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はじめに
機関リポジトリのサーバを Windows で構築した例はあまり聞かないが、既存の非力なパ
ソコンで、デーモンとして動作するプロセス群によりバックグラウンドでサーバ機能を持
つシステムが簡単に構築でき、Word や Excel も補助的に使えれば費用をかけずにリポジト
リシステムが実現できるため、CMS 構築を検討する小規模な組織での潜在的な需要が見込
まれるのではないかと考えられる。一方、Windows をプラットホームにした場合、セキュ
リティや文字コード、同時接続数、処理能力等に疑問が生じる。
この手順書は、パッケージされた XAMPP のコンポーネントインストーラを使って、こ
れらの課題を克服しながら、
「どこでもリポジトリ」を構築する方法を解説する。
ソフトウェア環境の構成図

Ｗ
Ａ
Ｍ
Ｐ
環
境

Apache（サーバ）
MySQL（DBMS）
phpMyAdmin
PHP（スクリプト言語）

XOOPS（CMS）
XooNIps（モジュール）
Library 版（モジュール）

バックグラウンド
でのリポジトリ

その他のモジュール
その他のモジュール

Windows XP（プラットホーム）

Word、Excel などの
アプリケーション

注）XOOPS は、モジュールの追加によって XooNIps ほか、スケジュール管理、BBS、ﾌﾞログなど
さまざまなネットアプリケーションを可能にする CMS（Contents Management System）である。

なお、Windows XP professional 以降の OS（同時接続数 10 台まで許されている）を対
象とした。

同時接続利用についての情報

注）以前の OS では、ライセンス上サ

¥Windows¥System32¥eula.txt

ーバとして認められていないといわれ

http://www.apache.jp/misc/windows.html

ている。

PC の推奨ハードおよびソフトウェア環境
O S ：Windows XP 以降（vista、windows7 RC 版動作確認中）
C P U ：1GHz 以上（Intel、AMD ほか VIA C3 検証済み）
メモリ：512MB 以上
H D D ：40GB 以上の空き領域（できれば 2 台用意し、丸ごと保存・復元ができる
開発環境があれば失敗を気にせず作業を進めることができる）
ソフトウェア：できる限り不要なソフトを常駐させないこと。（OS 及びウィルス
ソフト、今回インストールするアプリケーションのみが望ましい）
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コンポーネントインストーラとして XAMPP を使う方法は、インストールが簡単、かつ、
漢字コードの違いによる文字化け等の問題も尐ないのでこれを利用する。
手順としては、エディタや解凍ツールなどユーティリティの整備後、①XAMPP による
Apache、MySQL、PHP、phpMyAdmin をインストール、②XOOPS、XooNIps、をイン
ストール、XooNIps の一機能「動作確認」を参考にしながら、環境設定ファイル（config
や ini ファイル）を編集して不具合を潰していく。③xnparticle（Library モジュール）を
インストール、④インターネットに公開するステップアップの構築法をとった。この方式
をとることにより、一つ一つのアプリケーションを確実に設定していくことができる。
さらに、全体な動作確認安定した段階で、⑤セキュリティの強化や効率アップのための
チューニング、⑥機関リポジトリとしてのカスタマイズ・追加機能を整備していく。
機関リポジトリ構築の流れ

こ
の
間
を
１
時
間
で
構
築
す
る

１．アプリケーションのダウンロード

XAMPP、XOOPS、XooNIps、
XooNIps‐Library、外部補助プロ
グラムのほか、エディタ、解凍ツー
ルなどのユーティリティ

２．ユーティリティの整備

最小限、解凍ツールとエディタをイ
ンストールしておく

３．XAMPP による web 環境の一括インストール

インストーラによる自動処理
インストール後すぐに稼動可能
MySQL、phpMyAdmin、XAMPP
のパスワード設定

４．XOOPS のインストール

CMS としての XOOPS をディレク
トリ上に展開し、インストール

５．XooNIps のインストール＆動作環境設定

XOOPS のモジュールとしてインス
トールし、動作確認を参考に環境設
定（トラブルシューティング）

６．XooNIps Library のインストール

XOOPS のモジュールとしてインス
トールする

ファイアウォールやダイナミック
DNS などの設定

７．インターネットへの公開

８．機関リポジトリとしてのカスタマイズ

個別のテーマ、セキュリティ、アプ
リケーションの追加など使い易い
ように様々なカスタマイズを展開

９：バージョンアップ／再インストール

トラブル時などインストールのや
り直しをフェーズごとに考える
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１．アプリケーションのダウンロード
事前に準備するものして、アプリケーションやユーティリティをダウンロードしておく。
リポジトリシステムを構築するには、（１）～（５）が必須である。
（１）XAMPP
Windows サーバ機能の核となる。
パッケージ内容：Apache 2.2.11（サーバ）、MySQL 5.1.33 データベース）、
PHP 5.2.9（スクリプト）
、phpMyAdmin 3.1.3.1（GUI によるデータベース管理）ほか・・・
いろいろなタイプのアプリケーションがパッケージ化されている。ここでは、一括インス
トールができるインストーラ版をダウンロードする。なお、頻繁にバージョンアップされ
ており、最新版は xampp-win 32-1.7.3 であるが、XOOPS と PHP との相性が悪いので、
xampp-win32-1.7.1-installer.exe をダウンロードする。
（２）XOOPS
XooNIps を使うためには、2.0.16a JP（XOOPS v2 コアパッケージ（旧安定版）
）を指定
しているが、文字化け等でうまくゆかなかった。ここでは、最新版の XOOPS Cube をダウ
ンロードする。
（原稿執筆時は Package_Legacy_2_1_7.zip）
（３）XooNIps
最新版をダウンロードルする。
（原稿執筆時は xoonips-3. 44.zip）なお、3.40 から zip 形
式も公開されている。Windows 版ではこちらをダウンロードしたほうがよいであろう。
（４）xnparticle （Library モジュール）
最新版の xoonips-library をダウンロードする。
（原稿執筆時 xnparticle1.40.zip）注意す
べき点として、必ず XooNIps3.44 とあわせて使うこと。
URL：http://xoonips-library.sourceforge.jp/project/
あわせて、Excel で作成したメタデータをバッチ登録できる excel2xoonips-1.0.1-win32.zip
もダウンロードしておく。なお、PDF 化されたマニュアル excel2xoonips-1.0.1-doc.zip も
up されている。
（５）外部補助プログラム及び magic ファイル
PDFTOTEXT な ど の 外 部 補 助 プ ロ グ ラ ム を 入 れ る こ と で PDF 、 Word 、 Excel 、
PowerPoint のデータも検索が可能となる。XooNIps 開発元の理化学研究所でコンパイル・
パッケージングしていただいている。このほか、fileinfo 拡張を利用したプログラムで利用す
る magic と magic.mime を同梱してもらっている。
（xoonips-win32-external-tools.zip）

（６）excel2xoonips
excel で作成のソースを本システムのアイテムとして登録するプログラム。win32.zip 形
式をダウンロードしておく。
（原稿執筆時は excel2xoonips1.02）
（１）~（６）までは、以下の「XooNIps 研究会」の「windows 版リポジトリシステム」
のホームページからダウンロードできる。
URL：http://nijc.brain.riken.jp/xoonips/index.php?Special%2FIR-Windows
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（７）protector モジュール
様々な悪意ある攻撃から守るためのため、D3 モジュールと呼ばれる XOOPS のセキュリ
ティ強化モジュール protector（原稿執筆時は protector3.4.zip）の zip 形式をダウンロード
しておく。
URL：http://xoops.peak.ne.jp/md/mydownloads/singlefile.php?lid=94
URL：
（８）エディタ
Shift JIS/JIS/EUC/Unicode/UTF-8 の各文字コードに対応できるエディタを用意してお
く。ここでは、フリーソフトの TepaEditor 5 の最新版をダウンロードした。
URL：http://www.greenspace.info/tepa/
なお、エクスプローラでファイルを拡張子付きで表示させるには、事前にエクスプロー
ラを立ち上げツール → フォルダオプション → 表示で「登録されている拡張子は表示し
ない」のチェックをはずしておく。
（９）解凍ツール
ZIP 形式のほか、tar.gz や LZH を解凍できるツールを用意しておく。ソフトによっては、
UNIX 形式の改行コード（LF）を DOS 形式の改行コード（CR＋LF）にかえてしまうもの
もあり注意が必要である。現に、これが原因で magic ファイル関係がうまくいかず、その
解明に開発元の理化学研究所に多大なご迷惑をかけた。現在は、フリーソフトの Lhaplus
（1.57）を使っている。
URL：http://www7a.biglobe.ne.jp/~schezo/
このほか、必要に応じイメージ（ペイント）編集ソフト、PDF 変換ソフト、ディスク to
ディスクコピーなどのソフトを用意する。
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２．ユーティリティの整備
（１）エディタ
ここでは、Tepa Editor 5 をインストールした。インストール先、インストールするアイ
テム、編集の関連付け、アイコンの作成を指定（通常は既定値で可）するとインストール
を開始する。
（２）解凍ツール
多くの圧縮・解凍ツールがあり、tar.gz 及び LZH が解凍できるもので、前述したように
改行コードなどで余計なコードを付加しないものである必要がある。
インストール先、ショートカット、関連付けを指定した後、実行する。

３．XAMPP による web 環境の一括インストール
（１） XAMPP for Windows 1.7.0 のインストール
http://www.apachefriends.org/jp/ xampp-windows.html よりダウンロードしてきた最新
版をインストーラを使ってインストールする。
XAMPP インストーラ

言語の選択

既定値の Japanese で OK をクリック！
セットアップウィザードが始まる。
セットアップウィザード画面

次へをクリック

注）以下、イメージ画像はバージョン 1.7.0 のもの

6

インストール先選択画面

インストール
先のディレクト
リ名や設定場所
は任意であるが、
既定値であるル
ートの直下に作
ったほうが取扱

次へをクリック

い易い。ここでは、
セキュリティの
点からも、フォル
ダ名を既定値の
xampp とはせず、
OneHour とした。
注）以降、
「OneHour」はユーザが設定したディレクトリ名に読み替えること。
次に、デスクトップに XAMPP コントロールパネルのアイコンと Apache と MySQL の
サービスをシステムオプション画面から設定する。
（このリポジトリシステムでは、Apache と MySQL は必須である）
システムオプション画面

チェック✓の例

FileZilla は リ
モートサーバと
して使う場合は
役に立つだろう

チェックした後、インストールをクリックしてインストールを開始する。
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インストール中の画面

画面に処理状況が
表示される。
インストール完了
までには、しばらく
時間（約 5 分）がか
かる。

インストール完了画面

インストールが
完了するとメッセ
ージや MS-DOS コ
マンドプロンプト
画面が表示された
後、インストール完
了画面が出る。（こ
OK をクリック

の作業中、セキュリ
ティーソフトから、
インターネットア
クセスの確認画面
が出ることがある。
この場合は、アクセ
スを許可すること）
XAMPP コントロールパネル起動画面

はいをクリック

XAMPP コ ン ト ロ
ール画面を起動し、
サービス状況を確
認する
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XAMPP コントロールパネル

Apache 、 MySql
が起動している
ことを確認

ステータスチェ
ック完了を確認

インストール後、ディレクトリは既定値の場合、

内のようになる。
（必要箇所の

み表示している。
）
C:¥OneHour

apache
htdocs

xampp
xoops

install（インストール後削除）

mysql

modules

php

xoonips

phpMyAdmin

xnparticle（Library 版）

xoonips
bin（外部補助プログラム） ＊Path を通す
extras（MAGIC 関連フォルダ）
uploads（PDF 等のファイルフォルダ）
注）

は後述のとおり別途ディレクトリを作成して必要なファイルを展開する。

（２）インストール後のセキュリティ設定
ネット上で開くことができる。 Internet Explorer を起動し、http://localhost/で、XAMPP
for Windows のページを開く。
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言語設定の画面が表示（初回のみ）
日本語を指定

言語の設定指定後、次の XAMPP トップページ画面に変わる。
XAMPP for Windows

ここをクリック

XAMPP による
アプリケーショ
ンのインストー
ルは、開発用とし
ての使用を目的
としており、セキ
ュリティはあま
くなっている。
まず、XAMPP

セキュリティ・コンソールを開き、セキュリティ・ステータスをチェックし、セキュリテ
ィを確保する。
現在のセキュリティ・ステータス

以下に述べる
パスワード等の
設定で、ここが安
全（緑色）に変わ
る

ここをクリック

クリックすると、MySQL のパスワード設定と PhpMyAdmin 認証、XAMPP ディレクト
リプロテクションが設定できる。
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パスワード等の設定画面

MySQL と XAMPP
のパスワード設定
は別々に行う

MySQL（phpMy
Admin）の root パ
スワード設定

ここをチェック

XAMPP ト ッ プ 画

ここをチェック

面のユーザ名、パス
ワード設定

ここで設定した ID やパスワードは忘れないようにすること！
この設定以降、http://localhost/を指定しても XAMPP のトップページ XAMPP for
Windows や phpMyAdmin は設定した ID、パスワードを入れないと開けなくなるので注意
する。
XAMPP for Windows 入口画面

phpMyAdmin 入口画面

（３）XOOPS インストール前の準備
XOOPS を設定する前に、XOOPS（XooNIps）用の空データベース（テーブル無）と専
用のユーザを作っておく必要がある。直接 MySQL のテキストベース（CUI）で作成する
こともできるが、ここでは phpMyAdmin の画面上で作成する。
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phpMyAdmin による空データベース作成

（空のデータベースを
作成しなかった場合は、
XOOPS インストール時
に作成されるが、言語の
照合順序が自動的に ujis
となり具合が悪い）
ここにデータベース
名（任意）と照合順序を
プルダウンメニューから
utf8_general_ci を指定

作成をクリック

した。

作成結果表示

注目

このような SQL
が実行された

次に xoops 専用のユーザとパスワードを事前に設定する。
（画面展開で作成することもで
きるが操作が複雑である。ここでは、直接 SQL で設定している）
クエリ入力

ここをクリック

grant all privileges on xoonips.* to xoonipsuser@localhost identified by „mypass‟;

„mypass‟は、XOOPS インストール時（4 画面目）のデータベースパスワードとなる。適宜
変更すること。
「実行する」ボタンをクリックして空のデータベースを作成し、phpMyAdmin
を終了する。正常に実行されない（エラーメッセージが出る）場合は、文字列に間違いが
ないか確認・修正して、再度実行する。
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４．XOOPS のインストール
（１）ファイルの展開
XOOPS Cube2.1.6（zip 形式の最新版）はインストールする前に、①任意のディレクト
リに展開する。②xoops 用のディレクトリを作る。③展開したファイルの html 内ファイル
を xoops ディレクトリにコピー（移動）する。
削除可。ただし、docs フォル
ダ中の INSTALL.ja.html に詳
細なインストールガイドあり

①任意のディレクトリに展開
docs

（zip 形式）
XOOPS Cube ファイル

extras

展開

html
②ディレクトリの準備
XAMPP インストール時作成されたディレクトリ

C:¥OneHour

htdocs

xamp
新規作成ディレクトリ
p

xoops

コピー（移動）

②xoops ディレクトリに html フォルダの中身すべてをコピーする。
（２）インストール
インストールは、Internet Explorer を起動し、http://localhost/xoops/で Installation の
ページを開き、画面に沿ってインストールを進めていく。
XOOPS インストールスタート画面

この画面からスタ ー
ト。言語は初期値 が
japanese となってお
り、そのまま次へをク
リックする。

インストール終了までに 16 の画面に遷移するが、ほとんどが確認のための画面である。
実際に入力を要する画面は以下の 4 画面であり、これらの画面を中心に採りあげた。
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4 画面目：データベースの設定（ユーザ名、パスワード、データベース名等）
11 画面目：サイト管理者の設定（ユーザ ID、メールアドレス等）
14 画面目：第 2 ステップのログイン画面
15 画面目：基本的モジュールの設定（pm＝プライベートメール含む）
データベース定義の画面（4 画面目）

phpMyAdmin

タ
ベ
ー
ス
。
入
力
は
３
箇
所
の
み

で
設
定
し
た
デ
ー

テーブル接頭
語は、データベ
ースを自・他サ
ーバにリストア
する際、同じ接
頭語を付けてお
く必要がある。

この画面を基に、設定内容、URL、データベースの確認などの画面が表示される。
なお、確認画面でエラーが出た場合は戻るボタンか、後で（16 ページ参照）述べる/install/
index.php を使い再設定することができる。
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管理者の設定（11 画面目）

管理者（モデレ
ータ）のアカウ
ント、メールア
ドレス等を定義
する。
第 2 ステップログイン画面（14 画面目）
このメ ッセージは
無視して作業する

11 画面目で設定した、管理者のデータ
ベースユーザ名、データベースパスワ
ードでログインする。このアカウント
がモデレータまたは管理者となる

モジュール設定画面（15 画面目）

既定値のモジュールおよび pm（プラ
イベートメール）をすべてインストー
ルする。

ここをチェック

「インストール完了」の画面が出た
ら、無事終了である。
インストール完了画面（16 画面目）

警告画面のと
おり install ディ
レクトリを削除
しないと XOOPS
を立ち上げるこ
とができない。
Explorer な ど で
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c:¥OneHour¥htdocs¥xoops¥install フォルダを削除する。（Shift+Delete で削除し、ゴミ
箱に残らないようにする）その際間違って、XAMPP の install ディレクトリを削除しない
よ う 注 意 す る 。 た だ し 、 install デ ィ レ ク ト リ を 削 除 す る 前 で あ れ ば 、 ア ド レ ス に
http://localhost/hoops/install/index.php と入力することで何度でも最初からインストール
のやり直しができる。
（３）XOOPS の動作確認
IE でアドレスに http://localhost/xoops と入力し、以下の画面が見えたら成功である。
（スタンドアローンで動作しているため、インターネットにつながっていなくてもよい）
XOOPS の画面

まだ、何の設定も
していない、
XOOPS の初期画
面
ユーザ名、パスワードを入れてログイン

XOOPS インストール中（11 画面）に設定した、管理者のユーザ名、パスワードを入力
し、管理者としてログインする。
（ちなみに、このアカウントは、XooNIps-Library 版にも
引き継がれる）
管理者でログインした画面

今 後 、 XooNIps
および Library 版
（xnparticle）の
終了は、ログアウトをクリック

インストールは、
この管理者画面
から行う。

注）このシステムは、終了時に明示的なログアウトをしないと管理者画面で設定するセ
ッション時間より長い時間接続されたままになる傾向があるようだ。
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５．XooNIps のインストール＆動作環境設定
（１）モジュール領域にセット
XooNIps は、XOOPS のモジュールの一つとしてインストールする。
①XooNIps（zip 形式）を任意のディレクトリに展開する。
contrib

zip ファイルの解凍
xoonips-x.xx.zip

xoonips-x.xx

②xoonips フォルダをモジュール領域に移動

itemtypes
themes
xoonips

フォルダごと
モジュール領
域に移動

マイコンピュータや Explorer などで xoonips フォルダを c:¥OneHour¥htdocs¥xoops
¥modules に移動させる。
（残りの解凍ファイルは消してもよいが、themes/XooNIps-Ⅲ
/images に XooNIps や RIKEN のロゴ等が収録されている）
（２）インストール
以下の手順でまず、XooNIps をモジュールとしてインストールする。
XOOPS を立ち上げ、管理者でログインし、管理者メニューでモジュールのインストール
を選択する。
管理者画面

管理者メニュー

ここに XooNIps のメ
ニューが現れている
モジュールインストール

インストール確認画面

ここをクリック
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インストールログ

インストールを
クリックして開
始すると、結果と
してモジュール
インストールロ
グが表示される。

一旦ログアウトし、再度立ち上げる。
XooNIps インストール後の画面（ゲスト）

XooNIps の項目が増えている

XooNIps インストール後の画面（モデレータ用）

モデレータでは、各種
メニューが増えている

（３）不具合のチェック
ここまでで、XooNIps までのインストールが済んだ。
（だだし、ネットには未接続。
）
残るは、Library 版のみとなったが、その前にこの時点でできる不具合状況のチェックと、
それを一つ一つ潰していく。
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①動作確認での不具合チェック
XooNIps には、不具合をチェックする「動作確認」を備えている。
テストボタンをクリックでチェックリストが表示される。多くの Fall、Notice があり、
環境設定ファイル（ここでは、php.ini）を編集することによって潰していく。
XooNIps を管理者で立ち上げ → 管理者メニュー → XooNIps → システム設定 →
動作確認 → テストと進めていき、チェックリストを表示する。
動作チェックリスト（修正前）

Off にする
128M にする

設定ファイルの場所
c:¥OneHour¥apache
¥bin¥php.ini

先頭の；をはずす

先頭の；をはずし auto にする

先頭の；をはずす

パスのとおった
ディレクトリを
指定する
C:¥OneHour¥xoonips
¥uploads にする
C:¥OneHour¥xoonips
¥extras にする
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（４）Fail、Notice の修正
①ディレクトリの作成
外部補助プログラム、PDF などの upload ディレクトリ、magic ファイル関連を格納す
るディレクトリを作成しておく。
新規作成ディレクトリ
既存のディレクトリ

c:¥OneHour

xoonips

uploads

PDF などの格納用

bin

外部補助プログラム格納用

extras

magic ファイル格納用

②magic ファイルのコピー
開発元でパッケージしてもらっている（１．アプリケーションのダウンロード参照）
xoonips-win32-external-tools-1.0.zip を解凍すると bin と extra フォルダができる。この
うち extra フォルダ内にある magic 及び magic.mime を①で作成したディレクトリ
c:¥OneHour¥xoonips¥extras にコピーする。
③ファイルパス設定
①、②のファイルパスを管理者メニューから XooNIps → システム設定 → 基本設定
画面を出し、次のとおりパスを設定する。
upload、magic のファイルパス設定のための基本設定画面

upload フォルダ

magic ファイルパス
更新をクリック

注）画面上で”¥”は、バックスラッシュ”∖”として表示される。
④外部補助プログラムの設定
②で解凍した bin フォルダ内のファイルすべてを c:¥OneHour¥xoonips¥bin にコピーす
る。
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⑤外部補助プログラムにパスをとおす

windows の詳細設定画面

コントロールパネル → シス
テム → 詳細設定（タブ）→ 環
境変数 → システム環境変数
（Path）→ 編集で既定の環境
変数の後ろに追加する。
（”;” はパス設定時のデリミ
タである）
Path を指定し編集ボ
タンをクリックする
と上記画面がポップ
アップする

…;c:¥OneHour¥xoonips¥bin

⑥php.ini の編集
php 関連の不具合（Fall、Notice）修正に Tepa Editor などで php.ini を編集する。
php.ini の場所

インストール時に設定したディレクトリ名
C:¥OneHour

php.ini

php

（事前にエクスプローラのツール → フォルダオプション → 表示で「登録されている拡
張子は表示しない」のチェックをはずして、拡張子「.ini」が見えるようにしておく）
行番号は xampp-win32-1.7.0-installer.exe に添付される php.ini の場合であって、バー
ジョンによって変化するのでエディタの文字列検索機能を使い該当箇所を探して修正を加
える。
php.ini の修正箇所
行
246
409
415
514
522
593
969
1172

1195

修 正 項 目
memory_limit
post_max_size
magic_quoters_gpc
upload_max_filesize
allow_url_fopen
；extension=php_fileinfo.dll
；session.use_only_cookies = 1
；mbstring.language = Japanese
；mbstring.detect_order = auto

初 期 値
32M
64M
On
64M
On
；
；
；
；
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修 正 値
128M
128M
Off
128M
Off
；をトル
；をトル
；をトル
；をトル

備

考

コメント行解除
コメント行解除
コメント行解除
コメント行解除

⑦mainfile.php のパーミッション
管理者メニュー画面で表示されていた警告に対処する。
警告画面

Mainfile.php のプロパティ

c:¥OneHour¥htdocs¥xoops¥mainfile.php
のパーミッションは、Windows の設定では、読
み取り専用（read only）しかなく、マイコンピ
ュータやエクスプローラで mainfile.php を探
し出し、右クリックでプロパティを表示し、属
性を読み取り専用に変更する。これで警告は消
えているはずだ。
注）特に、protector などの D3 モジュールやイ
ンターネット公開などで、このファイルをさ
わるので、対処は XooNIps の設定が完全に終
わってから行ってもよい。
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ここをチェック

（５）不具合修正後の動作チェックリスト
これですべてが「OK」となった。XooNIps バージョン（3.40）から外部補助プログラム
もうまく動作するようになったが、外部補助プログラム動作以前にアップロードした原文
ファイルは、キーワード切り出しのため再度取り込みが必要のようである。
動作チェックリスト（修正後）
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６．XooNIps Library（xnparticle）のインストール
（１）モジュール領域にセット
①解凍ツールを使い Library 版（zip 形式）を任意のディレクトリに展開する。
zip ファイルの解凍

xnparticlex.xx.zip

xnparticlex.x

xnparticle

フォルダのまま
モジュール領域
に移動

x
②xoonips フォルダをモジュール領域に移動
解凍した xnparticle フォルダを c:¥OneHour¥htdocs¥xoops¥modules にコピーする。
（２）インストール
XooNIps 同様 Library 版（xnparticle）をモジュールとしてインストールする。
①XOOPS を立ち上げ、管理者でログインする。
②管理者メニュー → 互換モジュール → モジュールのインストール
Library モジュールインストール画面

Library モジュールインストール確認画面

モジュールのイ
ンストールは、イン
ストールボタンを
クリックし、確認画
面でインストール

ここをクリック

ボタンをクリック
するだけである。
インストールを実行すると、インストールログが表示される。
インストールログ
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ここをクリック

ここまでで、XOOPS、XooNIps、Library 版のインストールを実施してきた。
この状態で、スタンドアローン（ローカルマシーンのみ）ではあるが、機関リポジトリ
としての最小限の環境ができたことになる。Web ブラウザのアドレスに http://localhost/
xoops と入力し確認してみよう。
初期画面（ゲスト用）

ゲストユーザー
用は、右欄のメニ
ューなし。
初期画面（登録者用）

登録者用の、右欄

初期画面（モデレータ用）

メニューは登録関連
のメニューに限定さ
れている。
モデレータ用の画
面は登録画面のほか、
管理者メニューや編
集メニューが増えて
いる。
初期画面（管理者用）

管理者用の画
面では、管理者メ
ニューが追加さ
れている。
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７．インターネットへの公開
これまでの設定では、ローカルマシーン（このパソコン）のみでしか見ることができな
い。最小限のセキュリティを確保したので、インターネットに公開してみよう。
公開には、以下の箇所を変更する必要がある。
（１）ポートを開放する
セキュリティホールが出ないようポートをファイアウォールでガードしている。ファイ
アウォールは、一般的にはパソコンの Windows、セキュリティソフト、サーバ（ルータ）
の 3 箇所にある。
（同じことを 3 回もやる必要はないと思われるが・・・）
http プロトコルのポート番号は 80 である。このポートを通過させるように設定する。
①Windows のファイアウォール
コントロールパネル→
Windows ファイアウォール→
詳細設定（上部のタブ）→サー
ビス（上部のタブ）→設定→
Web サーバ（HTTP）にチェッ
ク。この時、「サービス設定」
ポップアップ画面が表示され
ることがあり、ホストコンピュ
ータ名を要求されるが、既定値
である当該パソコン名で OK
である。Windows7 では、ファ
イアウォールによるプログラ
ムの許可で Apache をパブリッ
クに許可する。
②セキュリティソフトのファイアウォール
それぞれのソフトで異なるが、マニュアルを参照してファイアウォールの設定を探す。
例：McAfee の設定
ホーム → インターネットとネットワーク → 設定 → 「ファイアウォールによる
保護は有効です」画面の詳細設定 → システムサービスでポート 80 をチェックする。
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③ルータ設定
・組織内 LAN の場合
管理者に許可と設定の要請をする。
・自宅 LAN の場合
ファイアウォールの設定のほかサーバとグローバル IP アドレスを動的に結びつけるダ
イナミック DNS サービスサイトへの登録が必要である。
ファイアウォールは、ADSL のルータにポート番号 80 を通すよう設定する。
また、複数のパソコンがつながっている場合は、それぞれにローカル IP アドレス（ポ
ートマッピング）または IP マスカレードなどを設定し、特定のパソコンがサーバにな
るよう設定する。
（詳細はルータのマニュアル参照のこと）
ダイナミック DNS サービスサイトへの登録インターネット上に多くの情報が公開され
ている。ここでは、筆者が使ったことのある IO data 社及び無料・ダイナミック DNS
(DDNS)サービス ieServer.Net の例を紹介する。
例１：IO data 社製ルータ

80～80 とする

同社製のルータを使ってい
る場合にのみ利用できる。
http://www.iobb.net/でユーザ
登録（希望するホスト名など）
する。
この後、マニュアル参照して
ルータの設定画面を開き、詳細
設定 → ダイナミック DNS で
ホスト名等を入力 → 機能の
ラジオボタンを有効 → 設定
をクリックする。

掲載承認済み
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例２：ieServer
新規ユーザ登録を行い、以下の DNS を設定する。

（２）サーバとしての URL または IP アドレスの設定
Apache の httpd.conf と XOOPS の mainfile.php 設定ファイルに URL（プライベート IP
アドレスの場合）を書き込む。通常、組織内 LAN の固定 IP アドレスの場合、自動的に IP
アドレスが設定されており、この設定は不要である。
①Apache の httpd.conf
このパソコンの URL または IP アドレスを書く。エディタを立ち上げ、
c:¥OneHour¥apache¥conf¥httpd.conf の”ServerName localhost:80”の行を探し、以下
のように変更する。
URL が○○○.dip.jp の場合の例
# ServerName localhost:80
#を付けコメント行とする
ServerName ○○○.dip.jp:80
正しい URL を書いた行を追加する
②XOOPS の mainfile.php
Apache の設定同様、URL または IP アドレスを修正する。
C:¥OneHour¥htdocs¥xoops¥mainfile.php の define('XOOPS_URL'の行を探し、以下の
ように変更する。
URL が○○○.dip.jp の場合の例
//define('XOOPS_URL', 'http://localhost/xoops');
//を付けコメント行とする
define('XOOPS_URL', 'http://○○○.dip.jp/xoops'); 正しい URL を書いた行を追加する
これで OK！一旦再起動して、他のネットのパソコンから、設定した URL で XOOPS ト
ップ画面（ユーザ名、パスワード入力画面）が見えたら成功である。
（３）ユーザの登録・削除
以前のバージョンでのユーザ登録は、まず XOOPS で登録し XooNIps 用に拡張する 2 段
構えになっていたが、このバージョンからは、登録も削除も、管理者メニュー → XooNIps
→ メンテナンスで登録する方式となり操作が容易になった。ただし、システム管理者、モ
デレータ、グループ管理者は削除できない。
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８．機関リポジトリとしてのカスタマイズ
XooNIps の管理者メニューを触らず既定値のままでもリポジトリの運用は可能であるが、
安全性やユーザインタフェースの向上のためカスタマイズを行う。
（１）XAMPP ページの抑制
XAMPP には、このシステムの基本となる情報があり外部から見られないようにしておく
必要がある。
①か②または両方を併用して抑制したい。
（①がセキュリティ度が高い）
①.htaccess による方法
②index.php による方法
C:¥OneHour¥htdocs¥xampp の.htaccess 以下 3 行
を追加して他人がアクセスできないようにする。
order deny,allow
deny from all
追加部分
allow from 000.0.0.0
IP アドレスまたは URL を
allow from 111.1.1.1
許可する PC 分並記する
allow from 222.2.2.2
AuthName "xampp user"
IP アドレスは半角
AuthType Basic
の空白を挟んで列
AuthUserFile "C:¥xampp¥security¥xampp.users"
記してよい
require valid-user

http://localhost/は XAMPP を開く。この
ため、XOOPS を開くよう以下のディレク
トリにある index.php をエディタで開き
Location を変更する。
c:¥OneHour¥htdocs¥index.php の
header('Location: '.$uri.'/xampp/');
↑
xoops

注）自宅サーバでダイナミック DNS 利用の場合、allow from にサーバの URL を書いても
開けない可能性が高い。
URL の代わり「localhost」
とし、URL を http://localhost/xampp/
とすることでサーバ自体から開くことができる。
（２）デバグメッセージの抑制
各画面の下にデバクメッセージが表示されるようであればサプレスする。
（XOOPS のバ
ージョンによって相違がある）
管理者メニュー → 互換モジュール → 全般設定で、「デバグモードを有効にする」をオ
フにして送信する。
（３）protector モジュールのインストール
悪意ある攻撃から XOOPS を守るためのモジュールで、DoS、SQL Injection、変数汚染
といった攻撃を主に防ぐとされている。機能や利用法については資料やインターネットで
の情報を参照してほしい。
このモジュールは D3 モジュールと呼ばれ、一般のモジュールに比べ安全性を高めるため、
モジュールを 2 箇所に分け配置する。（従来の module ディレクトリ ROOT_PATH とあら
たなディレクトリ TRUST_PATH）
あらたなディレクトリ xoops _trust_path の定義は、mainfile.php を編集しモジュール本
体はその path に置く。
① mainfile.php の編集（C:¥OneHour¥htdocs¥xoops）
39 行目あたり、XOOPS_TRUST_PATH に具体的ディレクトリを定義する（下線部分）
ここで設定するディレクトリは、
apache の httpd.conf で設定した DocumentRoot 外におく。
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追加

define('XOOPS_TRUST_PATH', 'C:/OneHour');

最後にある記述部分に、XOOPS_TRUST_PATH を加える。
（下線部分）
if (!defined('_LEGACY_PREVENT_LOAD_CORE_') && XOOPS_ROOT_PATH != '') {
include XOOPS_TRUST_PATH.'/modules/protector/include/precheck.inc.php' ;
include_once XOOPS_ROOT_PATH.'/include/cubecore_init.php';
if (!isset($xoopsOption['nocommon']) && !defined('_LEGACY_PREVENT_EXEC_COMMON_')) {
include XOOPS_ROOT_PATH.'/include/common.php';
}
include XOOPS_TRUST_PATH.'/modules/protector/include/postcheck.inc.php' ;
}

②protector の解凍とコピー
解凍すると、html と xoops _trust_path の 2 つのフォルダがある。それぞれ、以下のよ
うにコピーする
ここを、xoops の modules ディレクトリへ

protector-3.2.zip

解凍

html

modules

protector

xoops _trust_path

modules

protector

ここを、xoops_trust_path へ
注）この場合、xoops_trust_path は C:¥OneHour となりフォルダごとコピーする。
③モジュールのインストール
通常のモジュールと同様に管理者メニューのモジュールインストールからインストール
する。
④インストールの確認
管理者メニューの左ブロックに protector メニューが追加されて
いることを確認し、必要に応じて設定をする。
・Protect Center：拒否 IP アドレスや管理者の IP アドレス設定
・セキュリティガイド：protector の動作状況が表示される
・PREFIX マネージャ：指定の XOOPS データベースの接頭語
をもつ table のバックアップができる
・一般設定：セキュリティにかかわる各種設定
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（４）MyX_BackUp
バックアップ／復元（リストア）のためのモジュールである。メニ
ューとおり多くの機能を持っている。トップ（MyX_BackUP）の部
分をダブルクリックすると、簡単な説明が表示される。特に、レポー
トやテーブルチェックは直接バックアップに係わるものではないが
データ管理には有効であろう。
通常のモジュールなので、xoonips や xnparticle 同様の方法で展開
したフォルダ myx_backup を xoops の modules にコピーし、管理者
メニューからモジュールのインストールを行う。

（５）eAccelerator を有効にする
php の eAccelerator を有効にするとパフォーマンスが劇的に改善するとされている。
（ただし、効果を確認したわけではないし、XooNIps 研究会のメンバー間でも、あまり使
われていないようだ）
c:¥OneHour¥apache¥bin にある、php.ini の[eAccelerator] （最後付近にあり）の 3 箇
所の；をはずす（他は既定値のままとする）shm_size は 0 → 32 に変更する。
extension=eaccelerator.dll
eaccelerator.shm_size = "32"
eaccelerator.cache_dir = “c:¥OneHour¥tmp”

修正後、XAMPP コ
ントロールパネルで
Apache と MySQL を
停止 → 開始するか再
起 動 し phpMyAdmin
で phpinfo() を 確 認 す
ると、eAccelerator 情
報が追加されている。
ただし、インターネ
ットにつないでいない
と Apache が立ち上が
らなくなる。

31

（６）テーマのカスタマイズ
それぞれサイトのカラーを出すため一番工夫するところであろう。XOOPS のテーマは
c:¥OneHour¥htdos¥xoops¥themes に html ファイル、スタイルシート、イメージデータ
で構成される。本格的なカスタマイズは大変なので、ここでは「のっとり法」（造語です）
により、
「1 時間で構築する・・・」に相応しく、できるだけ手をかけずにヘッダのみのカ
スタマイズを行いテンプレートの変更には言及しない。ところで、「のっとり法」とは、既
定のイメージデータ類を html やスタイルシートに気づかれずそっと？取り替える方法で、
難解なプログラムをさわらずに最小限の変更でテーマを変えることができる。
既存の XOOPS ヘッダ

ヘッダの構成

ベース
ロ
ゴ
logo.gif

バナー画像
cube.gif

バックグランド

今回は、既存の青いキャンバスから、後の取り扱いを考え白のキャンバスとした。
①html やスタイルシートを騙すわけであるから、大きさ（ピクセル）は同じにして、ロ
ゴ、ベース（真っ白でよい）
、バナー画像を以下のとおりイメージ編集ソフトで作成する。
作成したデータは c:¥OneHour¥htdocs¥xoops¥themes¥cube_default¥images に取込
む。
（その際、cube_default フォルダと既定のロゴ等は名前を変えて保存しておくとやり
直しが利く）
・ロゴ：logo.gif、200×100 ピクセル、透過画がよい
・ベース：base.gif、200×100 ピクセル、白
・バナー画像：cube.gif、472×100 ピクセル
バックグランドは、イメージデータではなく、スタイルシートで記述されている。
モニタの幅に応じた可変長で、ここだけはスタイルシートを修正する必要がある。
②スタイルシート style.css の修正
c:¥OneHour¥htdocs¥xoops¥themes¥cube_default の行番号 92 付近
.headerbanner {

（青）

（白）

background: url(images/cube.gif) right no-repeat #000080; ← #ffffff に変更
width: 100%;
text-align: center;
vertical-align: middle;
}
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③管理者メニュー → 互換モジュール → 全般設定でサイト関連情報の設定とテーマの
更新を反映させるため、自動アップデートを「はい」にする。
XOOPS の全般設定

サイト等設定

はいをチェック

見本として作ったヘッダを示す。原稿作成のため急遽作ったことでデザイン性のみじん
もない点、お許しいただきたい。
作成したヘッダ

なお、それぞれのイメージから URL などリンクを張る必要があるが、html ファイルを
通常の編集することで簡単に設定することができる。
（７）フッタの書き換え
フッタを自機関名などに変更するには、管理者メニュー → 互換レンダーシステム →
一般設定でフッタの文字列を変更し送信する。
（８）META タグの設定
META タグを設定しロボットに拾ってもらい易くする。（効果のほどは？）
管理者メニュー → 互換レンダーシステム → 一般設定で META 項目群（6 項目あり）
の文字列を変更し送信する。
（９）トップページからメインメニューを除く
トップページ左上にメインメニューがあり、特に必要ではなく、これを除きシンプルに
する。 管理者メニュー → 互換モジュール → ブロックの管理
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ブロックの管理画面
ここをクリック
し、アンインスト
ールする

（１０）Windows 自動更新・再起動の抑制
サイト・用途に応じてケースバイケースで設定する。
ファイル名を指定して実行 →「gpedit.msc」を入力 → ローカルコンピュータポリシー
→ コ ン ピ ュ ー タ の 構 成 → 管 理 用 テ ン プ レ ー ト → Windows コ ン ポ ー ネ ン ト →
Windows Update でスケジュールされた自動更新インストールに対しては自動再起動しな
いを有効にする。
（１１）使用しないアプリを取り除く
XAMPP は Web アプリケーションを一括インストールするパッケージソフトである。こ
のためリポジトリシステムには不要と思われるアプリケーションも含まれる。安全のため、
必要に応じて今回使わなかったアプリケーションをディレクトリごと取り除く。
今回使わなかったアプリケーション
①FileZilla FTP Server
本システムをリモートサーバにした場合はアップロードに有効
→ c:¥OneHour¥FileZillaFTP
②Mercury Mail Transport System
個人的に自宅などから立ち上げるときには有効だろう。
→ c:¥OneHour¥MercuryMail
③perl プログラミング言語
スクリプト言語としては、PHP が使われているため不要であろう。
→ c:¥OneHour¥perl
④webalizer 統計・解析・グラフ作成
統計・グラフは、XooNIps にもイベントログとしてインプリメントされている。
→ c:¥OneHour¥webalizer
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９．バージョンアップ／再インストール
XooNIps や Library 版は適宜バージョンアップされている。これらは、モジュールの入
換えだけなので簡単に対応することができる。また、場合によってはインストールがうま
くいかず、やり直すことも多いので状況ごとに再インストールの設定方法も紹介する。
バージョンアップや再インストール時には、既にアイテム等が登録されていれば必ずバ
ックアップしておくことが大切である。
「付」として、各種のバックアップを掲載している
ので参照されたい。
（１）バージョンアップの対応
①XAMPP
XAMPP は、パッケージされた Apache、MySQL、PHP、phpMyAdmin など（コンポー
ネントと呼んでいる）がアップグレードされたつど頻繁にバージョンアップされている。
一つ一つのコンポーネントのアップグレードによってリポジトリシステムに不整合が生
じる可能性が否定できない。このため、XAMPP のアップグレードはひかえ、必要な場合
は、
リポジトリのアイテム等のバックアップを取り、新規に XAMPP や XOOPS、XooNIps
をインストールし、アイテム等をリストアする方法を採りたい。
②XOOPS
XOOPS コアのバージョンアップは、フルパッケージによる方法と差分による方法があり、
どちらも XOOPS をインストールした時の方法と同じ手順である。バージョン番号は、
管理者メニューのフッタで確認できるので、長らくバージョンアップに対応してこなか
った場合はフルパッケージで行う。
（一般的に、ダウンロード時に対応するバージョンが
説明してある）
ダウンロードしてきた新パッケージを任意の場所に解凍する。ここで必要なのは、html
ディレクトリだけである。以下の、ファイル・フォルダを削除する
ファイル：mainfile.php（差分パッケージでは添付されていない）
（現在までに修正された mainfile.php を残すことを意味する）
フォルダ：install
（再度インストールする必要がないので）
残ったファイル、フォルダを c:¥OneHour¥htdocs¥xoops にコピー（上書き）する。
詳細は、参考文献 1 に挙げた「XOOPS2.0Basic Manual」の第七章に差分による方法
とフルパッケージによる方法が載っているのでそちらを参照してほしい。
（フルパッケージによる方法では xoops ディレクトリにある template.c、uploads、cache
フォルダも削除することが勧められている）
③XooNIps 及び xnparticle（Library 版）
XooNIps や Library 版がバージョンアップされたら、機能の追加や安定性のアップにつ
ながるので、できる限り対応するようにする。どちらもモジュールの入換えとなるの
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で、新バージョンを解凍し、以下のディレクトリを新しいモジュールに入換える（上書
きする）その後、管理者メニュー → 互換モジュール → モジュールのインストール画
面を開くと入換えたモジュールのバージョンが表示されるので、インストールする。
モジュール群
c:¥OneHour

htdocs

xampp
xoops

○○○
modules

△△△
xoonips

新バージョンのモジュールを上書きする

xnparticle（Library 版）

④モジュール管理
XooNIps や Library 版以外のモジュールも同様に上書きすると、入換えた新しいモジュ
ールが表示されるのでインストールする。
完全に不要なモジュールを削除する場合は、モジュールの管理でアクティブチェックを
はずし、アップデートボタンをクリックする。その後、確認画面に変わり非アクティブ
になっているのを確認し、アップデータボタンをクリックすると、モジュールの管理画
面に戻り、アンインストールのアイコンが追加されている。これをクリックし、確認画
面で再度アンインストールするとモジュールの管理画面から消える。ただし、XOOPS の
モジュールディレクトリにはそのモジュールが残ったままとなっているので再インスト
ールも可能だし、explorer などで明示的にそのモジュールを削除することで完全に取り
去ることができる。
（２）再インストール
①最初からやり直す
これは簡単で Windows の「プログラムのアンインストール」から、XAMPP を削除する
だけである。
（Apache、MySQL（データベース含む）、phpMyAdmin、 XOOPS、XooNIps
等すべてが削除される）
②XOOPS からやり直す
a．まず、データベースから、すべてのテーブルを削除する。
phpMyAdmin の SQL で XOOPS の table を削除 → drop table xoops;
b．XOOPS のディレクトリ（c:¥OneHour¥htdocs¥xoops）にある mainfile.php を別の
場所に保存し、その他のフォルダ・ファイルをすべて削除する。
c．新しい XOOPS（thml 内のフォルダ・ファイル）をその場所にコピーする。その際、
インストールフォルダは除外する。
d．別の場所に保管していた mainfile.php を XOOPS のディレクトリに戻す。
③XooNIps や Library 版をやり直す
これらは、モジュールのみの入換えとなるので、
（１）③を参照にモジュールを再書き込
みするだけである。
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付．各種のバックアップ
ここでは、通常のデータベースバックアップと他のサーバへの移植に有用な 5 つの方法
を紹介する。いずれの方法も upload ディレクトリにある PDF などオリジナルファイルは
バックアップされないので、upload ディレクトリを別途コピーする。
いずれの方法も、データベース（XOOPS）中の特定テーブルを指定していないので、ユ
ーザ情報やアカウント情報などすべてがバックアップされる。必要な時には、それぞれの
方法でテーブルを指定しバックアップする。また、①で述べる、物理的なバックアップ以
外は、データベースそのものをバックアップするのではなく SQL テキストとしてバックア
ップされる方式になっている。このため、エディタ等で内容の確認も可能である。
（１）物理的なバックアップ
XOOPS インストール時に設定した、データベース名の下に XooNIps Library 版の各種
テーブルが置かれている。これらをバックアップする。リストアも同一サーバであれば同
じ場所に上書きすることで、バックアップ時の状態に復元することができる。
例：既定値でインストールした場合のディレクトリ
データベース

ここをバックアップする
c:¥OneHour

mysql

data

xoops

各種テーブル
ユーザアカウント
アイテム
インデックスツリー
プライベートメール

等

リストアは、バックアップしたものを xoops（データベース名）に上書きする。
この方法は windows 間では一番確実であったが、LINUX への移植は未確認である。
（２）コマンドラインでバックアップする方法
パスを通していない場合、事前に mysql のあるディレクトリに移っておく。
例：cd c:¥OneHour¥mysql¥bin
バックアップ：mysqldump --add-drop-table –u root –p xoops > ○○○.△△△
リストア：mysql –u root –p xoops < ○○○.△△△
エラー例

注）アイテム
の数が増えた
ある時点から
リストアがう
まくいかなか
った。
（文字コ
ードが影響していると思われるふしがある）
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（３）phpMyAdmin でエクスポートする。
Windows サーバから LINUX サーバへのリストアも検証済みである。
phpMyAdmin トップ画面からエクスポートをクリックする。画面のとおり、データベー
スの選択、データベースエクスポートオプション（リストアの際の上書きモードとなる）、
ファイルに保存する。･･･のみを設定し、ほかは既定値のままとする。
実行するボタンをクリックすると保存先を聞いてくるので指定する。
エクスポート画面

データベースを指定

ここをチェック

規定値

ここをチェック
実行ボタンをクリック

インポート画面（xoonips を指定）
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（４）protector によるバックアップ
管理者メニュー → protector →PRFIX マネージャから ACTION → backup で、SQL
テキストを出力する。phpMyAdmin と互換性があり、リストアは phpMyAdmin で行う。
Protector 画面

PREFIX マ
ネージャ画面
である。右の
backup ボ タ
e1549f

ンを押すと開
始する。

e1549f

（５）MyX_BackUp によるバックアップ
使い易く安定性が高いように思われるので、現在筆者はこの方法を使っている。
MyX_BackUp が持つ機能は MENU で見ると以下のとおりとなっている。

バックアップは、圧縮された「接頭語_日付_ファイル数.zip」という形式になる。
復元は、あらかじめ c:¥OneHour¥htdocs¥xoops¥modules¥myx_backup¥sql にバック
アップしたデータを解凍して拡張子が sql 形式のデータを入れておく必要がある。
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１０．今後の課題
（１）拡張文字の正常表現
実習の時点では第二水準で文字化けがあったように記憶している。この原稿執筆時点で
は正しく表示される。その他の拡張文字は検証がすんでいない。
（２）自在なページデザインの簡略カスタマイズ
筆者にとっては敷居が高く、手付かずの状態であったが、活水女子大学の森氏より簡易
にテストした情報を頂いた。小稿では、それを参考に書いている。できるだけオープンソ
ースやフリーソフトで安易に済まそうと考えていたが、テーマやテンプレートを編集する
ためには、smarty 変数やスタイルシートの理解が必要のようである。やはり、ホームペー
ジは見た目から来る印象で大きく変わってくるようだ。
（３）異機種サーバとのデータ交換
本学のように、OS の異なる教育用サーバでメタデータを作成し、公開サーバにデータ
を送る方法をとる方式では、受け取り側のサーバに更新の差分のみをアップデートしたい
場合に、CSV や excel 形式で受け渡しができるとインデックスツリーなど不要な情報も引
き継がずクリーンな情報の交換ができる。バックアップ・リストア方式では、ユーザアカ
ウント（モデレータのアカウントまでも）が変わってしまう。
現在、excel からの取り込みプログラムは公開されているが、サーバから CSV や excel
形式で取り出すプログラムは用意されていない。これが可能であれば、データベース上で
は消せなかったゴーストアイテムなども明示的に編集することができる。
現時点では、phpMyAdmin や MyX_BackUp がテーブルごとに CSV など各形式でエク
スポートすることができるので、excel からの取り込みフォーマットに合わせてデータを作
成し、送り込もうかと考えている。
（４）同時アクセスへの対策（for 教育実習）
高価な Windows Server でない限り同時接続 10 台以上の壁は仕様上、取り除けずキュー
にスタックされるため、多人数が一斉にアクセス（一時的な実験では、検索で 18 台、書き
込みで 10 台前後）すると見かけ上ハングアップしたように感じる。
Windows 自体には、手を加えず TCP/IP ドライバ内の設定メモリを変更する BIOT なる
フリーソフトがあるが、Windows XP SP2 以降アップデートされず使えなくなった。
10 以上のユーザが同時にアクセスする状況は、教育実習くらいで通常は問題とならない
であろう。教育実習では、運用上で工夫する以外になさそうだ。
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＊この設定で、コマンドレベルでの PDF 変換が可能となる
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おわりに
どこにでもある Windows パソコンをリポジトリシステムにする方法を述べてきたが、別
府大学での Work Shop「XooNIps を基盤とした新しいリポジトリシステムへの取組」を境
に、
開発元の配慮もあり Windows 版のリポジトリシステム構築の環境が格段によくなった。
リポジトリシステム未導入機関での構築が進めば望外の喜びであるが、このためには、
マニュアル類の整備と広報の工夫が必要であろう。
この小稿は、いわばシステム構築編である。当然、このほかに機関リポジトリとして運
用するための運用編、入力規則（文法）、利用編などが必要であろう。今後、この CSI 事業
の代表機関である慶応義塾大学とも相図って進められないかを検討しているところである。
なお、本稿で、扱った各ソフトウェアは、オープンソースやフリーソフトを使ったが、
権利関係に対する十分な配慮と、動作結果や運用結果については、自己の責任において行
うという認識が必要である。
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