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５．３．付箋の属性を変更する 

 付箋の属性を変更するためには，図５-１の下にある属性変更パスワードを入力し，「属性変更」ボタンを押すことで可能となってい

ます。属性変更パスワードというのは，付箋作成者が付箋を作成する際に決めたパスワードの事です。（３章の２節を参照） 

 ボタンを押すと図５-４のような画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-４：属性変更画面 

 この画面で，「ＯＮ」の列にあるラジオボタンに印がついているが，その属性がオンになっている状態を表し，逆に「ＯＦＦ」の列に印

が付いている属性は，オフになっています。 

 図５-４の場合では，削除禁止とタイトル変更禁止の属性がオンになっているので，削除とタイトル変更は出来ないという事になりま

す。他の属性はＯＦＦの印が付いていますので，追加書き込みと移動が可能であり，また，重要アイコンは表示させないという事にな

ります。 

 属性を変更する際には，ラジオボタンの印を「ＯＮ」か「ＯＦＦ」に付けて，下にある「属性変更」ボタンを押すと実行できます。 
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５．４．付箋内容の一覧表示機能 

 メニューにある付箋内容一覧表示ボタンを押すと，現在閲覧しているＷｅｂページに対して作成されてある付箋のタイトルの一覧が

図５-５のように表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-５：付箋のタイトル一覧表示画面 

 図５-５のページでは，コメント用付箋とリンク用付箋で分けられた付箋のタイトルが一覧表示として表示されており，その一覧表に

はタイトル，そのタイトルの付箋に対して追加された総コメント数， 終更新日が付箋毎に表示しています。 

 各付箋のタイトル左側にあるチェックボックスにチェックを入れた付箋の内容を閲覧することが可能となっており，一覧で表示させた

い付箋の内容を任意で選択できるようにしました。 



 13

また，全ての付箋内容を一覧で表示させたい閲覧者のために， コメント用付箋とリンク用付箋の各々に，全てのチェックボックスに

チェックを入れるボタンも用意しています。閲覧したい付箋のチェックボックスにチェックを入れ，ページ下にある「付箋内容表示」と書

かれたボタンをクリックすると，チェックされた付箋の内容が一覧として表示されたページに移動します（図５‐６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５‐６：付箋内容の一覧表示画面 

 

 この付箋内容の表示一覧機能により，現在どのような情報が交換されているのか把握することができ，また任意の付箋内容を一

覧で表示させて，その内容を印刷して活用する事もできます。 

▲もくじへ 
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資料２：パイロットテストのユーザビリティ評価における操作課題 
 

Ｗｅｂ付箋システムのユーザビリティ評価の流れ 

・初めに，Ｗｅｂ付箋システム「虎の巻」のページを見てください 

・既に作成されてあるＷｅｂ付箋を操作する 

１．既存するＷｅｂ付箋を移動し，位置を保存してください。 
↓ 

２．Ｗｅｂ付箋の表示切り替えを実行してください。 
↓ 

３．コメント用付箋の内容を表示し，適当な情報を追加してください。 
↓ 

４．リンク用付箋の内容を表示し，適当な情報を追加してください。 
↓ 

５．役に立ちそうな情報に評価点を追加してください。 
 

・Ｗｅｂ付箋を新規作成し，属性を変更する 

１．コメント用付箋及び，リンク用付箋を１つずつ作成し，保存してください。 
↓ 

２．属性を変更し，変更した属性が有効になっているか確認してください。 
↓ 

３．コメント用付箋及びリンク用付箋のどちらかのＷｅｂ付箋のタイトルを変更してく

ださい。 
↓ 

４．コメント及びリンク用付箋のどちらか一方を削除してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

資料３：パイロットテストのアンケート用紙 
 

Ｗｅｂ付箋システムについてのアンケート 
・Web 付箋の見た目に関して 

①Ｗｅｂ付箋の大きさはちょうど良いと思いますか？  

②Ｗｅｂ付箋の色の濃さによって，更新状況が分かりやすいと思いましたか？ 

 
 

・掲示板の表示部分に関して 

③コメント用付箋の掲示板表示部分は見やすかったですか？  

④リンク用付箋の掲示板表示部分は見やすかったですか？  

⑤各付箋内容に対する評価点は参考になると思いましたか？  

 

・Ｗｅｂ付箋の作成及び移動に関して 

⑥Ｗｅｂ付箋を簡単に作成する事ができましたか？  

⑦Ｗｅｂ付箋を移動し，保存する事は容易に出来ましたか？  

 

・付箋の属性に関して 

⑧属性の変更は分かりやすかったですか？  

 

・システムの利用に関して 

⑨このシステムによって「講義のツボ」をもっと活用しようと思いますか？ 
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⑩このシステムによって学生同士で情報交換がしやすくなると思いますか？ 

 
⑪いろいろなサイトでもこのシステムを利用したいと思いますか？ 

 
 

・その他 

⑫虎の巻は分かりやすかったですか？  

⑬ リ ン ク の み 追 加 し て い く リ ン ク 用 付 箋 は 必 要 と 思 い ま し た か ？ 

 
⑭このシステムの良いと思う点を，ご自由にお書きください。 
 
 
 
 
 
 
⑮このシステムの悪いと思う点を，ご自由にお書きください。 

 
 

 

 

 

 

⑯このシステムについての改善点を，ご自由にお書きください。 

 

 

 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
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資料４：本テストのユーザビリティ評価における操作課題 
 

Ｗｅｂ付箋システム ユーザビリティ評価の流れ 

・初めに，Ｗｅｂ付箋システム「虎の巻」のページを見てください。 

・既に作成されてあるＷｅｂ付箋を操作する。 

□１．コメント付箋のみ，全付箋の非表示，全付箋の表示というように，付箋の表示状態を

順に切り替えてください。 
↓ 

□２．作成された日付が古いコメント用付箋に対して，適当にコメントを追加してください。 
↓ 

□３．作成された日付が新しいリンク用付箋に対し，岩手県立大学へのリンク

(http://www.iwate-pu.ac.jp)を追加してください。 
↓ 

□４．タイトルが「グループダイナミクスについて」と書かれたコメント用付箋の内容を表

示し，そのコメントに対して評価点を加算してください。 
↓ 

 □５．タイトルが「マクロ－マイクロ支援についてのリンク」と書かれたリンク用付箋の内

容を表示し，そのリンクに対してのコメントを追加してください。 

 

・Ｗｅｂ付箋を新規作成し，属性の変更等をする。 

□１．タイトル変更ができ，重要アイコン付きのコメント用付箋を作成してください。その

付箋を任意の場所に移動し保存してください。 
↓ 

 □２．追加書き込みと，付箋の移動が禁止されているリンク用付箋を作成してください。そ

の付箋を任意の場所に移動し保存してください。（特に思いつかなければ，岩手県立大学

の URL を使用してください。） 
↓ 

□３．作成したコメント用付箋のタイトルを変更し，重要アイコンを非表示の状態にしてく

ださい。 
↓ 
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□４．作成したリンク用付箋の追加禁止と移動禁止を解除し，どちらも出きるような状態に

してください。 
↓ 

□５．タイトルが「ＦＲＥＰについて」の付箋を削除してください。 
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資料５：本テストのアンケート用紙 
 

Ｗｅｂ付箋システムについてのアンケート 

・各質問に対して当てはまる数字に○をつけてください。※５（とても当てはまる），４（やや当て
はまる）， 
３（普通もしくはどちらでもよい），２（やや当てはまらない），１（とても当てはまらない） 
 

・Ｗｅｂ付箋の見た目に関して 

①Ｗｅｂ付箋の大きさはちょうど良いと思いますか？   

②Ｗｅｂ付箋の色の濃さによって，更新状況がわかりやすいと思いましたか？

 

③Ｗｅｂページ上に表示されている各付箋には，タイトルと日付だけの表示で十分だと思いま

すか？  
 

・掲示板の表示部分に関して 

④ 付 箋 内 容 を 表 示 す る 際 に ， ダ ブ ル ク リ ッ ク の 方 が 良 い と 思 い ま し た か ？

 

⑤コメント用付箋の掲示板表示部分は見やすかったですか？  

⑥リンク用付箋の掲示板表示部分は見やすかったですか？  

⑦コメントに対する評価点の追加方法は分かりやすかったですか？  

⑧リンクに対してのコメントの追加は，簡単に出来ましたか？  

 

・Ｗｅｂ付箋の作成及び移動に関して 

⑨Ｗｅｂ付箋を簡単に作成する事ができましたか？  

⑩Ｗｅｂ付箋を移動し，保存する事は容易にできましたか？  
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⑪各属性の名称(書き込み禁止や削除禁止など)は，それぞれ何を意味するか分かりやすかった

ですか？  

⑫属性の変更は容易にできましたか？  
 

 

・その他 
⑯このシステムの使いやすい点を，ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

⑰このシステムの使いにくい点を，ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

⑱このシステムについての改善点を，ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

⑲このシステムについて，何か意見や感想がございましたら，ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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資料６：付箋表示ソースプログラム 
 
// ============== from LibCrossBrowser.js ================ 
// version of library 
LCB_version = 2.5; 
// _mac : true = macintosh, false = other os 
_mac=navigator.userAgent.indexOf('Mac')!=-1; 
// _dom : kind of DOM. 
//        IE4 = 1, IE5+ = 2, NN4 = 3, NN6+ = 4, others = 0 
_dom = document.all?(document.getElementById?2:1) 
                   :(document.getElementById?4:(document.layers?3:0)); 
 
_createLayerNo = 0; // layer no. 
 
var NOWtime; 
var write_type,write_write,write_delete,write_change,write_pass,write_juyo,write_url,OpenDir; 
var sort_hyoji_state,HYOJI,HYOJI_INIT; 
 
function reLoad(){ 
 URL_DATA = document.URLsend.URL.value; 
 var getURL = 'location.replace("http://ino.et.soft.iwate-pu.ac.jp/~g031y110/cgi-bin/husen/husen_gaibu.cgi?URL=' + 
URL_DATA + '")'; 
 eval(getURL); 
} 
 
function outData(){ 
 def_memo = document.receiveFORM.receive_title.value; 
 write_url = document.receiveFORM.receive_url.value; 
 write_name = document.receiveFORM.receive_name.value; 
 write_type = document.receiveFORM.receive_type.value; 
 write_comment = document.receiveFORM.receive_comment.value; 
 write_write = document.receiveFORM.receive_write.value; 
 write_delete = document.receiveFORM.receive_delete.value; 
 write_move = document.receiveFORM.receive_move.value; 
 write_change = document.receiveFORM.receive_change.value; 
 if(document.receiveFORM.receive_juyo.value == 'ON'){ 
  write_juyo = 'juyoON'; 
 } 
 else{ 
  write_juyo = 'juyoOFF'; 
 } 
 write_pass = document.receiveFORM.receive_pass.value; 
} 
 
function getWindowWidth (){ 
  if(_dom==4 || _dom==3) return window.innerWidth; 
  if(_dom==2 || _dom==1) return document.body.clientWidth; 
  return 0; 
} 
 
function getWindowHeight(){ 
  if(_dom==4 || _dom==3) return window.innerHeight; 
  if(_dom==2 || _dom==1) return document.body.clientHeight; 
  return 0; 
} 
 
function getDivFromName(nm){ 
  if(_dom==4 || _dom==2) return document.getElementById(nm); 
  if(_dom==1)    return document.all(nm); 
  if(_dom==3){ 
    var s=''; 
    for(var i=1; i<arguments.length; i++) s+='document.layers.'+arguments[i]+'.'; 
    return eval(s+'document.layers.'+nm); 
  } 
  return null; 
} 
 
function createLayer(left,top,width,height,parentDiv){ 
  var s=''; 
  if(arguments.length>5){ 
    for(var i=5; i<arguments.length; i++) s+=arguments[i]; 
  } 
  if(_dom==4){ 
    var divName= '_js_layer_'+_createLayerNo; _createLayerNo++; 
    var pDiv   =parentDiv?parentDiv:document.body; 
    var div    =document.createElement('DIV'); 
    div.id=divName; 
    div.setAttribute('style', 
       'position:absolute;left:'+left+';top:'+top 
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      +(width >0?(';width:' +width ):'') 
      +(height>0?(';height:'+height):'') 
      +';visibility:hidden'); 
    var range=document.createRange(); 
    range.selectNodeContents(div); 
    range.collapse(true); 
    var cf=range.createContextualFragment(s); 
    div.appendChild(cf); 
    pDiv.appendChild(div); 
    return div; 
  } 
  if(_dom==2 || _dom==1){ 
    var adj    =_mac?' ':''; 
    var divName= '_js_layer_'+_createLayerNo; _createLayerNo++; 
    var ha     =(height>0)?(';height:'+height):''; 
    var pDiv   =parentDiv?parentDiv:document.body; 
     
    pDiv.insertAdjacentHTML('BeforeEnd', 
       '<div id="'+divName 
      +'" style=" position:absolute;left:'+left+';top:'+top 
      +(width >0?(';width:' +width ):';width:1') 
      +(height>0?(';height:'+height):'') 
      +';visibility:hidden;">'+s+'<¥/div>'+adj); 
    return document.all(divName); 
  } 
  if(_dom==3){ 
    var div=parentDiv?(new Layer(width,parentDiv)):(new Layer(width)); 
    if(height>0) div.resizeTo(width,height); 
    div.moveTo(left,top); 
    if(s!=''){ 
      div.document.open('text/html','replace'); 
      div.document.write(s); 
      div.document.close(); 
    } 
    return div; 
  } 
  return null; 
} 
 
function getDivForm(div,frmName){ 
  if(_dom==4)            return document.forms[frmName]; 
  if(_dom==2 || _dom==1) return document.forms(frmName); 
  if(_dom==3)            return div.document.forms[frmName]; 
  return null; 
} 
 
function initDivPos(div){ 
  if(_dom==4){ 
    div.style.left=div.offsetLeft+'px'; 
    div.style.top =div.offsetTop +'px'; 
  } 
  if(_dom==2 || _dom==1){ 
    div.style.pixelLeft=div.offsetLeft; 
    div.style.pixelTop =div.offsetTop; 
  } 
  return div; 
} 
 
function getDivLeft(div){ 
  if(_dom==4 || _dom==2) return div.offsetLeft; 
  if(_dom==1)            return div.style.pixelLeft; 
  if(_dom==3)            return div.left; 
  return 0; 
} 
 
function getDivTop(div){ 
  if(_dom==4 || _dom==2) return div.offsetTop; 
  if(_dom==1)            return div.style.pixelTop; 
  if(_dom==3)            return div.top; 
  return 0; 
} 
 
function moveDivTo(div,left,top){ 
  if(_dom==4){ 
    div.style.left=left+'px'; 
    div.style.top =top +'px'; 
    return; 
  } 
  if(_dom==2 || _dom==1){ 
    div.style.pixelLeft=left; 
    div.style.pixelTop =top; 
    return; 



 23

  } 
  if(_dom==3){ 
    div.moveTo(left,top); 
    return; 
  } 
} 
 
function initDivSize(div){ 
  if(_dom==4){ 
    div.style.width =div.offsetWidth +'px'; 
    div.style.height=div.offsetHeight+'px'; 
  } 
  if(_dom==2 || _dom==1){ 
    div.style.pixelWidth =div.offsetWidth; 
    div.style.pixelHeight=div.offsetHeight; 
  } 
  return div; 
} 
 
function getDivWidth (div){ 
  if(_dom==4 || _dom==2) return div.offsetWidth; 
  if(_dom==1)            return div.style.pixelWidth; 
  if(_dom==3)            return div.clip.width; 
  return 0; 
} 
 
function getDivHeight(div){ 
  if(_dom==4 || _dom==2) return div.offsetHeight; 
  if(_dom==1)            return div.style.pixelHeight; 
  if(_dom==3)            return div.clip.height; 
  return 0; 
} 
 
function setDivVisibility(div,visible){ 
  if(_dom==4 || _dom==2 || _dom==1){ 
    div.style.visibility=(visible)?'inherit':'hidden'; 
    return; 
  } 
    if(_dom==3){ 
    div.visibility      =(visible)?'inherit':'hide'; 
    return; 
  } 
} 
 
function writeDivHTML(div,op,cl){ 
  var s=''; 
  for(var i=3; i<arguments.length; i++) s+=arguments[i]; 
  if(_dom==4){ 
    if(op){ while(div.hasChildNodes()) div.removeChild(div.lastChild); } 
    var range=document.createRange(); 
    range.selectNodeContents(div); 
    range.collapse(true); 
    var cf=range.createContextualFragment(s); 
    div.appendChild(cf); 
    return; 
  } 
  if(_dom==2 || _dom==1){ 
    if(op)   div.innerHTML=''; 
    if(_mac) div.innerHTML+=s; 
    else     div.insertAdjacentHTML('BeforeEnd',s); 
    return; 
  } 
  if(_dom==3){ 
    if(op) div.document.open('text/html','replace'); 
    div.document.write(s); 
    if(cl) div.document.close(); 
    return; 
  } 
} 
 
function setDivBackgroundColor(div,color){ 
  if(_dom==4){ 
    div.style.backgroundColor=(color==null)?'transparent':color; 
    return; 
  } 
  if(_dom==2 || _dom==1){ 
    div.style.backgroundColor=(color==null)?'':color; 
    return; 
  } 
  if(_dom==3){ 
    div.bgColor=color; 
    return; 
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  } 
} 
 
function setDivZIndex(div,order){ 
  if(_dom==4 || _dom==2 || _dom==1){ 
    div.style.zIndex=order; 
    return; 
  } 
  if(_dom==3){ 
    div.zIndex      =order; 
    return; 
  } 
} 
 
function setDivStyleAttribute(div,nm,value){ 
  if(_dom!=0 && _dom!=3) eval('div.style.'+nm+'=value'); 
  return div; 
} 
 
// ================ from EventHandler.js ================= 
_grabObj = null;                  // 占有中のオブジェクト 
 
// イベント制御オブジェクト 
function EventCtrl(div){ 
  this.div   = div; 
  this.type  = ''; this.mask  = 0; 
  this.pageX = 0;  this.pageY = 0; 
} 
 
// イベント制御オブジェクトの共用化メソッド 
EventCtrl.prototype.linkCtrl = function(obj){ 
  if(obj && !obj.eventCtrl) obj.eventCtrl=this; 
  return this; 
} 
// 閾値の設定メソッド 
EventCtrl.prototype.setThreshold = function(threshold){ 
  this.threshold = threshold; 
  return this; 
} 
 
// 要素名から占有中のイベント制御オブジェクトを得る IE 用関数 
function getCtrlFromElementIE(el,tagName){ 
  for(;el;el=el.parentElement) 
    if((tagName==null || el.tagName==tagName) && el.eventCtrl) 
      return el.eventCtrl; 
  return null; 
} 
 
// イベントからイベント制御オブジェクトを得る関数 
function getCtrlFromEventIE(e,tagName){     // IE 用 
  var ctrl=_grabObj; 
  var event=window.event; 
  if(ctrl==null){ 
    var mask=0, type=event.type; 
    switch(type){ 
    case 'mouseover': 
      var fromCtrl = getCtrlFromElementIE(event.fromElement,tagName); 
      var toCtrl   = getCtrlFromElementIE(event.toElement,  tagName); 
      if(fromCtrl!=toCtrl) ctrl=toCtrl; 
      if(!ctrl || (ctrl.mask&1)==0) ctrl=null; 
      break; 
    case 'mouseout': 
      var fromCtrl = getCtrlFromElementIE(event.fromElement,tagName); 
      var toCtrl   = getCtrlFromElementIE(event.toElement,  tagName); 
      if(fromCtrl!=toCtrl) ctrl=fromCtrl; 
      if(!ctrl || (ctrl.mask&1)==0) ctrl=null; 
      break; 
    case 'mousedown': case 'mousemove': case 'mouseup': 
      ctrl = getCtrlFromElementIE(event.srcElement,tagName); 
      if(ctrl && (ctrl.mask&2)!=0) break; 
    default: ctrl=null; break; 
    } 
  } 
  if(ctrl){ 
    ctrl.pageX = document.body.scrollLeft+event.clientX; 
    ctrl.pageY = document.body.scrollTop +event.clientY; 
    ctrl.type  = event.type; 
  } 
  return ctrl; 
} 
 
function getCtrlFromEventNN4(e,tagName){    // NN4 用 
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  var ctrl=_grabObj; 
  if(ctrl==null) ctrl=e.target.eventCtrl; 
  if(ctrl){ 
    var mask=0; 
    switch(e.type){ 
    case 'mouseover': case 'mouseout': 
      mask|=1; break; 
    case 'mousedown': case 'mousemove': case 'mouseup': 
      mask|=2; break; 
    } 
    if((ctrl.mask&mask)!=0){ 
      ctrl.pageX = e.pageX; ctrl.pageY = e.pageY; 
      ctrl.type  = e.type; 
    } else ctrl=null; 
  } 
  return ctrl; 
} 
 
function getCtrlFromEventMz(e,tagName){     // Mozilla 用 
  var ctrl=_grabObj; 
  if(ctrl==null){ 
    for(var t=e.target; t!=null; t=t.parentNode){ 
      if((  tagName==null 
         ||(t.nodeType==Node.ELEMENT_NODE && t.tagName==tagName)) 
         && t.eventCtrl){ 
        ctrl=t.eventCtrl; 
        break; 
      } 
    } 
  } 
  if(ctrl){ 
    ctrl.pageX = e.clientX+window.scrollX; 
    ctrl.pageY = e.clientY+window.scrollY; 
    ctrl.type  = e.type; 
  } 
  return ctrl; 
} 
 
getCtrlFromEvent=(_dom==1||_dom==2)?getCtrlFromEventIE: 
                   (_dom==3?getCtrlFromEventNN4: 
                    (_dom==4?getCtrlFromEventMz: 
                     getCtrlFromEventNop)); 
 
// mousedown ハンドラ 
function ech_mousedown(e){ 
  var ctrl = getCtrlFromEvent(e,null); 
  if(ctrl && !ctrl.dragging){ 
    _grabObj = ctrl; ctrl.dragging=true; ctrl.dragged = false; 
    ctrl.startX = ctrl.curX = ctrl.pageX; 
    ctrl.startY = ctrl.curY = ctrl.pageY; 
    if(ctrl.mousedown) ctrl.mousedown(ctrl,ctrl.mousedownClient); 
    return false; 
  } 
  return true; 
} 
 
// mousemove ハンドラ 
function ech_mousemove(e){ 
  var ctrl = getCtrlFromEvent(e,null); 
  if(ctrl && ctrl.dragging){ 
    if(ctrl.curX!=ctrl.pageX || ctrl.curY!=ctrl.pageY){ 
      if(Math.abs(ctrl.pageX-ctrl.startX)>ctrl.threshold || Math.abs(ctrl.pageY-ctrl.startY)>ctrl.threshold) 
        ctrl.dragged = true; 
      if(ctrl.mousemove) ctrl.mousemove(ctrl,ctrl.mousemoveClient); 
      ctrl.curX = ctrl.pageX; ctrl.curY = ctrl.pageY; 
    } 
    return false; 
  } 
  return true; 
} 
 
// mouseup ハンドラ 
function ech_mouseup(e){ 
  var ctrl = getCtrlFromEvent(e,null); 
  if(ctrl && ctrl.dragging){ 
    _grabObj = null; ctrl.dragging = false; 
    if(ctrl.mouseup) ctrl.mouseup(ctrl,ctrl.mouseupClient); 
    if(!ctrl.dragged && ctrl.mouseclick) 
      ctrl.mouseclick(ctrl,ctrl.mouseclickClient); 
    ctrl.curX = ctrl.pageX; ctrl.curY = ctrl.pageY; 
    return false; 
  } 
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  return true; 
} 
 
// ドラッグハンドラ登録関数 
function ech_attachMouseDrag(div,dwnf,dwnc,movf,movc,upf,upc,clkf,clkc){ 
  var doc; 
  if(_dom==1||_dom==2){ 
    doc = div; 
    doc.onmousedown      = ech_mousedown; 
    document.onmousemove = ech_mousemove; 
    document.onmouseup   = ech_mouseup; 
  } 
  else if(_dom==3){ 
    doc = div.document; 
    doc.onmousedown = ech_mousedown; 
    doc.onmousemove = ech_mousemove; 
    doc.onmouseup   = ech_mouseup; 
    doc.captureEvents(Event.MOUSEDOWN|Event.MOUSEMOVE|Event.MOUSEUP); 
  } 
  else if(_dom==4){ 
    doc = div; 
    div.onmousedown           = ech_mousedown; 
    document.body.onmousemove = ech_mousemove; 
    document.body.onmouseup   = ech_mouseup; 
  } 
  else return null; 
   
  if(!doc.eventCtrl) doc.eventCtrl = new EventCtrl(div); 
  var ctrl=doc.eventCtrl; 
  ctrl.dragging  = false; ctrl.dragged   = false; 
  ctrl.startX    = 0;     ctrl.startY    = 0; 
  ctrl.curX      = 0;     ctrl.curY      = 0; 
  ctrl.mousedown = dwnf; ctrl.mousedownClient = dwnc; 
  ctrl.mousemove = movf; ctrl.mousemoveClient = movc; 
  ctrl.mouseup   = upf;  ctrl.mouseupClient   = upc; 
  ctrl.mouseclick= clkf; ctrl.mouseclickClient= clkc; 
  ctrl.threshold = 5; 
  ctrl.mask|=2; 
  return ctrl; 
} 
 
// ================ main ================= 
if(document.all){ 
  var s=''; 
  if(document.getElementById){ 
    if(navigator.userAgent.indexOf('Mac')!=-1){ 
      // Mac 版 IE5 は座標計算に問題があるので 
      // マージンを 0 にしてバグ回避する 
      s+='BODY{ margin:0px; }¥n'; 
    } 
  } 
  // IE4 と IE5.0 の一部のバージョンには 
  // position:absolute なレイア幅の演算に関する問題がある 
  // ので width:1px; を指定して 小限必要なサイズを計算させる 
  s+='#hip{ width:1px; }¥n'; 
  if(s!=''){ 
    document.write('<style type="text/css">¥n'+s+'<¥/style>¥n'); 
  } 
} 
memo_style1 = '<span class="husen">'; 
memo_style2 = '<¥/span>'; 
 
grabHusen   = null;  // 現在選択中の付箋紙 
inputTrack  = true;  // 付箋紙の位置に入力フォームを表示する 
zidxCnt     = 0;     // ベースとなる z-index 値 
 
// 入力フォームを開く 
function husenInputStart(ctrl,client){ 
  client.form.ta.value = client.memo; 
  NO = client.openURL; 
  TITLE = client.title; 
  X = getDivLeft(client.evDiv); 
  Y = getDivTop(client.evDiv); 
  DEF_X = client.def_x; 
  DEF_Y = client.def_y; 
  STATE = client.state; 
  TYPE = client.type; 
  COMMENT = client.comment; 
  NAME = client.name; 
  URL = client.url; 
  WRITE = client.write; 
  DELETE = client.fdelete; 
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  MOVE = client.move; 
  CHANGE = client.change; 
  JUYO = client.juyo; 
  openURL = client.openURL; 
  PASS = client.pass; 
   
  //座標が初期表示時よりずれていたら保存画面を表示させる処理 
  if(X > '980'){ 
   alert("故意に画面外に保存することは禁止されています。"); 
  } 
  else{ 
   if(( X != DEF_X )&&( Y != DEF_Y )){ 
   if((STATE == 'InIt') && (MOVE == 'moveOK')){ 
    saveCheck = confirm("座標を保存しますか？¥n(キャンセルを押すと付箋内容が表示されます)"); 
   } 
   else if((STATE == 'InIt') && (MOVE == 'moveNG')){ 
    alert("この付箋の場所を移動し座標を保存する事は，この付箋の作成者によって禁止されています"); 
    saveCheck = false; 
   } 
   //新規付箋作成時に表示するダイアログ 
   else if(STATE == 'Sinki'){ 
    saveCheck = confirm("付箋情報と座標を保存しますか？"); 
   } 
   if(saveCheck == true){ 
    if(STATE == 'InIt'){ 
     document.dataSend.no.value = NO; 
     document.dataSend.x_zahyo.value = X; 
     document.dataSend.y_zahyo.value = Y; 
     document.dataSend.title.value = TITLE; 
     document.dataSend.submit(); 
    } 
    else if(STATE == 'Sinki'){ 
     document.sinkiSend.no.value = NO; 
     document.sinkiSend.x_zahyo.value = X; 
     document.sinkiSend.y_zahyo.value = Y; 
     document.sinkiSend.title.value = TITLE; 
     document.sinkiSend.type.value = TYPE; 
     document.sinkiSend.name.value = NAME; 
     document.sinkiSend.comment.value = COMMENT; 
     document.sinkiSend.url.value = URL; 
     document.sinkiSend.write.value = WRITE; 
     document.sinkiSend.fdelete.value = DELETE; 
     document.sinkiSend.move.value = MOVE; 
     document.sinkiSend.change.value = CHANGE; 
     document.sinkiSend.juyo.value = JUYO; 
     document.sinkiSend.pass.value = PASS; 
     document.sinkiSend.submit(); 
    } 
   } 
   //ダイアログで「いいえ」を選んび，なおかつ付箋状態が InIt の場合の処理。 
   //その付箋の内容を表示する。 
   else if((saveCheck == false) && (STATE == 'InIt')){ 
     
     OpenDir = document.open_dir.open_dir.value; 
     //alert(OpenDir); 
      
     var winOpen_hensu = 'window.open("husen_hyoji.cgi?open_dir=' + OpenDir + '&naiyo_NO=' + openURL 
+ '&state=hyoji","sinki","width=400,height=450,left=100,top=100,scrollbars=yes,location=no,menubar=no")'; 
 
     winOpen = eval(winOpen_hensu); 
      
     subWin = winOpen; 
 
   } 
   } 
   else{ 
    OpenDir = document.open_dir.open_dir.value; 
    var winOpen_hensu = 'window.open("husen_hyoji.cgi?open_dir=' + OpenDir + '&naiyo_NO=' + openURL + 
'&state=hyoji","sinki","width=400,height=450,left=100,top=100,scrollbars=yes,location=no,menubar=no")'; 
    winOpen = eval(winOpen_hensu); 
    subWin = winOpen; 
  } 
  grabHusen = client; 
} 
 
// 入力フォームを閉じる 
function husenInputClose(nm){ 
  setDivVisibility(getDivFromName(nm),false); 
  grabHusen = null; 
} 
 
// ＯＫ操作 
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function husenInputSetValue(nm,value){ 
  if(grabHusen){ 
    grabHusen.memo=value; 
    if(value=='') value=def_memo; 
    writeDivHTML(grabHusen.div,true,true,(memo_style1+value+memo_style2)); 
  } 
  husenInputClose(nm); 
  return true; 
} 
 
// 付箋紙ドラッグ操作 
function husenDrag(ctrl,client){ 
  var div=client.evDiv; 
  var x=getDivLeft(div)+ctrl.pageX-ctrl.curX; 
  var y=getDivTop (div)+ctrl.pageY-ctrl.curY; 
  moveDivTo(client.div,  x,y); 
  moveDivTo(client.evDiv,x,y); 
} 
 
// Husen オブジェクト 
function 
Husen(rdiv,hide_x,hide_y,hide_title,hide_type,hide_time,change_time,hide_move,hide_juyo,hide_open_url,createState)
{ 
  //w は付箋の幅，h は付箋の高さ 
  var div,w=140,h=33; 
  var hip = getDivFromName('hip'); 
   
  if(hide_juyo == 'juyoON'){ 
   title= '<img src=juyo.gif align=middle>' + hide_title + '(' + change_time + ')'; 
  } 
  else{ 
   title=hide_title + '(' + change_time + ')'; 
  } 
  /******************************************************************************* 
  ■Init ファンクションによって作られた付箋は，保存されている座標位置に表示するために 
  x には hide_x，y には hide_y の値を代入（識別子は createState） 
  ■新規作成の付箋に関しては，m1 すなわちトップメニューの位置から x 軸で+30，y 軸で+80 
  の位置の値を代入している。 
  *******************************************************************************/ 
   
  /****************************************************************************** 
  *      以下はネスケの場合のずれを補正するための処理           * 
  ******************************************************************************/ 
  if(createState == 'InIt'){ 
   var x=hide_x, y=hide_y; 
   if(_dom==4){ 
    if(y <= 1000){ 
     y = parseInt(y) + 20; 
    } 
    else if(y > 1000){ 
     y = parseInt(y) + 40; 
    } 
    else if(y > 2000){ 
     y = parseInt(y) + 60; 
    } 
   } 
  } 
  else if(createState == 'Sinki'){ 
  if(_dom==4){ 
   var x = parseInt(document.getElementById("m1").style.left) + 30; 
   var y = parseInt(document.getElementById("m1").style.top) + 160; 
  } 
     if(_dom==1 || _dom==2){ 
    var x = getDivLeft(m1) + 30; y = getDivTop(m1) + 110; 
  } 
  } 
   
  div=createLayer(x,y,w,h,null,(memo_style1+title+memo_style2)); 
   
  www = getDivTop(div); 
  whh = getDivLeft(div); 
   
  /*========================================= 
  NOWtime に現在の時間が格納される 
  sabun_time に作成した時間との差分が格納(秒) 
  =========================================*/ 
  NOWtime = document.time_now.time.value; 
   
  if(createState == 'InIt'){ 
   sabun_time = NOWtime - hide_time; 
  } 
  else{ 
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   sabun_time = '0'; 
  } 
   
  /*================================ 
  付箋のタイプで付箋の色を変える処理 
  １日は 86400 秒 
  ================================*/ 
  oneDay = 86400;//一日分の秒を変数に代入 
   
  if(hide_type == 'comment'){ 
   if(sabun_time <= (oneDay * 1) ){ 
  setDivBackgroundColor(div,'#3399FF'); 
   } 
   else if(sabun_time < (oneDay * 3) ){ 
    setDivBackgroundColor(div,'#33CCFF'); 
   } 
   else if(sabun_time < (oneDay * 7) ){ 
    setDivBackgroundColor(div,'#66CCFF'); 
   } 
   else if(sabun_time < (oneDay * 14) ){ 
    setDivBackgroundColor(div,'#99CCFF'); 
   } 
   else if(sabun_time >= (oneDay * 14) ){ 
    setDivBackgroundColor(div,'#CCFFFF'); 
   } 
  } 
   
  else if(hide_type == 'link'){ 
   if(sabun_time <= (oneDay * 1) ){ 
  setDivBackgroundColor(div,'#FF3333'); 
   } 
   else if(sabun_time < (oneDay * 3) ){ 
    setDivBackgroundColor(div,'#FF3399'); 
   } 
   else if(sabun_time < (oneDay * 7) ){ 
    setDivBackgroundColor(div,'#FF6699'); 
   } 
   else if(sabun_time < (oneDay * 14) ){ 
    setDivBackgroundColor(div,'#FF99CC'); 
   } 
   else if(sabun_time >= (oneDay * 14) ){ 
    setDivBackgroundColor(div,'#FFCCCC'); 
   } 
  } 
   
  setDivStyleAttribute(div,'overflow','hidden'); 
  setDivStyleAttribute(div,'border',  '1px solid #408080'); 
  setDivZIndex(div,++zidxCnt); 
   
   //付箋の表示切替処理 
   var sort_hyoji_state = document.hyoji_state.sort_state.value; 
    
   if(createState == 'InIt'){ 
    if(sort_hyoji_state == 'all_visible'){ 
     setDivVisibility(div,true); 
    } 
    else if(sort_hyoji_state == 'only_comment'){ 
     if(hide_type == 'comment'){ 
      setDivVisibility(div,true); 
     } 
    } 
    else if(sort_hyoji_state == 'only_link'){ 
     if(hide_type == 'link'){ 
      setDivVisibility(div,true); 
     } 
    } 
    else if(sort_hyoji_state == 'only_juyo'){ 
     if(hide_juyo == 'juyoON'){ 
      setDivVisibility(div,true); 
     } 
    } 
    else if(sort_hyoji_state == 'all_hidden'){ 
     //setDivVisibility(div,true); 
    } 
     
   } 
   else if(createState == 'Sinki') { 
    setDivVisibility(div,true); 
   } 
 
  this.div = div; 
   



 30

  ech_attachMouseDrag(div, null,null, husenDrag,this, null,null, husenInputStart,this); 
  this.NO = _createLayerNo; 
  this.state = createState; 
  this.title = hide_title; 
  this.def_x = hide_x; 
  this.def_y = hide_y; 
  this.type = hide_type; 
  this.evDiv  = div; 
  this.memo = ''; 
  this.input= hip; 
  this.form = getDivForm(this.input,'f'); 
  this.url = write_url; 
  this.write = write_write; 
  this.fdelete = write_delete; 
  this.move = hide_move; 
  this.change = write_change; 
  this.juyo = write_juyo; 
  this.openURL = hide_open_url; 
  this.pass = write_pass; 
   
  //write_type が commen もしくは link だった場合，このオブジェクトのプロパティに各データを格納する 
  if(write_type == 'comment'){ 
   this.comment = write_comment; 
   this.name = write_name; 
  } 
  else if(write_type == 'link'){ 
   this.comment = write_comment; 
   this.name = write_name; 
   this.url = write_url; 
  } 
   
  return this; 
} 
 
ww = 0; wh = 0; 
 
//husen という配列を生成 
husen = new Array();  
 
// 初期化処理 
function init(){   
  ww = getWindowWidth(); wh = getWindowHeight(); 
  var anc=initDivPos(getDivFromName('anc1')); 
   
  //変数 max_no には data.txt から読み込んだ付箋の数の合計が入る 
  max_no = document.husen_max.no.value; 
   
  if(max_no != '0'){ 
   for(i=1; i<=max_no; i++){ 
     
    var def_open_url = 'document.def_husen'+ i + '.hide_open_url.value'; 
    defhusen_open_url = eval(def_open_url); 
 
    //if(defhusen_open_url != 'NOT'){ 
     
     var def_x = 'document.def_husen'+ i + '.hide_x.value'; 
     var def_y = 'document.def_husen'+ i + '.hide_y.value'; 
     var def_title = 'document.def_husen'+ i + '.hide_title.value'; 
     var def_type = 'document.def_husen'+ i + '.hide_type.value'; 
     var def_time = 'document.def_husen'+ i + '.hide_time.value'; 
     var def_chtime = 'document.def_husen'+ i + '.hide_chtime.value'; 
     var def_move = 'document.def_husen'+ i + '.hide_move.value'; 
     var def_juyo = 'document.def_husen'+ i + '.hide_juyo.value'; 
      
     //netscape3.0 以上は object.eval();らしい 
     defhusen_x = eval(def_x); 
     defhusen_y = eval(def_y); 
     defhusen_title = eval(def_title); 
     defhusen_type = eval(def_type); 
     defhusen_time = eval(def_time); 
     defhusen_chtime = eval(def_chtime); 
     defhusen_move = eval(def_move); 
     defhusen_juyo = eval(def_juyo); 
      
    if(i==1){ 
     husen[husen.length]=new 
Husen(null,defhusen_x,defhusen_y,defhusen_title,defhusen_type,defhusen_time,defhusen_chtime,defhusen_move,defh
usen_juyo,defhusen_open_url,'InIt'); 
    } 
    else{ 
     husen[husen.length]=new 
Husen((husen[(husen.length-1)].div),defhusen_x,defhusen_y,defhusen_title,defhusen_type,defhusen_time,defhusen_ch
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time,defhusen_move,defhusen_juyo,defhusen_open_url,'InIt'); 
    } 
   } 
 } 
} 
 
// 付箋の新規作成 
function createHusen(){ 
 
  //変数 max_no には data.txt から読み込んだ付箋の数の合計が入る 
  max_no = document.husen_max.no.value; 
   
  //もし，デフォルトの付箋がなかった場合の処理(max_no=0 というのは，data.txt が空っぽの状態を示す) 
  if((max_no == '0') && (husen.length == '0')){ 
   sinki_NOWtime = document.change_NOWtime.change_NOWtime.value; 
    
   husen[husen.length] = new 
Husen(null,50,50,def_memo,write_type,sinki_NOWtime,sinki_NOWtime,write_move,write_juyo,'1.txt','Sinki'); 
  } 
  else{ 
    
   sinki_NOWtime = document.change_NOWtime.change_NOWtime.value; 
    
    husen[husen.length] = new 
Husen((husen[(husen.length-1)].div),50,50,def_memo,write_type,NOWtime,sinki_NOWtime,write_move,write_juyo,'1.t
xt','Sinki'); 
   
  } 
} 
 
/******************************************************************************************** 
*              新規作成ボタン表示用スクリプト                * 
********************************************************************************************/ 
function startFixed(){ 
 
    /*この startFixed()関数内へ固定したいレイヤー名などを 
      引数へ書いた fixedLAYER()関数をならべてください。  */ 
 
      fixedLAYER('m1','left',5,5) 
 
  } 
 
  /* -- ここから下はさわらなくても OK -- */ 
 
  var ie= !!document.all 
  var n4= !!document.layers 
  var w3c=!!document.getElementById 
  var mac45  
    = navigator.userAgent.indexOf('MSIE 4.5; Mac_PowerPC') 
 
  if(document.layers)window.onresize=resizeFunc 
  function resizeFunc(e){location.reload()} 
 
  function iniFunc(){ 
    if(ie&&!(mac45!=-1))window.onscroll = startFixed 
    startFixed() 
  } 
 
  var tid=new Array() 
 
  function fixedLAYER(layName,posString,offSetX,offSetY){ 
 
    offSetX = parseInt(offSetX,10) 
    offSetY = parseInt(offSetY,10) 
 
    if( posString == 'rightTop' ){ 
      
      if(ie) offLeft = document.body.clientWidth   + offSetX 
      else   offLeft = window.innerWidth           + offSetX 
      if(ie) offTop  =                               offSetY 
      else   offTop  =                               offSetY 
 
    } 
    else if( posString == 'rightBottom' ){ 
 
      if(ie) offLeft = document.body.clientWidth   + offSetX 
      else   offLeft = window.innerWidth           + offSetX 
      if(ie) offTop  = document.body.clientHeight  + offSetY 
      else   offTop  = window.innerHeight          + offSetY 
 
    } 
    else if( posString == 'leftBottom' ){ 
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      if(ie) offLeft =                               offSetX 
      else   offLeft =                               offSetX 
      if(ie) offTop  = document.body.clientHeight  + offSetY 
      else   offTop  = window.innerHeight          + offSetY 
 
    } 
    else if( posString == 'center' ){ 
 
      if(ie) offLeft = document.body.clientWidth/2 + offSetX 
      else   offLeft = window.innerWidth/2         + offSetX 
      if(ie) offTop  = document.body.clientHeight/2+ offSetY 
      else   offTop  = window.innerHeight/2        + offSetY 
 
    } 
    else { 
 
      if(ie) offLeft =                               offSetX 
      else   offLeft =                               offSetX 
      if(ie) offTop  =                               offSetY 
      else   offTop  =                               offSetY 
 
    } 
 
    offLeft = parseInt(offLeft) 
    offTop  = parseInt(offTop) 
 
    if(document.all){ 
      var mx = parseInt(document.body.scrollLeft +offLeft) 
      var my = parseInt(document.body.scrollTop  +offTop) 
    } else { 
      var mx = parseInt(self.pageXOffset+offLeft) 
      var my = parseInt(self.pageYOffset+offTop) 
 
    } 
 
    moveLAYER(layName,mx,my) 
 
    //WinIE 以外 opera n4 用 
    if(!(ie&&!mac45) || opr){ 
      clearTimeout(fixedLAYER[layName]) 
      fixedLAYER[layName]=setTimeout("fixedLAYER('"+layName+"','"+posString 
                   +"','" +offSetX+"','"+offSetY+"')",100) 
    } 
  } 
 
  function moveLAYER(layName,x,y){ 
       
      if(document.getElementById){         //Moz,NN6,IE5 用 
        document.getElementById(layName).style.left=x 
        document.getElementById(layName).style.top=y 
      } 
      else if(document.all){ 
        document.all(layName).style.pixelLeft=x    //IE4 用 
        document.all(layName).style.pixelTop=y 
      } 
      else if(document.layers) 
        document.layers[layName].moveTo(x,y) 
                                                   //NN4 用 
  } 
   
/******************************************************************************************** 
*           セレクトメニューでページ移動用                   * 
********************************************************************************************/ 
function popjump(selOBJ){ 
 location.href = selOBJ.options[selOBJ.selectedIndex].value; 
} 
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資料７：付箋データを取得し，付箋表示プログラムを実行するソースプログラム 
 
#!/usr/bin/perl 
 
#LWP の Simple モジュールを指定 
use LWP::Simple; 
 
require "cgi-lib.pl"; 
&ReadParse; 
 
$state = $in{"state"}; 
$x_zahyo = $in{"x_zahyo"}; 
$y_zahyo = $in{"y_zahyo"}; 
$title = $in{"title"}; 
$husen_no = $in{"no"}; 
 
#新規作成用の変数 
$url = $in{"url"};#←タイプがリンクのみ使用 
$comment = $in{"comment"}; 
$name = $in{"name"}; 
$type = $in{"type"}; 
$write = $in{"write"}; 
$fdelete = $in{"fdelete"}; 
$move = $in{"move"}; 
$change = $in{"change"}; 
$juyo = $in{"juyo"}; 
$pass = $in{"pass"}; 
 
#付箋ソート表示用変数 
$hyoji_state = $in{"hyoji_state"}; 
if($hyoji_state eq ''){ 
 $hyoji_init = '1'; 
 $hyoji_state = 'all_visible'; 
} 
if($hyoji_init eq ''){ 
 $hyoji_init = '0'; 
} 
 
#付箋の数をカウントする変数の初期化 
$comment_no = 0; 
$link_no = 0; 
 
#現在の時間を取得 
$time_now = time; 
 
#IP アドレスを取得 
$IPaddress = $ENV{'REMOTE_ADDR'}; 
 
#外部 HTML を変数に格納 
$URL = $in{"URL"}; 
 
#===========================================# 
#     URL からディレクトリを判別する      # 
#===========================================# 
 open(DATA,"dir_url.txt"); 
  flock(DATA,2); 
   @dir_url_data = <DATA>; 
  flock(DATA,8); 
 close(DATA); 
 
 foreach(@dir_url_data){ 
  @data = split(/<>/,$_); 
  chomp(@data); 
   
  if($data[1] eq $URL){ 
   $data_dir = $data[0]; 
  } 
 } 
  
$data_file = './' . $data_dir . '/data.txt'; 
 
$open_dir = './' . $data_dir . '/'; 
 
#===============================================# 
#   付箋タイプの数を表示するためのカウント処理       # 
#===============================================# 
open(DATA,"$data_file"); 
 flock(DATA,2); 
  @datafile = <DATA>; 
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 flock(DATA,8); 
close(DATA); 
 
$i = 1; 
 
#$show_husen_no には NOT 以外の付箋の合計が入り，JavaScript ファイルに渡される。 
$show_husen_no = 0; 
 
foreach(@datafile){ 
 @data = split(/<>/,$_); 
 chomp(@data); 
  
 if($data[0] == $i){ 
  if( ($data[4] eq 'comment') and ( $data[9] ne 'NOT') ){ 
   $comment_no = $comment_no + 1; 
   $show_husen_no++; 
  } 
  elsif( ($data[4] eq 'link') and ( $data[9] ne 'NOT') ){ 
   $link_no = $link_no + 1; 
   $show_husen_no++; 
  } 
 } 
 ++$i; 
} 
 
#=======================================================================================# 
#              InIt 状態での保存処理(座標のみ保存)                                 # 
#=======================================================================================# 
if($state eq 'save_data'){ 
  
 #===========================================# 
 #   data.txt から付箋データを取得する処理          # 
 #===========================================# 
 open(DATA,"$data_file"); 
  flock(DATA,2); 
   @husen = <DATA>; 
  flock(DATA,8); 
 close(DATA); 
 
 #===========================================# 
 #   $husen_max には初期表示付箋の数が入る       # 
 #===========================================# 
 $husen_max = @husen; 
  
 #if($husen_no <= $husen_max){ 
  foreach(@husen){ 
   @data = split(/<>/,$_); 
    
   if( ($husen_no eq $data[0]) && ($data[1] ne $x_zahyo) && ($data[2] ne $y_zahyo)){ 
    ##print "変更付箋 NO＝$data[0]"; 
    $write_flag = 1; 
     
    $data[1] = $x_zahyo; 
    $data[2] = $y_zahyo; 
    $data[3] = $title; 
    #$data[5] = $time_now; 
   } 
    
   $_ = join("<>",@data); 
    
  }###foreach の閉じ括弧 
   
  #ファイル書き込み処理 
  if($write_flag == '1'){ 
   open(WRITE,">$data_file"); 
    flock(WRITE,2); 
     print WRITE @husen; 
    flock(WRITE,8); 
   close(WRITE); 
  } 
  
 
}###$state=save_data の閉じ括弧 
 
#=======================================================================================# 
#          Sinki 状態での保存処理(座標と付箋情報の新規保存)                                # 
#=======================================================================================# 
elsif($state eq 'save_sinki'){ 
 
 #data ファイルに付箋の位置座標，タイトル，タイプ，時間，作成時間を追加 
 open(DATA,"$data_file"); 
  flock(DATA,2); 
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   @husen = <DATA>; 
  flock(DATA,8); 
 close(DATA); 
  
 $husen_max = @husen; 
  
 $sinki_husen_no = $husen_max + 1; 
  
 if($move eq 'NG'){ 
  $write_move = 'moveNG'; 
 } 
 else{ 
  $write_move = 'moveOK'; 
 } 
  
 if($juyo eq 'juyoON'){ 
  $write_juyo = 'juyoON'; 
 } 
 else{ 
  $write_juyo = 'juyoOFF'; 
 } 
  
 #タイトルに<>があったら<!>に変換 
 $title =~ s/<>/<!>/g; 
  
 $sinki_husen = $sinki_husen_no . '<>' . $x_zahyo . '<>' . $y_zahyo . '<>' . $title . '<>' . $type . '<>' . $time_now . '<>' . 
$time_now . '<>' . $write_move . '<>' . $write_juyo .'<>' . $sinki_husen_no . "¥n"; 
 $hantei_husen = $sinki_husen_no - 1 . '<>' . $x_zahyo . '<>' . $y_zahyo . '<>' . $title . '<>' . $type; 
  
 $hantei_kaishi = @husen[$#husen]; 
  
 @hantei_moto = split(/<>/,$hantei_kaishi); 
  
 $hantei_moji = $hantei_moto[0] .'<>' . $hantei_moto[1] . '<>' . $hantei_moto[2] . '<>' . $hantei_moto[3] . '<>' . 
$hantei_moto[4]; 
  
 if($hantei_moji ne $hantei_husen){ 
  push(@husen, $sinki_husen); 
  open(WRITE,">$data_file"); 
   flock(WRITE,2); 
    print WRITE @husen; 
   flock(WRITE,8); 
  close(WRITE); 
   
  chmod 0666, $data_file; 
  
  
  #付箋番号の名前で新規テキストファイルを作成 
  ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday) = localtime($time_now); 
  $mon++; 
  @week = ('日','月','火','水','木','金','土'); 
  $wday = $week[$wday]; 
  $year = $year - 100; 
  $year = sprintf("%.2d",$year); 
  $mon = sprintf("%.2d",$mon); 
  $mday = sprintf("%.2d",$mday); 
  $hour = sprintf("%.2d",$hour); 
  $min = sprintf("%.2d",$min); 
    
  $change_time = $year . '/' . $mon . '/' . $mday . '(' . $wday . ') ' . $hour . '：' . $min; 
  $create_file ='./'. $data_dir . '/' .$sinki_husen_no . '.txt'; 
   
  if($write eq 'NG'){ 
   $write_write = 'writeNG'; 
  } 
  else{ 
   $write_write = 'writeOK'; 
  } 
   
  if($fdelete eq 'NG'){ 
   $write_delete = 'deleteNG'; 
  } 
  else{ 
   $write_delete = 'deleteOK'; 
  } 
   
  if($move eq 'NG'){ 
   $write_move = 'moveNG'; 
  } 
  else{ 
   $write_move = 'moveOK'; 
  } 
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  if($change eq 'NG'){ 
   $write_change = 'changeNG'; 
  } 
  else{ 
   $write_change = 'changeOK'; 
  } 
   
  if($juyo eq 'juyoOFF'){ 
   $write_juyo = 'juyoOFF'; 
  } 
  else{ 
   $write_juyo = 'juyoON'; 
  } 
   
  #<>→<!>に変換 
  $comment =~ s/<>/<!>/g; 
  $name =~ s/<>/<!>/g; 
   
  #名前欄に空白を入れた場合の処理 
  $name =~ s/¥s*//g; 
   
  #改行を空白に変換 
  $comment =~ s/(¥n¥r|¥r¥n|¥n|¥r)/ /sg; 
 
  if($type eq 'comment'){ 
   $create_data = 'info<>' . $title . '<>' . $type . '<>' . $write_write . '<>' . $write_delete . '<>' . $write_move . '<>' . 
$write_change . '<>' . $write_juyo . '<>' . $pass . "¥n" . '0<>' . $name . '<>' . $change_time .'<>' . $comment . '<>0<>' . 
$IPaddress . "¥n"; 
  } 
  elsif($type eq 'link'){ 
   #<>→<!>に変換 
   $url =~ s/<>/<!>/g; 
   $create_data = 'info<>' . $title . '<>' . $type . '<>' . $write_write . '<>' . $write_delete . '<>' . $write_move . '<>' . 
$write_change . '<>' . $write_juyo . '<>' . $pass . "¥n" . '0<>' . $name . '<>' . $change_time . '<>' . $url . ';;;' . $comment . 
'<>0<>' . $IPaddress . "¥n"; 
  } 
   
   
  open(HUSEN_WRITE,">$create_file"); 
   flock(HUSEN_WRITE,2); 
    print HUSEN_WRITE $create_data; 
   flock(HUSEN_WRITE,8); 
  close(HUSEN_WRITE); 
   
  chmod 0666, $create_file; 
   
  print "Location: http://ino.et.soft.iwate-pu.ac.jp/~g031y110/cgi-bin/husen/husen_gaibu.cgi?URL=$URL¥n¥n"; 
  exit; 
 } 
} 
 
 
print "Content-type: text/html¥n¥n"; 
 
print "<HTML><HEAD> 
<META http-equiv=Content-Script-Type content=text/javascript> 
<META http-equiv=Content-Style-Type content=text/css>"; 
#<META http-equiv=¥"Content-Type¥" content=¥"text/html; charset=EUC-JP¥">"; 
print "<LINK rel=¥"stylesheet¥" type=¥"text/css¥" href=¥"tubo.css¥">"; 
print "<STYLE TYPE=¥"text/css¥">¥n<!--¥n¥@import url(husen.css);¥n--></STYLE>¥n"; 
 
print "<SCRIPT language=¥"JavaScript¥" src=¥"husen.js¥"></SCRIPT></HEAD><BODY>¥n"; 
 
#===========================================# 
#   JS のデータを送信するためのフォームです       # 
#    付箋をソートするためのフォームです            # 
#===========================================# 
print "<FORM name=¥"hyoji_state¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"sort_state¥" value=¥"$hyoji_state¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"init¥" value=¥"$hyoji_init¥"> 
</FORM>¥n¥n"; 
 
print "<SCRIPT language=¥"JavaScript1.2¥"><!-- 
 HYOJI = document.hyoji_state.sort_state.value; 
 HYOJI_INIT = document.hyoji_state.init.value; 
     
    if(document.all || document.layers || document.getElementById){ 
 document.write('<DIV STYLE=¥"position:absolute;z-index:1000;width:150px;top:0px;left:0px;¥" ID=¥"m1¥">'); 
 document.write('<TABLE border=¥"1¥"><TD>'); 
 document.write('<TABLE WIDTH=¥"100¥" HEIGHT=¥"10px¥" BORDER=¥"0¥" BGCOLOR=¥"pink¥" 
BORDERCOLOR=¥"white¥">'); 
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 document.write('<TR><form name=¥"g¥"><TD>'); 
 document.write('<input type=¥"button¥" value=¥"新規作成¥" onClick=¥"wop()¥">'); 
 document.write('</TD></form></TR>'); 
 document.write('<TR><FORM><TD>'); 
 document.write('<SELECT onChange=¥"popjump(this)¥">'); 
  
 if(HYOJI_INIT == '1'){ 
  document.write('<option value=¥"#¥" selected>▽表示切替▽'); 
 } 
 else{ 
  document.write('<option value=¥"#¥">▽表示切替▽'); 
 } 
  
    if( (HYOJI == 'all_visible') && (HYOJI_INIT != '1') ){ 

document.write('<option value=¥"husen_gaibu.cgi?hyoji_state=all_visible&URL=$URL¥" selected>全表示'); 
} 

 else{ 
     document.write('<option value=¥"husen_gaibu.cgi?hyoji_state=all_visible&URL=$URL¥">全表示'); 
 } 
  
 if(HYOJI == 'only_comment'){ 
     document.write('<option value=¥"husen_gaibu.cgi?hyoji_state=only_comment&URL=$URL¥" selected>コメン
トのみ'); 
 } 
 else{ 
     document.write('<option value=¥"husen_gaibu.cgi?hyoji_state=only_comment&URL=$URL¥">コメントのみ'); 
 } 
 if(HYOJI == 'only_link'){ 
     document.write('<option value=¥"husen_gaibu.cgi?hyoji_state=only_link&URL=$URL¥" selected>リンクのみ'); 
 } 
 else{ 
     document.write('<option value=¥"husen_gaibu.cgi?hyoji_state=only_link&URL=$URL¥">リンクのみ'); 
 } 
  
 if(HYOJI == 'only_juyo'){ 
     document.write('<option value=¥"husen_gaibu.cgi?hyoji_state=only_juyo&URL=$URL¥" selected>重要付箋の
み'); 
 } 
 else{ 
   document.write('<option value=¥"husen_gaibu.cgi?hyoji_state=only_juyo&URL=$URL¥">重要付箋のみ'); 
 } 
 if(HYOJI == 'all_hidden'){ 
   document.write('<option value=¥"husen_gaibu.cgi?hyoji_state=all_hidden&URL=$URL¥" selected>全非表示'); 
 } 
 else{ 
   document.write('<option value=¥"husen_gaibu.cgi?hyoji_state=all_hidden&URL=$URL¥">全非表示'); 
 } 
  
    document.write('</SELECT>'); 
    document.write('</TD></TR>'); 
 document.write('<TR><TD>'); 
 document.write('<FONT STYLE=¥"font-size: 12px¥">コメント=$comment_no</FONT>'); 
// document.write('</TD></TR>'); 
// document.write('<TR><TD>'); 
 document.write('<FONT STYLE=¥"font-size: 12px¥"> リンク=$link_no</FONT>'); 
 document.write('</TD></TR>'); 
 document.write('<TR><TD>'); 
// document.write('<INPUT type=¥"button¥" value=¥"一覧表示¥" onClick=¥"location = 
'http://ino.et.soft.iwate-pu.ac.jp/~g031y110/cgi-bin/husen/itiran.cgi?URL=$URL'¥">'); 
 document.write('<INPUT type=¥"button¥" value=¥"一覧表示¥" onClick=¥"itiran()¥">'); 
 document.write('</TD></FORM></TR></TABLE></TD></TABLE></DIV>'); 
 
} 
 
//作成ボタンでウィンドウ作成 
function wop(){ 
 if((_dom==1) || _dom==2){ 
  subWin = 
window.open(¥"create_husen.html¥",¥"create_husen¥",¥"width=400,height=390,left=600,top=30,toolbar=0,location=0
,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0¥"); 
 } 
 else{ 
  subWin = 
window.open(¥"create_husen.html¥",¥"create_husen¥",¥"width=420,height=430,left=600,top=30,toolbar=0,location=0
,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0¥"); 
 } 
} 
 
function itiran(){ 
 location = 'http://ino.et.soft.iwate-pu.ac.jp/~g031y110/cgi-bin/husen/itiran.cgi?URL=$URL'; 
} 
// --> 
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</SCRIPT>"; 
 
#===========================================================# 
#    新規入力画面から送られてきた各値を FORM の hidden に格納     # 
#===========================================================# 
print " 
<FORM name=¥"receiveFORM¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_type¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_title¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_name¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_url¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_comment¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_write¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_delete¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_move¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_change¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_juyo¥"> 
<INPUT TYPE=¥"hidden¥" NAME=¥"receive_pass¥"> 
</FORM>"; 
 
print " 
<DIV class=anc id=anc1></DIV> 
 
<DIV id=hip> 
<FORM name=f>¥n 
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>¥n 
  <TR><TD><TEXTAREA class=ip name=ta rows=3 wrap=hard cols=30></TEXTAREA></TD></TR> 
  <TR><TD align=right><INPUT onclick=¥"husenInputSetValue(¥'hip¥',form.ta.value);¥" type=button value=¥"  
OK  ¥">¥n 
  <INPUT onclick=¥"husenInputClose(¥'hip¥');¥" type=button value=Cancel></TD></TR>¥n 
</TABLE>¥n</FORM></DIV>¥n"; 
 
#===========================================# 
#   JS のデータを送信するためのフォームです   # 
#   InIt 状態の保存用のフォームです      # 
#===========================================# 
print "<FORM name=¥"dataSend¥" method=¥"post¥" action=¥"husen_gaibu.cgi¥"> 
 <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"no¥" value=¥"no¥"> 
 <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"x_zahyo¥" value=¥"x_zahyo¥"> 
 <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"y_zahyo¥" value=¥"y_zahyo¥"> 
 <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"title¥" value='title'> 
 <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"save_data¥"> 
 <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"URL¥" value=¥"$URL¥"> 
 </FORM>¥n¥n"; 
 
#===========================================# 
#   JS のデータを送信するためのフォームです    # 
#   Sinki 状態の保存用のフォームです       # 
#===========================================# 
print "<FORM name=¥"sinkiSend¥" method=¥"post¥" action=¥"husen_gaibu.cgi¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"no¥" value=¥"no¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"x_zahyo¥" value=¥"x_zahyo¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"y_zahyo¥" value=¥"y_zahyo¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"type¥" value=¥"type¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"title¥" value=¥"title¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"name¥" value=¥"name¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"url¥" value=¥"url¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"comment¥" value=¥"comment¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"save_sinki¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"write¥" value=¥"write¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"fdelete¥" value=¥"fdelete¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"move¥" value=¥"move¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"change¥" value=¥"change¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"juyo¥" value=¥"juyo¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"pass¥" value=¥"pass¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"URL¥" value=¥"$URL¥"> 
  </FORM>¥n¥n"; 
 
print "<FORM name=¥"URLsend¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"URL¥" value=¥"$URL¥"> 
</FORM>¥n¥n"; 
 
#ページ全体を TABLE で囲む事でブラウザを小さくしても折り返さないようにしている。 
#このページ場合幅を９８０ピクセルで表示させている。 
#print "¥n¥n"; 
 
#===========================================# 
#   data.txt から付箋データを取得する処理     # 
#===========================================# 
open(DATA,"$data_file"); 
 flock(DATA,2); 
  @husen = <DATA>; 
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 flock(DATA,8); 
close(DATA); 
 
#===========================================# 
#   $husen_max には初期表示付箋の数が入る    # 
#===========================================# 
$husen_max = @husen; 
 
 #### hidden で$husen_max を JavaScript 側の処理に渡している #### 
 print "<FORM name=¥"husen_max¥">¥n<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"no¥" 
value=¥"$show_husen_no¥">¥n</FORM>¥n"; 
  
 #### hidden で$time_now を JavaScript 側の処理に渡している #### 
 print "<FORM name=¥"time_now¥">¥n<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"time¥" 
value=¥"$time_now¥">¥n</FORM>¥n"; 
  
 print "<FORM name=¥"open_dir¥">¥n<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" 
value=¥"$open_dir¥">¥n</FORM>¥n"; 
  
 #### hidden で$change_NOWtime を JavaScript 側の処理に渡している #### 
  ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year) = localtime($time_now); 
   $mon++; 
   $year = $year - 100; 
   $year = sprintf("%.2d",$year); 
   $mon = sprintf("%.2d",$mon); 
   $mday = sprintf("%.2d",$mday); 
   
   $change_NOWtime = $year . "/" . $mon . "/" . $mday;  
    
 print "<FORM name=¥"change_NOWtime¥">¥n<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"change_NOWtime¥" 
value=¥"$change_NOWtime¥">¥n</FORM>¥n"; 
 
#===================================================# 
#    初期付箋を表示するための処理          # 
#    FORM の name には  def_husen* *には数字が入る      # 
#    x 座標の値は   hide_x           # 
#    y 座標の値は   hide_y           # 
#    付箋のタイトルは hide_title          # 
#                        # 
#    ・全て hidden で JavaScript 側の処理に渡している   # 
#    ・渡した値は init()メソッドで使用し，付箋の表示を     # 
#     している                 # 
#===================================================# 
 
$def_count = 1; 
 
for($i=1;$i<=$husen_max;$i++){ 
 @data = split(/<>/,$husen[$i-1]); 
 chomp(@data); 
  
 if( ($data[0] eq $i) and ($data[9] ne 'NOT') ){ 
 #if ($data[0] eq $i){ 
  print "<FORM name=¥"def_husen$def_count¥">¥n"; 
  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"hide_x¥" value=¥"$data[1]¥">¥n"; 
  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"hide_y¥" value=¥"$data[2]¥">¥n"; 
   
  #$data[3] =~ s/</&lt;/g; 
  #$data[3] =~ s/>/&gt;/g; 
  $data[3] =~ s/<!>/<>/g; 
    
  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"hide_title¥" value='$data[3]'>¥n"; 
  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"hide_type¥" value=¥"$data[4]¥">¥n"; 
  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"hide_time¥" value=¥"$data[5]¥">¥n"; 
   
   #=======================================================# 
   #        累計時間より西暦時間に変換             # 
   #=======================================================# 
    
   ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year) = localtime($data[5]); 
   $mon++; 
   $year = $year - 100; 
   $year = sprintf("%.2d",$year); 
   $mon = sprintf("%.2d",$mon); 
   $mday = sprintf("%.2d",$mday); 
   #$hour = sprintf("%.2d",$hour); 
   #$min = sprintf("%.2d",$min); 
   #$sec = sprintf("%.2d",$sec); 
   
   $change_time = $year . "/" . $mon . "/" . $mday; 
   
  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"hide_chtime¥" value=¥"$change_time¥">¥n"; 
  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"hide_move¥" value=¥"$data[7]¥">¥n"; 
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  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"hide_juyo¥" value=¥"$data[8]¥">¥n"; 
  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"hide_open_url¥" value=¥"$data[9]¥">¥n"; 
   
  print "</FORM>¥n¥n"; 
   
  $def_count++; 
 } 
} 
 
##################################################### 
#        こっから HTML 表示           # 
##################################################### 
 
$temp = get("$URL"); 
 
$temp =~ s/¥<HTML¥>//i; 
#$temp =~  
$temp =~ s/(¥<TITLE¥>.*?)(¥<¥/TITLE¥>)/$1 (Ｗｅｂ付箋付き) $2/i; 
$temp =~ s/(¥<BODY)(.*?¥>)/$1 onload=iniFunc();init() $2/i; 
 
 
if ($temp){ 
 print $temp; 
}else{ 
 print "<CENTER>４０４ ノット ファうンド</CENTER>"; 
} 
 
#print "</TABLE>"; 
#</BODY></HTML> 



 41

資料８：付箋内容表示（BBS）ソースプログラム 

 
#!/usr/bin/perl 
 
require "cgi-lib.pl"; 
&ReadParse; 
 
$open_dir = $in{"open_dir"}; 
$naiyo_NO = $in{"naiyo_NO"}; 
$state = $in{"state"}; 
 
$write_text = $in{"write_text"}; 
$write_name = $in{"write_name"}; 
$write_link = $in{"write_link"}; 
$pass = $in{"pass"}; 
 
#IP アドレスを取得 
$IPaddress = $ENV{'REMOTE_ADDR'}; 
 
#付箋内容を表示するファイルを$naiyo_file に格納（例）1.txt とか 2.txt とか 
$naiyo_file = $open_dir . $naiyo_NO . '.txt'; 
 
$data_file = $open_dir . 'data.txt'; 
 
#変更変数 
$write_henko = $in{"write_henko"}; 
$delete_henko = $in{"delete_henko"}; 
$move_henko = $in{"move_henko"}; 
$change_henko = $in{"change_henko"}; 
$juyo_henko = $in{"juyo_henko"}; 
 
#タイトル変更用変数 
$henko_title = $in{"henko_title"}; 
 
#投票用の識別変数 
$tohyo_NO = $in{"tohyo_NO"}; 
 
#投票用に$dir_NO にはディレクトリナンバーが入る(例：1 とか 2 とか) 
$dir_NO = $open_dir; 
$dir_NO =~ s/.¥///; 
$dir_NO =~ s/¥///; 
 
 
#リンクのコメント追加用識別変数 
$tuika_NO = $in{"tuika_NO"}; 
 
#リンクに対してのコメントを書き込む際に開くファイル(例)1-1.txt とか 4-2.txt とか 
$c_file = $open_dir . $naiyo_NO . '-' . $tuika_NO . '.txt' ; 
 
### タイトル表示のための処理 
open(DATA,"$naiyo_file"); 

@husen = <DATA>; 
#$kiroku_no は書き込みモードのみで使用。追加ナンバーに使用する。 
$kiroku_no = @husen - 1; 

close(DATA); 
 
open(DATA,"$c_file"); 

@write_comment = <DATA>; 
#$kiroku_no は書き込みモードのみで使用。追加ナンバーに使用する。 
$write_comment_no = @write_comment + 1; 

close(DATA); 
 
foreach(@husen){ 
 @data = split(/<>/,$_); 
 chomp(@data); 
  if($data[0] eq 'info'){ 
   $title_top = $data[1]; 
    #<!>→<>に変換 
    $title_top =~ s/<!>/<>/g; 
    #タイトルのタグを無効化 
    &deltag($title_top); 
   $type = $data[2]; 
   $write_state = $data[3]; 
   $delete_state = $data[4]; 
   $move_state = $data[5]; 
   $change_state = $data[6]; 
   $juyo_state = $data[7]; 
   $def_pass = $data[8]; 
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   #もし重要アイコン属性がＯＮの場合，タイトルの前に重要アイコンタグを挿入 
   if($juyo_state eq 'juyoON'){ 
    $title = '<IMG src="juyo_big.gif" align="top">' . $title_top; 
   } 
   else{ 
    $title = $title_top; 
   } 
  } 
 
} 
 
#=======================================================================# 
#             掲示板書き込みモード              # 
#=======================================================================# 
if($state eq 'write'){ 
 
 if( ($write_text eq '') or ( ($type eq 'link') and ($write_link eq '')) ){ 
  $hyoji_flag = 'error'; 
 } 
 else{ 
 
   ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday) = localtime(); 
   $mon++; 
   @week = ('日','月','火','水','木','金','土'); 
   $wday = $week[$wday]; 
   $year = $year - 100; 
   $year = sprintf("%.2d",$year); 
   $mon = sprintf("%.2d",$mon); 
   $mday = sprintf("%.2d",$mday); 
   $hour = sprintf("%.2d",$hour); 
   $min = sprintf("%.2d",$min); 
    
   $now_time = $year . '/' . $mon . '/' . $mday . '(' . $wday . ') ' . $hour . '：' . $min; 
   #更新ファイル用(dir_url.txt)時刻 
   $kosin_time = $year . '/' . $mon . '/' . $mday . ' ' . $hour . ':' . $min; 
    
    open(N_FILE,"$naiyo_file"); 
     flock(N_FILE,2); 
      @file = <N_FILE>; 
     flock(N_FILE,8); 
    close(N_FILE); 
     
    #名前の欄に空白を入れた場合の処理 
    $write_name =~ s/¥s*//g; 
     
    #もし名前及びコメントに<>(区切り文字)が書かれた場合，<!>に変換する 
    $write_name =~ s/<>/<!>/g; 
    $write_text =~ s/<>/<!>/g; 
    #改行を空白に変換 
    $write_text =~ s/(¥n¥r|¥r¥n|¥n|¥r)/ /sg; 
     
    if($write_name eq ''){ 
     $write_name = '匿名'; 
    } 
     
    if($type eq 'link'){ 
     $write_link =~ s/<>/<!>/g; 
     $write_text = $write_link . ';;;' . $write_text; 
    } 
     
    $tuika_naiyo = $kiroku_no . '<>' . $write_name . '<>' . $now_time . '<>' . $write_text . '<>0<>' . $IPaddress . 
"¥n"; 
 
    $hantei = $kiroku_no - 1 . '<>' . $write_name . '<>' . $write_text; 
     
    $hantei_kaishi = @file[$#file]; 
    @hantei_moto = split(/<>/,$hantei_kaishi); 
    $hantei_moji = $hantei_moto[0] . '<>' . $hantei_moto[1] . '<>' . $hantei_moto[3]; 
     
    if($hantei_moji ne $hantei){ 
     push(@file, $tuika_naiyo); 
      
     open(N_FILE,">$naiyo_file"); 
      flock(N_FILE,2); 
       print N_FILE @file; 
      flock(N_FILE,8); 
     close(N_FILE); 
      
     #husen タイトルを保存しているファイルの該当するナンバーの時間を変更する処理 
     open(DATA_FILE,"$data_file"); 
      flock(DATA_FILE,2); 
       @data_file = <DATA_FILE>; 
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      flock(DATA_FILE,8); 
     close(DATA_FILE); 
      
     foreach(@data_file){ 
      @time_change = split(/<>/,$_); 
       
      if($time_change[0] eq $naiyo_NO){ 
       $time_change[5] = time; 
      } 
      $_ = join("<>",@time_change); 
     } 
      
     open(WRITE_TIME,">$data_file"); 
      flock(WRITE_TIME,2); 
       print WRITE_TIME @data_file; 
      flock(WRITE_TIME,8); 
     close(WRITE_TIME); 
      
    } 
    else{} 
     
 } 
  
 $state = 'hyoji'; 
 
} 
#=======================================================================# 
#             リンク用コメント追加モード           # 
#=======================================================================# 
if($state eq 'link_comment_write'){ 
 if($write_text eq ''){ 
  $hyoji_flag = 'error'; 
 } 
 else{ 
 
   ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday) = localtime(); 
   $mon++; 
   @week = ('日','月','火','水','木','金','土'); 
   $wday = $week[$wday]; 
   $year = $year - 100; 
   $year = sprintf("%.2d",$year); 
   $mon = sprintf("%.2d",$mon); 
   $mday = sprintf("%.2d",$mday); 
   $hour = sprintf("%.2d",$hour); 
   $min = sprintf("%.2d",$min); 
    
   $now_time = $year . '/' . $mon . '/' . $mday . '(' . $wday . ') ' . $hour . '：' . $min; 
    
    open(N_FILE,"$c_file"); 
     flock(N_FILE,2); 
      @file = <N_FILE>; 
     flock(N_FILE,8); 
    close(N_FILE); 
     
    #名前の欄に空白を入れた場合の処理 
    $write_name =~ s/¥s*//g; 
     
    #もし名前及びコメントに<>(区切り文字)が書かれた場合，<!>に変換する 
    $write_name =~ s/<>/<!>/g; 
    $write_text =~ s/<>/<!>/g; 
    #改行を空白に変換 
    $write_text =~ s/(¥n¥r|¥r¥n|¥n|¥r)/ /sg; 
     
    if($write_name eq ''){ 
     $write_name = '匿名'; 
    } 
     
    $tuika_naiyo = $write_comment_no . '<>' . $write_name . '<>' . $now_time . '<>' . $write_text . '<>' . 
$IPaddress . "¥n"; 
 
    $hantei = $write_comment_no - 1 . '<>' . $write_name . '<>' . $write_text; 
     
    $hantei_kaishi = @file[$#file]; 
    @hantei_moto = split(/<>/,$hantei_kaishi); 
    $hantei_moji = $hantei_moto[0] . '<>' . $hantei_moto[1] . '<>' . $hantei_moto[3]; 
     
    if($hantei_moji ne $hantei){ 
     push(@file, $tuika_naiyo); 
      
     open(N_FILE,">$c_file"); 
      flock(N_FILE,2); 
       print N_FILE @file; 
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      flock(N_FILE,8); 
     close(N_FILE); 
      
     chmod 0666, $c_file; 
      
     ################################# 
     # コメント数を追加する処理 # 
     ################################# 
     open(W_FILE,"$naiyo_file"); 
      flock(W_FILE,2); 
       @file = <W_FILE>; 
      flock(W_FILE,8); 
     close(W_FILE); 
 
      foreach(@file){ 
       @comment_no_tuika = split(/<>/,$_); 
        
       if($comment_no_tuika[0] eq $tuika_NO){ 
        $comment_no_tuika[4] = $comment_no_tuika[4] + 1; 
       } 
       $_ = join("<>",@comment_no_tuika); 
      } 
      
     open(W_FILE,">$naiyo_file"); 
      flock(W_FILE,2); 
       print W_FILE @file; 
      flock(W_FILE,8); 
     close(W_FILE); 
     
     ################################################################################# 
     #    husen タイトルを保存しているファイルの該当するナンバーの時間を変更する処理  # 
     ################################################################################# 
     open(DATA_FILE,"$data_file"); 
      flock(DATA_FILE,2); 
       @data_file = <DATA_FILE>; 
      flock(DATA_FILE,8); 
     close(DATA_FILE); 
      
     foreach(@data_file){ 
      @time_change = split(/<>/,$_); 
       
      if($time_change[0] eq $naiyo_NO){ 
       $time_change[5] = time; 
      } 
      $_ = join("<>",@time_change); 
     } 
      
     open(WRITE_TIME,">$data_file"); 
      flock(WRITE_TIME,2); 
       print WRITE_TIME @data_file; 
      flock(WRITE_TIME,8); 
     close(WRITE_TIME); 
    } 
    else{} 
     
 } 
  
 $state = 'link_comment'; 
} 
 
##################################################### 
#         投票実行モード        # 
##################################################### 
if($state eq 'tohyo_jikkou'){ 
  
  #++++++++++++++++++++++++++++++++++++++# 
  #      クッキーさんを読み込んで処理する     # 
  #++++++++++++++++++++++++++++++++++++++# 
 
  $cookie = $ENV{'HTTP_COOKIE'}; 
 
  foreach(split(/; /,$cookie)){ 
   ($name, $value) = split(/=/); 
   if($name eq 'count'){ 
    $count = $value; 
   } 
  } 
  
 #++++++++++++++++++++++++++++++++++++++# 
 #      クッキーさんを書き込みを処理する     # 
 #++++++++++++++++++++++++++++++++++++++# 
  



 45

 ###クッキーに何もなかった時の処理 
 if($count eq ''){ 
  $count = $dir_NO . '-' . $naiyo_NO . '-' . $tohyo_NO . '<>'; 
     
    #内容ファイル書き込み処理 
    open(N_FILE,"$naiyo_file"); 
     flock(N_FILE,2); 
      @file = <N_FILE>; 
     flock(N_FILE,8); 
    close(N_FILE); 
     
    foreach(@file){ 
     @data = split(/<>/,$_); 
      
     if($data[0] eq $tohyo_NO){ 
      ++$data[4]; 
     } 
      
     $_ = join("<>",@data); 
    } 
     
    open(N_FILE,">$naiyo_file"); 
     flock(N_FILE,2); 
      print N_FILE @file; 
     flock(N_FILE,8); 
    close(N_FILE); 
    
       #husen タイトルを保存しているファイルの該当するナンバーの時間を変更する処理 
       open(DATA_FILE,"$data_file"); 
        flock(DATA_FILE,2); 
         @data_file = <DATA_FILE>; 
        flock(DATA_FILE,8); 
       close(DATA_FILE); 
        
       foreach(@data_file){ 
        @time_change = split(/<>/,$_); 
         
        if($time_change[0] eq $naiyo_NO){ 
         $time_change[5] = time; 
        } 
        $_ = join("<>",@time_change); 
       } 
        
       open(WRITE_TIME,">$data_file"); 
        flock(WRITE_TIME,2); 
         print WRITE_TIME @data_file; 
        flock(WRITE_TIME,8); 
       close(WRITE_TIME); 
   
 } 
 #クッキーにすでにデータがある時の処理 
 else{ 
  @cookie_naiyo = split(/<>/,$count); 
   
  $cookie_MAX = @cookie_naiyo; 
  $CK0 = $cookie_naiyo[0]; 
  $CK1 = $cookie_naiyo[1]; 
  $CK2 = $cookie_naiyo[2]; 
   
  for($i=0; $i<$cookie_MAX; $i++){ 
   
   if( $cookie_naiyo[$i] eq ($dir_NO . '-' . $naiyo_NO . '-' . $tohyo_NO) ){ 
    $cookie_error = '1'; 
    $i = $cookie_MAX; 
   } 
   elsif($cookie_flag ne '1'){ 
    $count = $count . $dir_NO . '-' . $naiyo_NO . '-' . $tohyo_NO . '<>'; 
    $cookie_flag = '1'; 
   } 
  } 
   
  if($cookie_error ne '1'){ 
   #内容ファイル書き込み処理 
   open(N_FILE,"$naiyo_file"); 
    flock(N_FILE,2); 
     @file = <N_FILE>; 
    flock(N_FILE,8); 
   close(N_FILE); 
    
   foreach(@file){ 
    @data = split(/<>/,$_); 
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    if($data[0] eq $tohyo_NO){ 
     ++$data[4]; 
    } 
     
    $_ = join("<>",@data); 
   } 
    
   open(N_FILE,">$naiyo_file"); 
    flock(N_FILE,2); 
     print N_FILE @file; 
    flock(N_FILE,8); 
   close(N_FILE); 
   
     #husen タイトルを保存しているファイルの該当するナンバーの時間を変更する処理 
     open(DATA_FILE,"$data_file"); 
      flock(DATA_FILE,2); 
       @data_file = <DATA_FILE>; 
      flock(DATA_FILE,8); 
     close(DATA_FILE); 
      
     foreach(@data_file){ 
      @time_change = split(/<>/,$_); 
       
      if($time_change[0] eq $naiyo_NO){ 
       $time_change[5] = time; 
      } 
      $_ = join("<>",@time_change); 
     } 
      
     open(WRITE_TIME,">$data_file"); 
      flock(WRITE_TIME,2); 
       print WRITE_TIME @data_file; 
      flock(WRITE_TIME,8); 
     close(WRITE_TIME); 
  } 
 } 
  
 $state_cookie = 'write_cookie'; 
 $state = 'hyoji'; 
} 
 
##################################################### 
#     クッキー用の expires の時間を設定     # 
##################################################### 
@gm_time=gmtime(time + 60*24*60*60); 
 
@w_day = ('Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'); 
 
@month = ('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'); 
 
$exp_date = sprintf("%s¥, %02d¥-%s¥-%04d %02d¥:%02d:%02d GMT", 
$w_day[$gm_time[6]], $gm_time[3], $month[$gm_time[4]], $gm_time[5] + 1900, $gm_time[2], $gm_time[1], 
$gm_time[0]); 
 
 
#=======================================================================# 
#               HTML 表示部分              # 
#=======================================================================# 
 
print "Content-type: text/html¥n"; 
 
 
if( ($state_cookie eq 'write_cookie') ne ($cookie_error eq '1') ){ 
#if( $state_cookie eq 'write_cookie' ){ 
 #$count = ""; 
 print "Set-cookie: count=$count; expires=$exp_date¥n"; 
 #print "Set-cookie: count=$count; expires=Sat, 03-Jan-2004 18:00:00 GMT;¥n"; 
} 
 
print "¥n¥n"; 
 
print "<HTML><HEAD><TITLE>$title_top</TITLE>"; 
 
print " 
 
<SCRIPT language=¥"JavaScript¥"> 
//サブウィンドウを閉じる 
<!-- 
function cls(){ 
 close(); 
 window.opener.reLoad(); 
} 
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function subReload(){ 
 window.opener.reLoad(); 
} 
 
// --> 
</SCRIPT>"; 
 
print "</HEAD>"; 
 
#print "cookie=[$cookie] : "; 
#print "count=[$count]"; 
#print "<BR>$cookie_MAX : 0 = $CK0 : 1 = $CK1 : 2 = $CK2"; 
#print "<BR>cookie_1=[$cookie_1] : cookie_2=[$cookie_2]"; 
   
  #付箋のタイプで背景の色を変えている 
  if( ($type eq 'comment') and ($state ne 'sakujo_jikkou') and ($state ne 'title_henko_jikkou') and ($state ne 
'henko_jikkou') ){ 
   print "<BODY bgcolor=¥"#99CCFF¥"><CENTER><P><FONT STYLE=¥"font-size: 
15pt¥"><B>$title</B></FONT></P></CENTER>"; 
   #print "<P>cookie=$count</P>"; 
  } 
  elsif( ($type eq 'link') and ($state ne 'sakujo_jikkou') and ($state ne 'title_henko_jikkou') and ($state ne 
'henko_jikkou') ){ 
   print "<BODY bgcolor=¥"pink¥"><CENTER><P><FONT STYLE=¥"font-size: 
15pt¥"><B>$title</B></FONT></P></CENTER>"; 
  } 
 
############################################################# 
#         クッキーによる２重投票処理        # 
############################################################# 
if( ($state eq "hyoji") and ($cookie_error eq '1') ){ 
 print "<P><FONT size=¥"4¥" color=¥"red¥"><B>この内容に対して，あなたは既に評価点を加算していますので，２
重に加算する事はできません。</B></FONT></P>"; 
 print "<CENTER><A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=hyoji¥">戻る
</A></CENTER>"; 
} 
 
##################################################### 
#        付箋内容表示モード        # 
##################################################### 
elsif($state eq "hyoji"){ 
 print "<CENTER>"; 
 
 if( ($type eq 'link') and ($write_link eq '') and ($write_text eq '') and ($hyoji_flag eq 'error') ){ 
  print "<P><FONT color=¥"red¥">コメント及びリンク部分に何も入力されていません。</FONT></P>"; 
  print "<A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=hyoji¥">戻る</A>"; 
 } 
 
 elsif( ($write_text eq '') and ($hyoji_flag eq 'error') ){ 
  print "<P><FONT color=¥"red¥">コメント部分に何も入力されていません。</FONT></P>"; 
  print "<A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=hyoji¥">戻る</A>"; 
 } 
  
 elsif( ($type eq 'link') and ($write_link eq '') and ($hyoji_flag eq 'error') ){ 
  print "<P><FONT color=¥"red¥">リンク部分に何も入力されていません。</FONT></P>"; 
  print "<A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=hyoji¥">戻る</A>"; 
 } 
  
 else{ 
  
  open(NAIYO,"$naiyo_file"); 
   @husen = <NAIYO>; 
  close(NAIYO); 
 
 
  #======================# 
  #タイプがコメントの処理# 
  #======================# 
  if($type eq 'comment'){ 
   foreach(@husen){ 
    @data = split(/<>/,$_); 
    chomp(@data); 
 
    if($data[0] ne 'info'){ 
     #<!>→<>に変換 
     $data[1] =~ s/<!>/<>/g; 
     $data[3] =~ s/<!>/<>/g; 
     &deltag($data[1]); 
     &deltag($data[3]); 
      
     if($data[0] eq '0'){ 
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      print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"360¥"><TR><TD width=¥"100%¥"> 
<FONT STYLE=¥"font-size: 11pt¥">付箋作成者：<FONT 
color=¥"darkgreen¥">$data[1]</FONT> ：</FONT><FONT STYLE=¥"font-size: 
9pt¥">$data[2]&nbsp;<a 
href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&state=tohyo_kakunin&naiyo_NO=$naiyo_NO&
tohyo_NO=$data[0]¥"><img src=¥"kao.gif¥" border=¥"0¥"></A>：$data[4]</FONT><BR> 
<FONT STYLE=¥"font-size: 
12pt¥">&nbsp;&nbsp;$data[3]</FONT></TD></TR></TABLE><BR>"; 

     } 
     else{ 

print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"330¥"><TR><TD width=¥"100%¥"> 
<FONT STYLE=¥"font-size: 11pt¥">($data[0])名前：<FONT color=¥"darkgreen¥">$data[1] 
</FONT>：</FONT><FONT STYLE=¥"font-size: 9pt¥">$data[2]&nbsp;<a 
href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&state=tohyo_kakunin&naiyo_NO=$naiyo_NO&
tohyo_NO=$data[0]¥"><img src=¥"kao.gif¥" border=¥"0¥"></A>：$data[4]</FONT><BR> 
<FONT STYLE=¥"font-size: 
12pt¥">&nbsp;&nbsp;$data[3]</FONT></TD></TR></TABLE><BR>"; 

     } 
    } 
   } 
    
    if($write_state eq 'writeNG'){ 
     print "<HR><P>この付箋は<FONT color=¥"red¥">書き込み禁止</FONT>の属性が付いているため，コメ
ントを追加することは出来ません。</P>"; 
    } 
    else{ 
     print "¥n<HR>¥n<TABLE border=¥"0¥"><TR><CENTER> 
      <FORM method=¥"POST¥" action=¥"husen_hyoji.cgi¥" name=¥"write¥"> 
      <TD width=¥"50¥"><P align=¥"right¥"> 

<FONT style=¥"font-size: 12pt¥">名前：</FONT></TD> 
      </CENTER> 
      <TD width=¥"250¥"> 
        <P align=¥"left¥"><FONT style=¥"font-size: 12pt¥"></FONT> 
      <INPUT type=¥"text¥" name=¥"write_name¥" size=¥"15¥">（※任意）</P></TD></TR><CENTER> 
      <TR><TD width=¥"50¥"><P align=¥"right¥">コメント：</TD> 
      <TD width=¥"200¥"><P align=¥"left¥"> 

<TEXTAREA rows=¥"2¥" name=¥"write_text¥" cols=¥"30¥"></TEXTAREA></TD></TR> 
      <TR><TD width=¥"100%¥" colspan=¥"2¥"><P align=¥"center¥"> 

<INPUT type=¥"submit¥" value=¥"書き込む¥"> 
<INPUT type=¥"reset¥" value=¥"リセット¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"write¥"> 

      <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 

      </CENTER></TD></TR></FORM></TABLE>"; 
    }   
     
    print "<P align=¥"right¥"> 

<FORM method=¥"post¥" action=¥"husen_hyoji.cgi¥" name=¥"hensyu¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"syosai¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 
<INPUT type=¥"submit¥" value=¥"属性詳細¥"></FORM></P>"; 

  } 
 
  #====================# 
  # タイプがリンクの処理   # 
  #====================# 
  elsif($type eq 'link'){ 
   foreach(@husen){ 
    @data = split(/<>/,$_); 
    chomp(@data); 
    
    if($data[0] ne 'info'){ 
     
     @link = split(/;;;/,$data[3]); 
     #<!>→<>に変換 
     $data[1] =~ s/<!>/<>/g; 
     $link[0] =~ s/<!>/<>/g; 
     $link[1] =~ s/<!>/<>/g; 
     &deltag($data[1]); 
     &deltag($link[1]); 
      
     if($data[0] eq '0'){ 
      print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"360¥"><TR><TD width=¥"100%¥"> 

<FONT STYLE=¥"font-size: 11pt¥">付箋作成者： 
<FONT color=¥"darkgreen¥">$data[1] </FONT>：</FONT> 
<FONT STYLE=¥"font-size: 9pt¥">$data[2]&nbsp;<a 
href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&state=link_comment&naiyo_NO=$naiyo_NO&t
uika_NO=$data[0]¥">コメント：$data[4]</A><BR> 

         &nbsp;&nbsp;<A href=¥"$link[0]¥" target=¥"blank¥">(リンク)</A></FONT> 
           <FONT STYLE=¥"font-size: 12pt¥">$link[1]</FONT></TD></TR></TABLE><BR>"; 
     } 
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     else{ 
      print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"330¥"><TR><TD width=¥"100%¥"> 

<FONT STYLE=¥"font-size: 11pt¥">($data[0])名前： 
<FONT color=¥"darkgreen¥">$data[1] </FONT>：</FONT> 
<FONT STYLE=¥"font-size: 9pt¥">$data[2]&nbsp;<a 
href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&state=link_comment&naiyo_NO=$naiyo_NO&t
uika_NO=$data[0]¥">コメント：$data[4]</A><BR> 

         &nbsp;&nbsp;<A href=¥"$link[0]¥" target=¥"blank¥">(リンク)</A></FONT> 
           <FONT STYLE=¥"font-size: 12pt¥">$link[1]</FONT></TD></TR></TABLE><BR>"; 
     } 
    } 
   } 
    
    if($write_state eq 'writeNG'){ 
     print "<HR><P>この付箋は<FONT color=¥"red¥">書き込み禁止</FONT>の属性が付いているため，コメ
ント及びリンクを追加することは出来ません。</P>"; 
    } 
    else{  
     print "¥n<HR>¥n<TABLE border=¥"0¥"><TR><CENTER> 
       <FORM method=¥"POST¥" action=¥"husen_hyoji.cgi¥"> 
       <TD width=¥"50¥"><P align=¥"right¥"> 

<FONT style=¥"font-size: 12pt¥">名前：</FONT></TD></CENTER> 
       <TD width=¥"250¥"> 
         <P align=¥"left¥"><FONT style=¥"font-size: 12pt¥"></FONT> 
       <INPUT type=¥"text¥" name=¥"write_name¥" size=¥"15¥">（※任意） 

</P></TD></TR><CENTER> 
       <TR> 
       <TD width=¥"50¥"><P align=¥"right¥"> 

<FONT style=¥"font-size: 12pt¥">ＵＲＬ：</FONT></TD> 
       <TD width=¥"200¥"> 
       <P align=¥"left¥"> 

<INPUT type=¥"text¥" name=¥"write_link¥" size=¥"30¥"></TEXTAREA></TD></TR> 
       <TR><TD width=¥"50¥"><P align=¥"right¥">コメント：</TD> 
       <TD width=¥"200¥"><P align=¥"left¥"> 

<TEXTAREA rows=¥"2¥" name=¥"write_text¥" cols=¥"30¥"></TEXTAREA></TD></TR> 
       <TR><TD width=¥"100%¥" colspan=¥"2¥"><P align=¥"center¥"> 

<INPUT type=¥"submit¥" value=¥"書き込む¥"> 
<INPUT type=¥"reset¥" value=¥"リセット¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"write¥"> 

        <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"> 
        </CENTER></TD></FORM></TR></TABLE>"; 
    } 
     
   print "<P align=¥"right¥"><FORM method=¥"post¥" action=¥"husen_hyoji.cgi¥"> 

<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"syosai¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"> 
<INPUT type=¥"submit¥" value=¥"属性詳細¥"></FORM></P>"; 

  } 
 } 
 print "</CENTER>"; 
}#$state が hyoji の閉じ括弧 
 
##################################################### 
#       付箋属性表示モード         # 
##################################################### 
elsif($state eq "syosai"){ 
  
 print "<CENTER><FONT STYLE=¥"font-size: 13pt¥">付箋属性表示</FONT></CENTER><BR>"; 
    
   if( ($write_state eq 'writeOK')  and ($delete_state eq 'deleteOK') and ($move_state eq 'moveOK') and 
($change_state eq 'changeOK') ){ 
    print "この付箋には禁止されている属性はありません。<HR>"; 
   } 
    
   else{ 
     print "<TABLE border=¥"0¥"> 
     <TR><TD><FONT size=¥"4¥">この付箋は以下の事が禁止されています。</FONT></TD></TR>"; 
      
     if($write_state eq 'writeNG'){ 
      print "<TR><TD>・付箋内容の<FONT color=¥"red¥">追加書き込み</FONT>が禁止されています。
</TD></TR>"; 
     } 
     if($delete_state eq 'deleteNG'){ 
      print "<TR><TD>・付箋の<FONT color=¥"red¥">削除</FONT>が禁止されています。</TD></TR>"; 
     } 
     if($move_state eq 'moveNG'){ 
      print "<TR><TD>・付箋を<FONT color=¥"red¥">任意の場所に貼り付ける事</FONT>が禁止されてい
ます。</TD></TR>"; 
     } 
     if($change_state eq 'changeNG'){ 
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      print "<TR><TD>・付箋の<FONT color=¥"red¥">タイトルを変更する事</FONT>が禁止されています。
</TD></TR>"; 
     } 
      
      print "</TABLE><BR><HR>"; 
   } 
    
   if($juyo_state eq 'juyoON'){ 
    print "また付箋のタイトルの前に<FONT color=¥"red¥">重要アイコンが表示</FONT>されるようになってい
ます。<HR>"; 
   } 
    
  if($change_state eq 'changeOK'){ 
   print "<FORM action=¥"husen_hyoji.cgi¥"><INPUT type=¥"hidden¥"> 
       <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 

<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"title_henko¥"> 
付箋の<FONT color=¥"red¥">タイトルを変更</FONT>する場合は以下のボタンをクリックしてください。

↓<BR><CENTER><INPUT type=¥"submit¥" value=¥"タイトルを変更する¥"></CENTER> 
       </FORM>"; 
  } 
  if($delete_state eq 'deleteOK'){ 
   print "<FORM action=¥"husen_hyoji.cgi¥"><INPUT type=¥"hidden¥"> 
         <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 

<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"sakujo_kakunin¥"> 
この付箋を<FONT color=¥"red¥">削除</FONT>する場合は以下のボタンをクリックしてください。↓
<BR><CENTER><INPUT type=¥"submit¥" value=¥"付箋を削除する¥"></CENTER> 

       </FORM>"; 
  } 
   
  print "<BR><BR><CENTER><FORM method=¥"POST¥" action=¥"husen_hyoji.cgi¥"> 
    <P>属性変更パスワード： 

<INPUT type=¥"password¥" name=¥"pass¥" size=¥"8¥" maxlength=¥"4¥">&nbsp; 
<INPUT type=¥"submit¥" value=¥"属性変更¥"> 

    <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"henko¥"></P> 
</FORM><A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=hyoji¥">戻る
</A></CENTER>"; 

} 
 
 
##################################################### 
#       付箋属性変更モード         # 
##################################################### 
elsif($state eq 'henko'){ 
 
 if($pass eq $def_pass){ 
  print "<CENTER><FONT STYLE=¥"font-size: 13pt¥">付箋の属性変更</FONT><BR><BR>"; 
  print " 
   
  <TABLE border=¥"0¥" width=¥"250¥"> 
    <TR><TD width=¥"115¥"></TD> 
   <TD align=¥"center¥" width=¥"51¥"><IMG src=¥"on.gif¥"></TD> 
   <TD align=¥"center¥" width=¥"58¥"><IMG src=¥"off.gif¥"></TD> 
    </TR>"; 
     
    print "<FORM action=¥"husen_hyoji.cgi¥" method=¥"POST¥">"; 
     
    print "<TR><TD width=¥"115¥">書込み禁止</TD>"; 
    
   if($write_state eq 'writeOK'){ 
    print "<TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"write_henko¥" value=¥"writeNG¥"></TD> 
        <TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"write_henko¥" value=¥"writeOK¥" checked></TD>"; 
   } 
   elsif($write_state eq 'writeNG'){ 
    print "<TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"write_henko¥" value=¥"writeNG¥" checked></TD> 
        <TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"write_henko¥" value=¥"writeOK¥"></TD>"; 
   } 
    
    print "</TR>"; 
     
    print "<TR><TD width=¥"115¥">削除禁止</TD>"; 
    
   if($delete_state eq 'deleteOK'){ 
    print "<TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"delete_henko¥" value=¥"deleteNG¥"></TD> 
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        <TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 
<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"delete_henko¥" value=¥"deleteOK¥" checked></TD>"; 

   } 
   elsif($delete_state eq 'deleteNG'){ 
    print "<TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"delete_henko¥" value=¥"deleteNG¥" checked></TD> 
        <TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"delete_henko¥" value=¥"deleteOK¥"></TD>"; 
   } 
    print "</TR>"; 
     
    print "<TR><TD width=¥"115¥">移動禁止</TD>"; 
     
   if($move_state eq 'moveOK'){ 
    print "<TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"move_henko¥" value=¥"moveNG¥"></TD> 
        <TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"move_henko¥" value=¥"moveOK¥" checked></TD>"; 
   } 
   elsif($move_state eq 'moveNG'){ 
    print "<TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"move_henko¥" value=¥"moveNG¥" checked></TD> 
        <TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"move_henko¥" value=¥"moveOK¥"></TD>"; 
   } 
    print "</TR>"; 
     
    print "<TR><TD width=¥"115¥">タイトル変更禁止</TD>"; 
    
   if($change_state eq 'changeOK'){ 
    print "<TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"change_henko¥" value=¥"changeNG¥"></TD> 
        <TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"change_henko¥" value=¥"changeOK¥" checked></TD>"; 
   } 
   elsif($change_state eq 'changeNG'){ 
    print "<TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"change_henko¥" value=¥"changeNG¥" checked></TD> 
        <TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"change_henko¥" value=¥"changeOK¥"></TD>"; 
   } 
    
   print "<TR><TD width=¥"115¥">重要アイコン表示</TD>"; 
    
   if($juyo_state eq 'juyoON'){ 
    print "<TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"juyo_henko¥" value=¥"juyoON¥" checked></TD> 
        <TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"juyo_henko¥" value=¥"juyoOFF¥"></TD>"; 
   } 
   elsif($juyo_state eq 'juyoOFF'){ 
    print "<TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"juyo_henko¥" value=¥"juyoON¥"></TD> 
        <TD align=¥"center¥" width=¥"50¥"> 

<INPUT type=¥"radio¥" name=¥"juyo_henko¥" value=¥"juyoOFF¥" checked></TD>"; 
   } 
     
    print "</TR></TABLE><BR><BR>"; 
   
  print "<INPUT type=¥"submit¥" value=¥"属性変更¥">&nbsp;&nbsp; 

<A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=syosai¥">戻る</A>"; 
  print "<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 

<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"henko_jikkou¥"></P>"; 

  print "</FORM></CENTER>"; 
  
 } 
 else{ 
  print "<CENTER><P><FONT color=¥"red¥">付箋の属性を変更するパスワードが違います。</FONT></P>"; 
  print "<A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=syosai¥">戻る</A>"; 
  print "</CENTER>"; 
 } 
} 
 
######################################################### 
#       付箋属性変更実行モード          # 
######################################################### 
elsif($state eq 'henko_jikkou'){ 
  
 open(HENKO_FILE,"$naiyo_file"); 
  flock(HENKO_FILE,2); 
   @henko_file = <HENKO_FILE>; 
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  flock(HENKO_FILE,8); 
 close(HENKO_FILE); 
  
 foreach(@henko_file){ 
   
  @data = split(/<>/,$_); 
    
   if($data[0] eq 'info'){ 
    $data[3] = $write_henko; 
    $data[4] = $delete_henko; 
    $data[5] = $move_henko; 
    $data[6] = $change_henko; 
    $data[7] = $juyo_henko; 
   } 
  $_ = join("<>",@data); 
 } 
  
 open(WRITE_FILE,">$naiyo_file"); 
  flock(WRITE_FILE,2); 
   print WRITE_FILE @henko_file; 
  flock(WRITE_FILE,8); 
 close(WRITE_FILE); 
   
 #全付箋データを保存しているファイルの move 状態と juyo 状態を変更する。 
 open(HENKO_FILE2,"$data_file"); 
  flock(HENKO_FILE2,2); 
   @henko_file2 = <HENKO_FILE2>; 
  flock(HENKO_FILE2,8); 
 close(HENKO_FILE2); 
  
 foreach(@henko_file2){ 
   
  @data2 = split(/<>/,$_); 
    
   if($data2[0] eq $naiyo_NO){ 
     
    if($move_henko eq 'moveNG'){ 
     $data2[7] = 'moveNG'; 
    } 
    elsif($move_henko eq 'moveOK'){ 
     $data2[7] = 'moveOK'; 
    } 
     
    if($juyo_henko eq 'juyoON'){ 
     $data2[8] = 'juyoON'; 
    } 
    elsif($juyo_henko eq 'juyoOFF'){ 
     $data2[8] = 'juyoOFF'; 
    } 
     
   } 
  $_ = join("<>",@data2); 
 } 
  
 open(WRITE_FILE2,">$data_file"); 
  flock(WRITE_FILE2,2); 
   print WRITE_FILE2 @henko_file2; 
  flock(WRITE_FILE2,8); 
 close(WRITE_FILE2); 
  
 #print "<CENTER><P><FONT STYLE=¥"font-size: 15pt¥"><B>$title</B></FONT></P></CENTER>"; 
 if($type eq 'comment'){ 
  print "<BODY bgcolor=¥"#99CCFF¥" onload=¥"subReload();¥"> 

<CENTER><P><FONT STYLE=¥"font-size: 15pt¥"><B>$title</B></FONT></P></CENTER>"; 
 } 
 elsif($type eq 'link'){ 
  print "<BODY bgcolor=¥"pink¥" onload=¥"subReload();¥"> 

<CENTER><P><FONT STYLE=¥"font-size: 15pt¥"><B>$title</B></FONT></P></CENTER>"; 
 } 
   if( ($write_henko eq 'writeOK') and ($delete_henko eq 'deleteOK') and ($move_henko eq 'moveOK') and 
($change_henko eq 'changeOK')){ 
    print "<FONT size=¥"4¥">※禁止属性を全てオフにしました。</FONT><BR><BR>"; 
   } 
   else{ 
    print "<TABLE border=¥"0¥"> 
     <TR><TD><FONT size=¥"4¥">※以下の事を禁止に変更しました。</FONT></TD></TR>"; 
     if($write_henko eq 'writeNG'){ 
      print "<TR><TD>・付箋内容の<FONT color=¥"red¥">追加書き込み</FONT>を禁止に変更しました。
</TD></TR>"; 
     } 
     if($delete_henko eq 'deleteNG'){ 
      print "<TR><TD>・付箋の<FONT color=¥"red¥">削除</FONT>を禁止に変更しました。</TD></TR>"; 
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     } 
     if($move_henko eq 'moveNG'){ 
      print "<TR><TD>・付箋を<FONT color=¥"red¥">任意の場所に貼り付ける事</FONT>を禁止にしまし
た。</TD></TR>"; 
     } 
     if($change_henko eq 'changeNG'){ 
      print "<TR><TD>・付箋の<FONT color=¥"red¥">タイトルを変更する事</FONT>を禁止に変更しまし
た。</TD></TR>"; 
     } 
     print "</TABLE>"; 
   } 
   if( $juyo_henko eq 'juyoON'){ 
    print "<BR><FONT size=¥"4¥">※また付箋のタイトルの前に<FONT color=¥"red¥">重要アイコンを表示さ
せる</FONT>ように変更しました。</FONT><BR><BR>"; 
   } 
   elsif( $juyo_henko eq 'juyoOFF'){ 
    print "<BR><FONT size=¥"4¥">※また付箋のタイトルの前に<FONT color=¥"red¥">重要アイコンを表示さ
せない</FONT>ように変更しました。</FONT><BR><BR>"; 
   } 
  
 #print "<P>書き込み＝$write_henko<BR>削除＝$delete_henko<BR>移動＝$move_henko<BR>タイトル変更＝
$change_henko</P>"; 
 print "<CENTER><A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=syosai¥">戻る
</A></CENTER>"; 
} 
 
##################################################### 
#        タイトル変更モード        # 
##################################################### 
elsif($state eq 'title_henko'){ 
 print "<CENTER><FONT STYLE=¥"font-size: 13pt¥">付箋タイトルの変更</FONT><BR><BR>"; 
 print "<P>付箋のタイトルを変更します。テキストボックスにタイトルを入力してください。</P>"; 
  
     #$title_top =~ s/"/¥"/g; 
  
 print "<FORM action=¥"husen_hyoji.cgi¥" method=¥"POST¥"><INPUT type=¥"textbox¥" name=¥"henko_title¥" 
size=¥"40¥" value=¥'$title_top¥'> 
   <BR><BR><INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"><INPUT type=¥"hidden¥" 
name=¥"state¥" value=¥"title_henko_jikkou¥"> 
   <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"><INPUT type=¥"submit¥" value=¥"
変更¥">&nbsp;&nbsp;"; 
 print "<A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=syosai¥">戻る
</A></FORM>"; 
} 
 
######################################################### 
#        タイトル変更実行モード        # 
######################################################### 
elsif($state eq 'title_henko_jikkou'){ 
  
 #個別ファイルのタイトルを変更 
 open(HENKO_FILE,"$naiyo_file"); 
  flock(HENKO_FILE,2); 
   @henko_file = <HENKO_FILE>; 
  flock(HENKO_FILE,8); 
 close(HENKO_FILE); 
  
 foreach(@henko_file){ 
   
  @data = split(/<>/,$_); 
    
   if($data[0] eq 'info'){ 
     
    #もし変更タイトルに<>(区切り文字)が書かれた場合，<!>に変換する 
    $henko_title =~ s/<>/<!>/g; 
     
    $data[1] = $henko_title; 
   } 
  $_ = join("<>",@data); 
 } 
  
 open(WRITE_FILE,">$naiyo_file"); 
  flock(WRITE_FILE,2); 
   print WRITE_FILE @henko_file; 
  flock(WRITE_FILE,8); 
 close(WRITE_FILE); 
  
 #全付箋ファイルの情報を保存しているファイルのタイトル変更 
 open(HENKO_FILE2,"$data_file"); 
  flock(HENKO_FILE2,2); 
   @henko_file2 = <HENKO_FILE2>; 
  flock(HENKO_FILE2,8); 
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 close(HENKO_FILE2); 
  
 foreach(@henko_file2){ 
   
  @data2 = split(/<>/,$_); 
    
   if($data2[0] eq $naiyo_NO){ 
    $data2[3] = $henko_title; 
   } 
  $_ = join("<>",@data2); 
 } 
  
 open(WRITE_FILE2,">$data_file"); 
  flock(WRITE_FILE2,2); 
   print WRITE_FILE2 @henko_file2; 
  flock(WRITE_FILE2,8); 
 close(WRITE_FILE2); 
  
  
 if($type eq 'comment'){ 
  print "<BODY bgcolor=¥"#99CCFF¥" onload=¥"subReload();¥">"; 
 } 
 elsif($type eq 'link'){ 
  print "<BODY bgcolor=¥"pink¥" onload=¥"subReload();¥">"; 
 } 
  
 #<!>→<>に変換 
 $henko_title =~ s/<!>/<>/g; 
 #変更したタイトルのタグを無効化 
 &deltag($henko_title); 
  
   if($juyo_state eq 'juyoON'){ 
    $henko_title = '<IMG src="juyo_big.gif" align="top">' . $henko_title; 
   } 
   else{} 
  
 print "<CENTER><P><FONT STYLE=¥"font-size: 15pt¥"><B>$henko_title</B></FONT></P>"; 
 print "<FONT size=¥"4¥">タイトルを変更しました。</FONT><BR><BR>"; 
 print "<A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=syosai¥">戻る
</A></FORM></CENTER>"; 
} 
 
 
##################################################### 
#    削除確認モード      # 
##################################################### 
elsif($state eq 'sakujo_kakunin'){ 
 print "<CENTER><FONT size=¥"4¥" color=¥"red¥"><B>この付箋を削除します。</B></FONT></CENTER><BR>"; 
 print "<FONT size=¥"2¥">削除を実行する場合は以下の削除ボタンをクリックしてください。 
   なお削除を実行すると，このウィンドウを閉じ，付箋が表示されているブラウザが再読み込みされます。
</FONT><BR><BR>"; 
    
 print "<FORM action=¥"husen_hyoji.cgi¥"><INPUT type=¥"hidden¥"> 
    <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 

<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"> 
<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"sakujo_jikkou¥"> 

    <CENTER><INPUT type=¥"submit¥" value=¥"削除を実行する¥">&nbsp;&nbsp; 
<A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=syosai¥">戻る</A></CENTER> 

    </FORM>"; 
} 
 
##################################################### 
#        削除実行モード         # 
##################################################### 
elsif($state eq 'sakujo_jikkou'){ 
 
 #全付箋ファイルの情報を保存しているファイルのタイトル変更 
 open(SAKUJO_FILE,"$data_file"); 
  flock(SAKUJO_FILE,2); 
   @sakujo_file = <SAKUJO_FILE>; 
  flock(SAKUJO_FILE,8); 
 close(SAKUJO_FILE); 
  
 foreach(@sakujo_file){ 
   
  @data = split(/<>/,$_); 
    
   if($data[0] eq $naiyo_NO){ 
    $data[9] = 'NOT' . "¥n"; 
   } 
  $_ = join("<>",@data); 
 } 
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 open(WRITE_FILE,">$data_file"); 
  flock(WRITE_FILE,2); 
   print WRITE_FILE @sakujo_file; 
  flock(WRITE_FILE,8); 
 close(WRITE_FILE); 
  
 print "<BODY onload=¥"cls();¥">"; 
} 
 
############################################################# 
#         評価点加算確認モード          # 
############################################################# 
elsif($state eq 'tohyo_kakunin'){ 
 print "<FONT size=¥"4¥" color=¥"red¥"><B>以下の付箋内容に対し，評価点を加算します。
</B></FONT><BR><BR><BR>"; 
  
  
  open(NAIYO,$naiyo_file); 
   flock(NAIYO,2); 
    @husen = <NAIYO>; 
   flock(NAIYO,8); 
  close(NAIYO); 
 
 
  #======================# 
  # タイプがコメントの処理  # 
  #======================# 
  if($type eq 'comment'){ 
   foreach(@husen){ 
    @data = split(/<>/,$_); 
    chomp(@data); 
    
   if($data[0] eq $tohyo_NO){ 
    if($data[0] ne 'info'){ 
      
     $data[1] =~ s/<!>/<>/g; 
     $data[3] =~ s/<!>/<>/g; 
     &deltag($data[1]); 
     &deltag($data[3]); 
      
     if($data[0] eq '0'){ 
      print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"350¥"><TR><TD width=¥"100%¥"><FONT 
STYLE=¥"font-size: 11pt¥">付箋作成者：$data[1] ：$data[2]&nbsp;<img src=¥"kao.gif¥">：$data[4]</FONT><BR> 
         <FONT STYLE=¥"font-size: 
12pt¥">&nbsp;&nbsp;$data[3]</FONT></TD></TR></TABLE><BR>"; 
     } 
     else{ 
      print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"350¥"><TR><TD><FONT STYLE=¥"font-size: 
11pt¥">($data[0])名前：$data[1] ：$data[2]&nbsp;<img src=¥"kao.gif¥">：$data[4]</FONT><BR> 
         <FONT STYLE=¥"font-size: 12pt¥">&nbsp;&nbsp;$data[3]</FONT></TD></TR></TABLE>"; 
     } 
    } 
   } 
   } 
  } 
  #====================# 
  # タイプがリンクの処理   # 
  #====================# 
  elsif($type eq 'link'){ 
   foreach(@husen){ 
    @data = split(/<>/,$_); 
    chomp(@data); 
     
   if($data[0] eq $tohyo_NO){ 
    if($data[0] ne 'info'){ 
     
     @link = split(/;;;/,$data[3]); 
     $data[1] =~ s/<!>/<>/g; 
     $link[0] =~ s/<!>/<>/g; 
     $link[1] =~ s/<!>/<>/g; 
     &deltag($data[1]); 
     &deltag($link[1]); 
      
     if($data[0] eq '0'){ 
      print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"350¥"><TR><TD width=¥"100%¥"><FONT 
STYLE=¥"font-size: 11pt¥">付箋作成者：$data[1] ：$data[2]&nbsp;<img src=¥"kao.gif¥">：$data[4]<BR> 
       &nbsp;&nbsp;<A href=¥"$link[0]¥" target=¥"blank¥">(リンク)</A></FONT> 
        <FONT STYLE=¥"font-size: 12pt¥">$link[1]</FONT></TD></TR></TABLE><BR>"; 
     } 
     else{ 
      print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"350¥"><TR><TD><FONT STYLE=¥"font-size: 
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11pt¥">($data[0])名前：$data[1] ：$data[2]&nbsp;<img src=¥"kao.gif¥">：$data[4]<BR> 
       &nbsp;&nbsp;<A href=¥"$link[0]¥" target=¥"blank¥">(リンク)</A></FONT> 
        <FONT STYLE=¥"font-size: 12pt¥">$link[1]</FONT></TD></TR></TABLE>"; 
     } 
    } 
   } 
   } 
  } 
   
  print "<CENTER><FORM action=¥"husen_hyoji.cgi¥" method=¥"POST¥"><BR><BR> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"tohyo_jikkou¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"tohyo_NO¥" value=¥"$tohyo_NO¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 
  <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"><INPUT type=¥"submit¥" value=¥"加
算する¥">&nbsp;&nbsp;"; 
  print "<A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=hyoji¥">戻る
</A></FORM></CENTER>"; 
} 
 
############################################################# 
#       リンク付箋コメント追加モード         # 
############################################################# 
elsif($state eq 'link_comment'){ 
 print "<FONT size=¥"3¥" color=¥"red¥"><B>以下のリンクに対してのコメントを表示しています。
</B></FONT><BR><BR>"; 
  
 print "<CENTER>"; 
  open(NAIYO,$naiyo_file); 
   flock(NAIYO,2); 
    @husen = <NAIYO>; 
   flock(NAIYO,8); 
  close(NAIYO); 
  #追加するリンクの表示 
  foreach(@husen){ 
    @data = split(/<>/,$_); 
    chomp(@data); 
     
   if($data[0] eq $tuika_NO){ 
    if($data[0] ne 'info'){ 
     
     @link = split(/;;;/,$data[3]); 
     $data[1] =~ s/<!>/<>/g; 
     $link[0] =~ s/<!>/<>/g; 
     $link[1] =~ s/<!>/<>/g; 
     &deltag($data[1]); 
     &deltag($link[1]); 
      
     if($data[0] eq '0'){ 
      print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"360¥"><TR><TD width=¥"100%¥"> 

<FONT STYLE=¥"font-size: 11pt¥">付箋作成者：$data[1] ：$data[2]&nbsp;<BR> 
       &nbsp;&nbsp;<A href=¥"$link[0]¥" target=¥"blank¥">(リンク)</A></FONT> 
        <FONT STYLE=¥"font-size: 12pt¥">$link[1]</FONT></TD></TR></TABLE><BR>"; 
     } 
     else{ 
      print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"360¥"><TR><TD> 

<FONT STYLE=¥"font-size: 11pt¥">($data[0])名前：$data[1] ：$data[2]&nbsp;<BR> 
       &nbsp;&nbsp;<A href=¥"$link[0]¥" target=¥"blank¥">(リンク)</A></FONT> 
        <FONT STYLE=¥"font-size: 12pt¥">$link[1]</FONT></TD></TR></TABLE><BR>"; 
     } 
    } 
   } 
  } 
   
  #追加されているコメントの表示 
  #$naiyo_file = $open_dir . $naiyo_NO . '.txt'; 
 
   
  open(COMMENT,$c_file); 
   flock(COMMENT,2); 
    @comment = <COMMENT>; 
   flock(COMMENT,8); 
  close(COMMENT); 
   
  if(@comment){ 
   
   foreach(@comment){ 
    @data = split(/<>/,$_); 
    chomp(@data); 
     
     #<!>→<>に変換 
     $data[1] =~ s/<!>/<>/g; 
     $data[3] =~ s/<!>/<>/g; 
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     &deltag($data[1]); 
     &deltag($data[3]); 
      
 
     print "<TABLE border=¥"0¥" width=¥"330¥"><TR><TD width=¥"100%¥"> 

<FONT STYLE=¥"font-size: 11pt¥">($data[0])名前：$data[1] ：</FONT> 
<FONT STYLE=¥"font-size: 9pt¥">$data[2]&nbsp;</FONT><BR> 

         <FONT STYLE=¥"font-size: 12pt¥">&nbsp;&nbsp;$data[3]</FONT></TD></TR></TABLE>"; 
   } 
  } 
  else{ 
   print "<P><FONT size=¥"4¥" color=¥"red¥"><B>このリンクに対してのコメントはありません。
</B></FONT></P>"; 
  } 
   print "¥n<HR>¥n<TABLE border=¥"0¥"><TR><CENTER> 
    <FORM method=¥"POST¥" action=¥"husen_hyoji.cgi¥" name=¥"link_comment_write¥"> 
    <TD width=¥"50¥"><P align=¥"right¥"><FONT style=¥"font-size: 12pt¥">名前：</FONT></TD> 
    </CENTER> 
    <TD width=¥"250¥"> 
      <P align=¥"left¥"><FONT style=¥"font-size: 12pt¥"></FONT> 
    <INPUT type=¥"text¥" name=¥"write_name¥" size=¥"15¥">（※任意）</P></TD></TR><CENTER> 
    <TR><TD width=¥"50¥"><P align=¥"right¥">コメント：</TD> 
    <TD width=¥"200¥"><P align=¥"left¥"> 

<TEXTAREA rows=¥"2¥" name=¥"write_text¥" cols=¥"30¥"></TEXTAREA></TD></TR> 
    <TR><TD width=¥"100%¥" colspan=¥"2¥"><P align=¥"center¥"> 

<INPUT type=¥"submit¥" value=¥"書き込む¥"><INPUT type=¥"reset¥" value=¥"リセット¥"> 
    <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"state¥" value=¥"link_comment_write¥"> 

<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"tuika_NO¥" value=¥"$tuika_NO¥"> 
    <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"naiyo_NO¥" value=¥"$naiyo_NO¥"> 

<INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"open_dir¥" value=¥"$open_dir¥"> 
    </CENTER></TD></TR></FORM></TABLE>"; 
 
 
  #print "<CENTER>"; 
  print "<P><A href=¥"husen_hyoji.cgi?open_dir=$open_dir&naiyo_NO=$naiyo_NO&state=hyoji¥">戻る
</A></FORM></P></CENTER>"; 
 
 
} 
 
 
print "</BODY></HTML>"; 
 
## タグを除去するサブルーチン  
sub deltag {  
    $_[0] =~ s/</&lt;/g; 
    $_[0] =~ s/>/&gt;/g; 
    $_[0] =~ s/(http:¥/¥/[¥w¥.¥~¥-¥/¥?¥&¥+¥=¥:¥@¥%]+)/<a href=¥"$1¥" target=_blank>[URL]<¥/a>/ig; 
} 
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資料９：付箋内容の一覧表示ソースプログラム 
 
#!/usr/bin/perl 
 
use LWP::Simple; 
 
require "cgi-lib.pl"; 
&ReadParse; 
 
#外部 HTML を変数に格納 
$URL = $in{"URL"}; 
$MODE = $in{"MODE"}; 
$TITLE = $in{"TITLE"}; 
$TXT_NO = $in{"TXT_NO"}; 
 
#===========================================# 
#     URL からディレクトリを判別する    # 
#===========================================# 
 open(DATA,"dir_url.txt"); 
  flock(DATA,2); 
   @dir_url_data = <DATA>; 
  flock(DATA,8); 
 close(DATA); 
 
 foreach(@dir_url_data){ 
  @data = split(/<>/,$_); 
  chomp(@data); 
   
  if($data[1] eq $URL){ 
   $data_dir = $data[0]; 
  } 
 } 
  
$data_file = './' . $data_dir . '/data.txt'; 
$open_dir = './' . $data_dir . '/'; 
 
#=======================================================================# 
#      全チェックを付けるためにコメントとリンク用の付箋の数を計算     # 
#=======================================================================# 
 open(DATA,"$data_file"); 
  flock(DATA,2); 
   @husen = <DATA>; 
  flock(DATA,8); 
 close(DATA); 
 
 $comment_NO = 0; 
 $link_NO = 0; 
 
 foreach(@husen){ 
  @data = split(/<>/,$_); 
  chomp(@data); 
   
  if( ($data[4] eq 'comment') and ( $data[9] ne 'NOT') ){ 
   $comment_NO++; 
  } 
  elsif( ($data[4] eq 'link') and ( $data[9] ne 'NOT') ){ 
   $link_NO++; 
  } 
 } 
$comment_flag = 0; 
$link_flag = 0; 
 
# コメント用のチェックボックスの結果をハッシュから変数へ 
for($i=1; $i<=$comment_NO; $i++){ 
   $comment_data[$i] = $in{"comment$i"}; 
    
   if($comment_data[$i]){ 
    $comment_flag++; 
   } 
} 
 
# リンク用のチェックボックスの結果をハッシュから変数へ 
for($i=1; $i<=$link_NO; $i++){ 
   $link_data[$i] = $in{"link$i"}; 
       
   if($link_data[$i]){ 
    $link_flag++; 
   } 
} 
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#===========================# 
#   URL からタイトルを取得  # 
#===========================# 
$temp = get("$URL"); 
   if($temp =~ m/¥<TITLE¥>(.*?)¥<¥/TITLE>/i){ 
    $top_title = $1; 
   } 
 
print "Content-type: text/html¥n¥n"; 
 
if($MODE eq ""){ 
print "<HTML><HEAD><TITLE>一覧表示</TITLE> 
<META http-equiv=¥"Content-Type¥" content=¥"text/html; charset=EUC-JP¥"> 
 
<script language=¥"JavaScript¥"><!-- 
function Allcheck_comment(){ 
 for(i=1; i<=$comment_NO; i++) document.myFORM.elements[¥"comment¥"+i].checked = true; 
} 
function Allcheck_link(){ 
 for(i=1; i<=$link_NO; i++) document.myFORM.elements[¥"link¥"+i].checked = true; 
} 
// --> 
</script> 
 
</HEAD><BODY bgcolor=¥"#CCCCFF¥">"; 
 
print "<FONT size=¥"5¥"><B>$top_title</B></FONT><FONT size=¥"3¥">（<A href=¥"$URL¥">$URL</A>）</FONT> 
 
<B><FONT size=¥"4¥"><BR> 
</FONT></B><FONT size=¥"3¥">に対して作成された付箋のタイトル一覧を表示しています。<BR> 
タイトルの横にあるチェックボックスにチェックを入れると，チェックした付箋の内容一覧が表示されます。</FONT> 
<HR size=¥"3¥" color=¥"#9999FF¥">"; 
 
#===================================# 
#     コメント用付箋の処理     # 
#===================================# 
print "<DIV align=¥"center¥"> 
 <CENTER> 
 <TABLE border=¥"0¥" bgcolor=¥"#66CCFF¥"> 
  <TR><TD> 
   <P align=¥"center¥"><B><FONT size=¥"4¥">コメント用付箋一覧表示</FONT></B></P> 
  </TD></TR> 
 </TABLE> 
 </CENTER> 
</DIV> 
<BR> 
<DIV align=¥"center¥"> 
 <CENTER> 
 <TABLE border=¥"1¥"><FORM method=¥"POST¥" action=¥"itiran.cgi¥" name=¥"myFORM¥"> 
  <TR> 
   <TD><P align=¥"center¥"></TD> 
   <TD><P align=¥"center¥"><B>タイトル一覧</B></TD> 
   <TD align=¥"center¥"><P align=¥"center¥"><B>総コメント数</B></TD> 
   <TD align=¥"center¥"><P align=¥"center¥"><B> 新更新日</B></TD> 
  </TR>"; 
 
 #対象のサイトに作成されているコメント用付箋の情報を取得 
 open(DATA,"$data_file"); 
  flock(DATA,2); 
   @husen = <DATA>; 
  flock(DATA,8); 
 close(DATA); 
 
 $count = 1; 
 
 foreach(@husen){ 
  @data = split(/<>/,$_); 
  chomp(@data); 
   
  if( ($data[4] eq 'comment') and ( $data[9] ne 'NOT') ){ 
    
   #付箋のタイトルを$husen_title に格納 
   $husen_title = $data[3]; 
   $husen_data_NO = $data[9]; 
    
   $open_data_file = $open_dir . $data[9] . '.txt'; 
    
    open(OPEN_FILE,"$open_data_file"); 
     flock(OPEN_FILE,2); 
      @file_data = <OPEN_FILE>; 
     flock(OPEN_FILE,8); 
    close(OPEN_FILE); 
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    #コメント数の合計を$file_data_max に格納 
    $file_data_max = @file_data - 1; 
     
     $last_data = @file_data[$#file_data]; 
     @last_data2 = split(/<>/,$last_data); 
     $kousin_day = $last_data2[2]; 
   
   print "<TR> 
     <TD><P align=¥"center¥"><INPUT type=¥"checkbox¥" name=¥"comment$count¥" 
value=¥"$husen_data_NO¥"></P></TD> 
     <TD><A 
href=¥"http://ino.et.soft.iwate-pu.ac.jp/~g031y110/cgi-bin/husen/itiran.cgi?MODE=syosai&TXT_NO=$husen_data_NO
&URL=$URL¥" target=¥"_blank¥">$husen_title</A></TD> 
     <TD align=¥"center¥"><P align=¥"center¥">$file_data_max</TD> 
        <TD align=¥"center¥"><P align=¥"center¥">$kousin_day</TD> 
      </TR> 
   "; 
   
  $count++; 
   
  } 
 } 
 
print"</TABLE> 
 </CENTER> 
</DIV> 
    <P align=¥"center¥"><INPUT type=¥"button¥" value=¥"コメント用付箋の全てにチェックする¥" 
onClick=¥"Allcheck_comment()¥"></P> 
    <HR width=¥"80%¥" size=¥"4¥" color=¥"#9999FF¥"><BR>"; 
 
#===============================# 
#   リンク用付箋の処理      # 
#===============================# 
print "<DIV align=¥"center¥"> 
   <CENTER> 
   <TABLE border=¥"0¥" bgcolor=¥"#FF99FF¥"> 
  <TR> 
    <TD><P align=¥"center¥"><B><FONT size=¥"4¥">リンク用付箋一覧表示</FONT></B></P></TD> 
  </TR> 
   </TABLE> 
   </CENTER> 
</DIV> 
<BR> 
<DIV align=¥"center¥"> 
    <CENTER> 
    <TABLE border=¥"1¥"> 
  <TR> 
   <TD><P align=¥"center¥"></TD> 
   <TD><P align=¥"center¥"><B>タイトル一覧</B></TD> 
   <TD align=¥"center¥"><P align=¥"center¥"><B>総リンク数</B></TD> 
   <TD align=¥"center¥"><P align=¥"center¥"><B> 新更新日</B></TD> 
  </TR>"; 
 
 #対象のサイトに作成されているコメント用付箋の情報を取得 
 open(DATA,"$data_file"); 
  flock(DATA,2); 
   @husen = <DATA>; 
  flock(DATA,8); 
 close(DATA); 
 
 $count = 1; 
 
 foreach(@husen){ 
  @data = split(/<>/,$_); 
  chomp(@data); 
   
  if( ($data[4] eq 'link') and ( $data[9] ne 'NOT') ){ 
    
   #付箋のタイトルを$husen_title に格納 
   $husen_title = $data[3]; 
   $husen_data_NO = $data[9]; 
    
   $open_data_file = $open_dir . $data[9] . '.txt'; 
    
    open(OPEN_FILE,"$open_data_file"); 
     flock(OPEN_FILE,2); 
      @file_data = <OPEN_FILE>; 
     flock(OPEN_FILE,8); 
    close(OPEN_FILE); 
     
    #コメント数の合計を$file_data_max に格納 
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    $file_data_max = @file_data - 1; 
     
     $last_data = @file_data[$#file_data]; 
     @last_data2 = split(/<>/,$last_data); 
     $kousin_day = $last_data2[2]; 
   
   print "<TR> 
     <TD><P align=¥"center¥"><INPUT type=¥"checkbox¥" name=¥"link$count¥" 
value=¥"$husen_data_NO¥"></P></TD> 
     <TD><A 
href=¥"http://ino.et.soft.iwate-pu.ac.jp/~g031y110/cgi-bin/husen/itiran.cgi?MODE=syosai&TXT_NO=$husen_data_NO
&URL=$URL¥" target=¥"_blank¥">$husen_title</A></TD> 
     <TD align=¥"center¥"><P align=¥"center¥">$file_data_max</TD> 
        <TD align=¥"center¥"><P align=¥"center¥">$kousin_day</TD> 
      </TR> 
   "; 
   
  $count++; 
   
  } 
 } 
 
print"</TABLE> 
 </CENTER> 
</DIV> 
    <P align=¥"center¥"><INPUT type=¥"button¥" value=¥"リンク用付箋の全てにチェックする¥" 
onClick=¥"Allcheck_link()¥"></P> 
 
  <HR size=¥"3¥" color=¥"#9999FF¥"> 
 
    <P align=¥"center¥"> 
    <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"MODE¥" value=¥"itiran¥"> 
    <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"URL¥" value=¥"$URL¥"> 
    <INPUT type=¥"hidden¥" name=¥"TITLE¥" value=¥"$top_title¥"> 
    <INPUT type=¥"submit¥" value=¥"付箋内容表示¥" name=¥"B3¥"> <INPUT type=¥"reset¥" value=¥"全チェッ
クを外す¥" name=¥"B4¥"></P> 
  </FORM>"; 
   
print "</BODY></HTML>"; 
} 
 
#=======================================================================# 
#              一覧表示モード              # 
#=======================================================================# 
elsif($MODE eq "itiran"){ 
print "<HTML><HEAD><TITLE>一覧表示</TITLE>"; 
print "<BODY><P><B><FONT size=¥"5¥">$TITLE</FONT></B><FONT size=¥"3¥">の付箋内容の一覧表示
</FONT><BR>"; 
 
if($comment_flag != 0){ 
 print "<HR> 
   <TABLE border=¥"0¥" bgcolor=¥"#66CCFF¥"> 
  <TR><TD> 
   <P align=¥"center¥"><B><FONT size=¥"4¥">コメント用付箋・内容一覧表示</FONT></B></P> 
  </TD></TR> 
   </TABLE> 
 <BR>"; 
} 
#===================# 
#  コメント用表示  # 
#===================# 
for($i=1; $i<=$comment_NO; $i++){ 
 if($comment_data[$i] ne ''){ 
   
  $open_file = $open_dir . $comment_data[$i] . '.txt'; 
  open(DATA,"$open_file"); 
   flock(DATA,2); 
    @husen = <DATA>; 
   flock(DATA,8); 
  close(DATA); 
   
  print "<TABLE border=¥"3¥" bgcolor=¥"#efefef¥"  width=¥"550¥"><TR><TD><DL>"; 
   
  foreach(@husen){ 
   @data = split(/<>/,$_); 
   chomp(@data); 
    
   if($data[0] eq 'info'){ 
    $husen_title = $data[1]; 
    print "<DT><FONT color=¥"#FF0000¥" size=¥"5¥">$husen_title</FONT>"; 
   } 
   elsif($data[0] eq '0'){ 
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    print "<DT>付箋作成者：<FONT color=¥"green¥">$data[1]</FONT>：$data[2] <IMG src=¥"kao.gif¥">：
$data[4] 
        <DD>$data[3]<BR><BR>"; 
   } 
   else{ 
    print "<DT>$data[0]：<FONT color=¥"green¥">$data[1]</FONT>：$data[2] <IMG src=¥"kao.gif¥">：
$data[4] 
       <DD>$data[3]<BR><BR>"; 
   } 
  } 
   
  print "</TD></DL></TR></TABLE><BR>"; 
 } 
} 
 
#===================# 
#  リンク用表示   # 
#===================# 
if($link_flag != 0){ 
 print "<HR> 
   <TABLE border=¥"0¥" bgcolor=¥"#FF99FF¥"> 
  <TR><TD> 
   <P align=¥"center¥"><B><FONT size=¥"4¥">リンク用付箋・内容一覧表示</FONT></B></P> 
  </TD></TR> 
   </TABLE><BR>"; 
} 
   
for($i=1; $i<=$link_NO; $i++){ 
 if($link_data[$i] ne ''){ 
     
     $open_file = $open_dir . $link_data[$i] . '.txt'; 
  open(DATA,"$open_file"); 
   flock(DATA,2); 
    @husen = <DATA>; 
   flock(DATA,8); 
  close(DATA); 
     
    $link_comment_max_NO = @husen - 2; 
    print "<TABLE border=¥"3¥" bgcolor=¥"#efefef¥"  width=¥"550¥"><TR><TD><DL>"; 
     
     foreach(@husen){ 
   @data = split(/<>/,$_); 
   chomp(@data); 
     
      if($data[0] eq 'info'){ 
    $husen_title = $data[1]; 
    print "<FONT color=¥"#FF0000¥" size=¥"5¥">$husen_title</FONT>"; 
   } 
   elsif($data[0] eq '0'){ 
    @link = split(/;;;/,$data[3]); 
    print "<DT>付箋作成者：<FONT color=¥"green¥">$data[1]</FONT>：$data[2] コメント：$data[4] 
        <DD><A href=¥"$link[0]¥" target=¥"_blank¥">リンク</A>$link[1]</DL>"; 
         
        if($data[4] ne '0'){ 
         print "<BLOCKQUOTE><DL>"; 
          
        $open_file2 = $open_dir . $link_data[$i] . '-' . $data[0] . '.txt'; 
        open(DATA,"$open_file2"); 
         flock(DATA,2); 
          @husen2 = <DATA>; 
         flock(DATA,8); 
        close(DATA); 
         
        foreach(@husen2){ 
         @data2 = split(/<>/,$_); 
         chomp(@data2); 
          
         print "<DD>($data2[0])名前：<FONT color=¥"green¥">$data2[1]</FONT>：$data2[2]<BR> 
             <BLOCKQUOTE STYLE=¥"margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5mm; 
margin-right: 0px; padding-right: 0px¥">$data2[3]</BLOCKQUOTE><BR>"; 
        } 
                
         print "</DL></BLOCKQUOTE>"; 
          
        if($link_comment_max_NO ne $data[0]){ 
          print "<HR width=¥"90%¥" color=¥"#808080¥" align=¥"center¥">"; 
        } 
        } 
   } 
   else{ 
    @link = split(/;;;/,$data[3]); 
    print "<DL><DT>$data[0]：<FONT color=¥"green¥">$data[1]</FONT>：$data[2] コメント：$data[4] 



 63

        <DD><A href=¥"$link[0]¥" target=¥"_blank¥">リンク</A>$link[1]</DL>"; 
         
        if($data[4] ne '0'){ 
         print "<BLOCKQUOTE><DL>"; 
          
        $open_file2 = $open_dir . $link_data[$i] . '-' . $data[0] . '.txt'; 
        open(DATA,"$open_file2"); 
         flock(DATA,2); 
          @husen2 = <DATA>; 
         flock(DATA,8); 
        close(DATA); 
         
        foreach(@husen2){ 
         @data2 = split(/<>/,$_); 
         chomp(@data2); 
          
         print "<DD>($data2[0])名前：<FONT color=¥"green¥">$data2[1]</FONT>：$data2[2]<BR> 
             <BLOCKQUOTE STYLE=¥"margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5mm; 
margin-right: 0px; padding-right: 0px¥">$data2[3]</BLOCKQUOTE>"; 
        } 
                
         print "</DL></BLOCKQUOTE>"; 
          
         if($link_comment_max_NO ne $data[0]){ 
          print "<HR width=¥"90%¥" color=¥"#808080¥" align=¥"center¥">"; 
         } 
        } 
   } 
  } 
 
    print "</TD></DL></TR></TABLE><BR>"; 
 } 
} 
 
print "<P align=¥"center¥"><FONT size=¥"3¥"><A 
href=¥"http://ino.et.soft.iwate-pu.ac.jp/~g031y110/cgi-bin/husen/itiran.cgi?URL=$URL¥">戻る</A></FONT></P>"; 
print "</BODY></HTML>"; 
} 
 
#=======================================================================# 
#           サブウィンドウ表示モード             # 
#=======================================================================# 
elsif($MODE eq 'syosai'){ 
  
  $open_file = $open_dir . $TXT_NO . '.txt'; 
  open(DATA,"$open_file"); 
   flock(DATA,2); 
    @husen = <DATA>; 
   flock(DATA,8); 
  close(DATA); 
   
  $link_comment_max_NO = @husen - 2; 
   
  foreach(@husen){ 
   @data = split(/<>/,$_); 
   chomp(@data); 
    
   if($data[0] eq 'info'){ 
    $title = $data[1]; 
    $type = $data[2]; 
   } 
  } 
  
 print "<HTML><HEAD><TITLE>$title の内容表示</TITLE><BODY bgcolor=¥"#efefef¥">"; 
    
  foreach(@husen){ 
   @data = split(/<>/,$_); 
   chomp(@data); 
    
   #コメント用付箋の内容表示 
   if($type eq 'comment'){ 
    print "<DL>"; 
     if($data[0] eq 'info'){ 
      $husen_title = $data[1]; 
      print "<DT><FONT color=¥"#FF0000¥" size=¥"5¥">$husen_title</FONT>"; 
     } 
     elsif($data[0] eq '0'){ 
      print "<DT>付箋作成者：<FONT color=¥"green¥">$data[1]</FONT>：$data[2] <IMG 
src=¥"kao.gif¥">：$data[4] 
          <DD>$data[3]<BR><BR>"; 
     } 
     else{ 
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      print "<DT>$data[0]：<FONT color=¥"green¥">$data[1]</FONT>：$data[2] <IMG src=¥"kao.gif¥">：
$data[4] 
         <DD>$data[3]<BR><BR>"; 
     } 
    print "</DL>"; 
   } 
    
   #リンク用付箋の内容表示 
   elsif($type eq 'link'){ 
    print "<DL>"; 
    if($data[0] eq 'info'){ 
     $husen_title = $data[1]; 
     print "<FONT color=¥"#FF0000¥" size=¥"5¥">$husen_title</FONT>"; 
    } 
    elsif($data[0] eq '0'){ 
     @link = split(/;;;/,$data[3]); 
     print "<DT>付箋作成者：<FONT color=¥"green¥">$data[1]</FONT>：$data[2] コメント：$data[4] 
         <DD><A href=¥"$link[0]¥" target=¥"_blank¥">リンク</A>$link[1]</DL>"; 
          
         if($data[4] ne '0'){ 
          print "<BLOCKQUOTE><DL>"; 
           
         $open_file2 = $open_dir . $TXT_NO . '-' . $data[0] . '.txt'; 
         open(DATA,"$open_file2"); 
          flock(DATA,2); 
           @husen2 = <DATA>; 
          flock(DATA,8); 
         close(DATA); 
          
         foreach(@husen2){ 
          @data2 = split(/<>/,$_); 
          chomp(@data2); 
           
          print "<DD>($data2[0])名前：<FONT color=¥"green¥">$data2[1]</FONT>：$data2[2]<BR> 
              <BLOCKQUOTE STYLE=¥"margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 
5mm; margin-right: 0px; padding-right: 0px¥">$data2[3]</BLOCKQUOTE><BR>"; 
         } 
          print "</DL></BLOCKQUOTE>"; 
           
         if($link_comment_max_NO ne $data[0]){ 
           print "<HR width=¥"90%¥" color=¥"#808080¥" align=¥"center¥">"; 
         } 
         } 
    } 
    else{ 
     @link = split(/;;;/,$data[3]); 
     print "<DT>$data[0]：<FONT color=¥"green¥">$data[1]</FONT>：$data[2] コメント：$data[4] 
         <DD><A href=¥"$link[0]¥" target=¥"_blank¥">リンク</A>$link[1]</DL>"; 
          
         if($data[4] ne '0'){ 
          print "<BLOCKQUOTE><DL>"; 
           
         $open_file2 = $open_dir . $TXT_NO . '-' . $data[0] . '.txt'; 
         open(DATA,"$open_file2"); 
          flock(DATA,2); 
           @husen2 = <DATA>; 
          flock(DATA,8); 
         close(DATA); 
          
         foreach(@husen2){ 
          @data2 = split(/<>/,$_); 
          chomp(@data2); 
           
          print "<DD>($data2[0])名前：<FONT color=¥"green¥">$data2[1]</FONT>：$data2[2]<BR> 
              <BLOCKQUOTE STYLE=¥"margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 
5mm; margin-right: 0px; padding-right: 0px¥">$data2[3]</BLOCKQUOTE>"; 
         } 
                 
          print "</DL></BLOCKQUOTE>"; 
           
          if($link_comment_max_NO ne $data[0]){ 
           print "<HR width=¥"90%¥" color=¥"#808080¥" align=¥"center¥">"; 
          } 
         } 
    } 
    print "</DL>"; 
   } 
  } 
 print "</BODY></HTML>"; 
} 
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資料１０：新規付箋作成用 HTML 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Ｗｅｂ付箋の新規作成</TITLE> 
 
<SCRIPT language="JavaScript"> 
//入力した内容を husen.html に渡す 
<!-- 
 
function showLAYER(idName){  
  if ( document.getElementById ) 
              document.getElementById( idName ).style.visibility   = 'visible'  
  else if ( document.all ) document.all( idName ).style.visibility = 'visible'  
  else if ( document.layers ) document.layers[ idName ].visibility = 'show'  
 
} 
 
function hideLAYER(idName){  
 
  if ( document.getElementById ) 
              document.getElementById( idName ).style.visibility   = 'hidden'  
  else if ( document.all ) document.all( idName ).style.visibility = 'hidden'  
  else if ( document.layers ) document.layers[ idName ].visibility = 'hide'  
 
} 
 
function hideALL(){ 
  
 hideLAYER('test1') 
 hideLAYER('test2') 
 hideLAYER('test0') 
 
} 
 
function call_comment(){ 
 
 fObj = document.fINPUT_comment; 
 fType = fObj.type.value; 
 fName = fObj.name.value; 
 fTitle = fObj.title.value; 
 fTxt = fObj.text.value; 
  
 if(fObj.write.checked){ 
  fWrite = fObj.write.value; 
 } 
 else{ 
  fWrite = 'OK' 
 } 
  
 if(fObj.fdelete.checked){ 
  fDelete = fObj.fdelete.value; 
 } 
 else{ 
  fDelete = 'OK'; 
 } 
  
 if(fObj.move.checked){ 
  fMove = fObj.move.value; 
 } 
 else{ 
  fMove = 'OK'; 
 } 
  
 if(fObj.change.checked){ 
  fChange = fObj.change.value; 
 } 
 else{ 
  fChange = 'OK'; 
 } 
  
 if(fObj.juyo.checked){ 
  fJuyo = fObj.juyo.value; 
 } 
 else{ 
  fJuyo = 'OFF'; 
 } 
  
 fPass = fObj.pass.value; 
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  //fTitle が空白なら警告を出す 
  if((fTitle=="") && (fTxt=="")){ 
   alert("付箋のタイトルと新規コメントを入力してください"); 
  } 
   
  else if(fTitle==""){ 
   alert("付箋のタイトルを入力してください"); 
  } 
  // 
  else if(fTxt==""){ 
   alert("新規コメントを入力してください"); 
  } 
  else if(fPass == ''){ 
   alert("パスワードを設定してください"); 
  } 
   
  else{ 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_type.value=fType; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_title.value=fTitle; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_name.value=fName; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_comment.value=fTxt; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_write.value=fWrite; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_delete.value=fDelete; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_move.value=fMove; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_change.value=fChange; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_juyo.value=fJuyo; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_pass.value=fPass; 
   cls(); 
   window.opener.outData(); 
   window.opener.createHusen(); 
  } 
 
} 
 
function call_link(){ 
 
 fObj = document.fINPUT_link; 
 fType = fObj.type.value; 
 fName = fObj.name.value; 
 fTitle = fObj.title.value; 
 fTxt = fObj.text.value; 
 fUrl = fObj.url.value; 
  
 if(fObj.write.checked){ 
  fWrite = fObj.write.value; 
 } 
 else{ 
  fWrite = 'OK' 
 } 
  
 if(fObj.fdelete.checked){ 
  fDelete = fObj.fdelete.value; 
 } 
 else{ 
  fDelete = 'OK'; 
 } 
  
 if(fObj.move.checked){ 
  fMove = fObj.move.value; 
 } 
 else{ 
  fMove = 'OK'; 
 } 
  
 if(fObj.change.checked){ 
  fChange = fObj.change.value; 
 } 
 else{ 
  fChange = 'OK'; 
 } 
  
 if(fObj.juyo.checked){ 
  fJuyo = fObj.juyo.value; 
 } 
 else{ 
  fJuyo = 'OFF'; 
 } 
  
 fPass = fObj.pass.value; 
  
  //fTitle が空白なら警告を出す 
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  if((fTitle=="") && (fTxt=="")){ 
   alert("付箋のタイトルと新規コメントを入力してください"); 
  } 
   
  else if(fTitle==""){ 
   alert("付箋のタイトルを入力してください"); 
  } 
  // 
  else if(fTxt==""){ 
   alert("新規コメントを入力してください"); 
  } 
  else if(fPass == ''){ 
   alert("パスワードを設定してください"); 
  } 
   
  else{ 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_type.value=fType; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_title.value=fTitle; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_name.value=fName; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_url.value=fUrl; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_comment.value=fTxt; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_write.value=fWrite; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_delete.value=fDelete; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_move.value=fMove; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_change.value=fChange; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_juyo.value=fJuyo; 
   window.opener.document.receiveFORM.receive_pass.value=fPass; 
   cls(); 
    
   window.opener.outData(); 
   window.opener.createHusen(); 
  } 
 
} 
 
 
//--> 
 
 
//サブウィンドウを閉じる 
<!-- 
function cls(){ 
 close(); 
} 
//--> 
</SCRIPT> 
 
<style type="text/css"> 
<!-- 
 
.posabs  { position:absolute; 
           font-family:Osaka,Arial } 
            
#test0   { left:160px; 
           top:120px; 
           font-size:30pt; 
           visibility:visible 
           visibilty:show } 
            
#test1   { left:25px; 
           top:80px; 
           visibility:hidden } 
            
#test2   { left:25px; 
           top:80px; 
           visibility:hidden } 
            
 
<!----> 
</style> 
 
</HEAD> 
 
<BODY bgcolor="FFFACD"> 
 
<CENTER> 
<div class="posabs" id="test0" align="center"> 
 
<DIV aling="center"> 
  <CENTER> 
   <TABLE border="0"> 
        <TR><FORM><TD> 



 68

          <P><INPUT type="button" value="キャンセル" onclick="cls()"></P> 
        </TD></FORM></TR> 
      </TABLE> 
  </CENTER> 
</DIV> 
</div> 
 
<div class="posabs" id="test1" align="center"> 
<CENTER> 
  <CENTER> 
<table> 
<TR><TD> 
 
<table width="350" border="0"> 
 <TR><FORM name="fINPUT_comment"> 
  <TD width=144><P align=right><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">付箋のタイトル：</FONT></P></TD> 
  <TD width=206><P align=left><INPUT type="title" name=title size="30" maxlength="20"></P></TD></TR> 
 <TR> 
  <TD width=144><P align=right><FONT style="font-size: 14pt">付箋作成者名：</FONT></P></TD> 
  <TD width=206><P align=left><INPUT size=15 type="text" name="name"><FONT style="font-size: 14pt">(※任
意)</FONT></P></TD></TR> 
  <TD width=144><P align=right><FONT style="font-size: 14pt">新規コメント：</FONT></P></TD> 
  <TD width=206><P align=left><TEXTAREA name=text cols=25 rows="2" 
wrap="soft"></TEXTAREA></P></TD> 
 
</table> 
  </CENTER> 
 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<DIV align="center"> 
  <CENTER> 
<table width="343" height="157"> 
<TR><TD width="173" height="22"><INPUT type="checkbox" name="write" value="NG"> 

<FONT style="font-size: 14pt">書き込み禁止</FONT></TD> 
<TD width="170" height="22"><INPUT type="checkbox" name="fdelete" value="NG" checked> 

<FONT style="font-size: 14pt">削除禁止</FONT></TD></TR> 
<TR> 
<TD width="173" height="22"><INPUT type="checkbox" name="move" value="NG"> 

<FONT style="font-size: 14pt">移動禁止</FONT></TD><TD width="170" height="22"> 
<INPUT type="checkbox" name="change" value="NG" checked> 
<FONT style="font-size: 14pt">タイトル変更禁止</FONT></TD></TR> 

<TR><TD width="173" height="22"> 
<INPUT type="checkbox" name="juyo" value="ON"> 

<FONT style="font-size: 14pt">重要アイコン表示</FONT></TD> 
<TD width="170" height="22"></TD></TR> 

<TR><TD colspan="2" width="343" height="44"> 
<FONT style="font-size: 14pt">属性変更用パスワード(4 文字)：</FONT> 

<INPUT type="password" name="pass" size="8" maxlength="4"></TD></TR> 
 <TR><TD width="343" colSpan=2 height="27"> 

<INPUT type=hidden name="type" value="comment"> <p align="center"> 
  <INPUT type="button" value="作成" onclick="call_comment()";> <INPUT type="button" value="キャンセル" 
onclick="cls()"></p></TD></FORM></TR> 
</TABLE> 
  </CENTER> 
 
</DIV> 
 
</TD></TR> 
</TABLE> 
 
</CENTER> 
 
</div> 
 
 
<div class="posabs" id="test2" align="center"> 
<CENTER> 
<TABLE border="0"> 
  <TR><TD> 
  <table width="350" border="0"> 
 <TR><FORM name="fINPUT_link"> 
  <TD width=144><P align=right><FONT style="font-size: 14pt">付箋のタイトル：</FONT></P></TD> 
  <TD width=206><P align=left><INPUT type="text" name=title size="30" maxlength="20"></P></TD></TR> 
 <TR> 
  <TD width=144><P align=right><FONT style="font-size: 14pt">付箋作成者名：</FONT></P></TD> 
  <TD width=206><P align=left><INPUT size=15 type="text" name="name"><FONT style="font-size: 14pt">(※任
意)</FONT></P></TD></TR> 
<CENTER> 
 <TR> 
  <TD width=144><P align=right><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">新規ＵＲＬ：</FONT></P></TD> 
  <TD width=206><P align=left><INPUT type="text" name="url" size="30"></P></TD></TR> 
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 <TR> 
  <TD width=144><P align=right><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">新規コメント：</FONT></P></TD> 
  <TD width=206><P align=left><TEXTAREA name="text" cols=25 rows="2" 
wrap="soft"></TEXTAREA></P></TD></TR> 
</CENTER> 
</table> 
   
  </TD></TR> 
 
<TR><TD> 
<DIV align="center"> 
  <CENTER> 
<table width="330" height="153"> 
<TR><TD width="166" height="22"><INPUT type="checkbox" name="write" value="NG"> 

<FONT style="font-size: 14pt">書き込み禁止</FONT></TD><TD width="164" height="22"> 
<INPUT type="checkbox" name="fdelete" value="NG" checked> 
<FONT style="font-size: 14pt">削除禁止</FONT></TD></TR> 

<TR><TD width="166" height="22"> 
<INPUT type="checkbox" name="move" value="NG"> 
<FONT style="font-size: 14pt">移動禁止</FONT></TD><TD width="164" height="22"> 
<INPUT type="checkbox" name="change" value="NG" checked> 
<FONT style="font-size: 14pt">タイトル変更禁止</FONT></TD></TR> 

<TR><TD width="166" height="22"><INPUT type="checkbox" name="juyo" value="ON"> 
<FONT style="font-size: 14pt">重要アイコン表示</FONT></TD><TD width="164" height="22"></TD></TR> 

<TR><TD colspan="2" width="330" height="40"> 
<FONT style="font-size: 14pt">属性変更用パスワード(4 文字)：</FONT> 
<INPUT type="password" name="pass" size="8" maxlength="4"></TD></TR> 

 <TR><TD width="330" colSpan=2 height="27"> 
<INPUT type=hidden name="type" value="link"> <p align="center"> 

  <INPUT type="button" value="作成" onclick="call_link()";> <INPUT type="button" value="キャンセル" 
onclick="cls()"></p></TD></FORM></TR> 
</TABLE> 
  </CENTER> 
</DIV> 
   
  </TD></TR> 
</TABLE> 
</CENTER> 
 
</div> 
 
<P align="center"><FONT style="font-size: 15pt">Ｗｅｂ付箋の新規作成</FONT></P> 
 
<CENTER> 
<table border="0" width="304"> 
  <tr><FORM NAME="g"> 
    <td width="125"><DIV align="left"><FONT style="font-size: 14pt">付箋のタイプ：</FONT></td> 
    <td width="165"> 
      <p align="left"><SELECT onChange="eval(this.options[this.selectedIndex].value)"> 
      <OPTION SELECTED value="hideALL();showLAYER('test0')">タイプを選択してください 
      <OPTION  value="hideALL();showLAYER('test1')">コメント 
      <OPTION  value="hideALL();showLAYER('test2')">リンク</SELECT></p> 
    </td></FORM> 
  </tr> 
  </table> 
<BR><BR> 
 
</CENTER> 
 
 
</CENTER></BODY> 
</HTML> 
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資料１１：付箋表示用の CSS ソース 
 
<!-- 
.anc { 
 VISIBILITY: hidden; POSITION: absolute 
} 
 
#hip { 
 FONT-SIZE: 8pt; Z-INDEX: 1000; LEFT: 20px; VISIBILITY: hidden; POSITION: absolute 
} 
 
.husen { 
 FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black 
} 
 
.ip { 
 FONT-SIZE: 9pt 
} 
--> 


