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1 改訂履歴 
版  日付  修正内容  担当  

1.0 2007/2/1 新規作成 高梨 

2 動作環境（推奨） 

2.1 サーバ 

■サーバ OS 

FedoraCore 2～4 (Red Hat Linux 9 互換) 

CentOS 4 (Red Hat Enterprise Linux 互換) 

 

■アプリケーション 

Apaahce 1.3.*/2.0.*（2.0 系を使用するときは、"MPM prefork"での動作を推奨） 

MySQL 4.0.*/4.1.*（公式サイト：http://mysql.com/で公開されている公式 RPM パッケージの使用を推奨） 

PHP 4.3.*/4.4.*（ソースからのビルドを推奨） 

・ PHP の mbstring 拡張モジュールが必要  

・ PHP の GD ライブラリのサポートが必要 (JPEG/GIF/PNG) 

・ ImageMagick が使える場合、アニメーション GIF の縮小に対応できる。 

・ mcypt 拡張モジュールの使用を推奨 

Postfix 2.1.* 

 

■ハードウェア 

・PV が数千/日程度での推奨環境 

CPU 800MHz～ 

MEM 512MB～ 

・数万 PV/日程度以上の場合、WEB サーバと DB サーバを分割する必要あり。 

 

2.2 クライアント PC 

■ OS 

・動作確認済 

Windows XP Home Edition／ Professional 、 Windows Millennium Edition、 Windows 98、 Windows 2000 

Professional 

Mac OS X v10.4、10.3、10.2、Mac OS 9.2 

 

■ CPU・メモリ 

・使用 OS が推奨する環境以上 
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■ 画面 

解像度 800×600 以上、High Color 以上 

 

■ ブラウザ 

・動作確認済 

Windows･･･Microsoft Internet Explorer 5.5 以上、Firefox 1.5 以上、Opera 8.5 以上 

Mac･･･Safari 2.0、 Internet Explorer5.2.2 以上、Firefox 1.5 以上 

※一部、半角英数が続くと改行されずにレイアウトが崩れる場合があります 

 

■ その他 

インターネットに接続できる環境とメールアドレスが必要。 

 

2.3 携帯電話・PHS 

■ 対応機種 

NTT DoCoMo ・503 以降（504 以降を推奨） 

・209 以降（210 以降を推奨） 

・FOMA 

※他、上記以降に発売された機種にも対応。 

au  ・W シリーズ(W01K 除く) 

・INFOBAR・A5000/C5000 シリーズ 

・A1400/A1300 シリーズ 

※他、上記以降に発売された EZ-web 対応機種にも対応。 

Softbank(旧 Vodafone) ・W 型(パケット対応機) 

・P5 型(パケット対応機) 

・P4 型(パケット対応機) 

※他、上記以降に発売されたパケット対応機種にも対応。 

WILLCOM ・AIR-EDGE PHONE 各端末 

 

3 PC 版機能・画面仕様 

3.1 登録 

i) 登録方法 
OpenPNESNS でのメンバー登録は、「招待による登録」「自主登録」の 2 種類とする。 

SNS ごとに 

１．招待による登録のみ（＝クローズド制 SNS） 

２．招待による登録および自主登録の両方が可能（=オープン制 SNS） 

のいずれかを設定ファイルにて設定する。設定は管理画面から可能。 
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クローズド制 SNS の場合ログイン画面にはログインボタンのみ表示するが、オープン制 SNS の場合ログイン画面に

「新規登録」ボタンが必要になる。 

 

クローズド制の場合のログイン画面（新規登録ボタンが無い） 

 

 

 

 

オープン制の場合のログイン画面（新規登録ボタンがある） 

 

 

 

ii) 招待による登録手順 
１． 他のメンバーから招待を受けた場合（招待手順は後述）、招待先のメールアドレスに招待メールが送信される。 

 

■ 招待メール文面 

 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

（招待した人のニックネーム）さんから（SNS 名）の招待状が届いています 

 

本文 

こんにちは！（SNS キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。。 

 

（招待した人のニックネーム）さん があなたを 
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（SNS 名）へ招待しています。 

 

―――― < （招待した人のニックネーム）さん >からあなたへのメッセージ ――― 

 

（招待時に入力したメッセージ） 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 

下記の URL から、会員登録(無料)を行うと、 

（SNS 名）に参加できます。 

 

■（SNS 名）に参加する 

（セッションつき URL） 

 

■（SNS 名）って何？ 

（SNS 名）は、参加者が互いに友人を紹介しあい、 

友人関係を広げるコミュニティ型の Web サイトです。 

 

■（SNS 名）に参加する 

（セッションつき URL） 

 

◆メッセージの相手に覚えがない方へ 

あなたがメッセージの相手に覚えがない場合、メールアドレスを 

間違えて送信されている可能性がございます。そのような場合、 

大変お手数ではございますが下記メールアドレスまでご連絡ください。 

 

（運営者メールアドレス） 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 
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２．招待メール内のセッションつき URL を選択すると、登録画面へと遷移する。 

※ここでのセッションつき URL は最新のものだけが有効となる。複数の招待メールが送られている場合、最新の招

待メールからのみ登録でき、それ以外のメール内 URL では「この URL は既に無効になっています」として、エラーに

なる。 

 

＜登録画面の流れ＞ 

・ 利用規約確認画面（a=page_o_ri） 

データベース内の利用規約文（a=page_o_sns_kiyaku で表示される文章と同じもの）を表示、同意して次の画面

へ。 

・ 登録情報入力画面 

初期に入力する情報を入力。 

必ず入力する項目：ニックネーム、誕生年月日（1901 年から入力当日までの間を登録可能、それ以外はエラー）、パ

スワード（2 度入力、文字数 6~12 字の半角英数以外はエラー、2 箇所が一致しない場合エラー）、秘密の質問（選択

肢より選択、選択肢の項目名はデータベース内保管だが管理画面での変更は不可）、秘密の答え（フリー入力）。メ

ールアドレスは招待されたものを表示し、ここでは変更できない（登録完了後は変更可能）。 

そのほか、管理画面のプロフィール項目設定で登録画面で表示するよう設定してあった項目がここで表示され、入

力・選択して登録する。 

（入力画面） （エラー画面） 
・ 登録確認画面（a=page_o_regist_prof） 

登録内容を表示し、登録メンバーが内容を確認して登録完了へ。修正する場合、入力された内容を残して再び登録

情報入力画面へ。 

・ 登録完了画面（a=page_o_regist_end） 

登録が完了（この時点でデータベースの c_member テーブルに登録情報が保存され、c_member_pre 

からは削除される）し、同時に登録完了メールが登録アドレス宛に送信される。 

また、登録時には招待したメンバーとフレンドリンクされた状態となる。 

 

■ 登録完了メール文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】登録完了のお知らせ 
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本文 

（登録メンバーのニックネーム）さん 

 

（SNS キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。。 

 

（登録メンバーのニックネーム）さんの登録を受け付けました。 

 

（SNS 名）が、あなたの今後に、大いに役立つように、 

ぜひ、フル活用いただければと思います。 

 

 

◆登録した覚えがない方へ 

 

あなたが誰からの紹介も受けた覚えがなく、当サイトに登録した 

記憶もないという場合、大変お手数ではございますが下記まで 

ご連絡ください。お預かりしている情報は責任を持って削除させ 

ていただきます。 

 

（運営者メールアドレス） 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

iii) 自主登録手順 
 

自主登録可能な SNS の場合、ログイン画面（a=page_o_login）の「新規登録」のボタンから新規登録用メールアドレ

ス入力画面（a=page_o_public_invite）に遷移する。ここで登録希望メンバーが自分のメールアドレスを入力すると、

ID=1（固定）のメンバーから招待メールが送信される。 

以降の登録手順は「招待による登録手順」と同様となる。 

ただし、管理画面での設定で PC からの登録が不可になっている場合、新規登録のリンクが切られ、メールアドレス



OpenPNE Ver2.6 概要仕様書 
 

 
12        Copyright © 2006 Tejimaya, Ltd. All Rights Reserved. 

入力画面に遷移しない。 

 

3.2 ログイン・ログアウト 

i) ログイン 
ログイン画面（a=page_o_login）にてメールアドレス・パスワードを入力し、データベース内 c_member_secure テー

ブルに暗号化され、保存されているものと一致した場合、ログインしトップページ（a=page_h_home）に移行する。 

ここで「次回から自動的にログイン」にチェックを入れた場合、ログイン情報は最終ログインから一定時間（設定ファイ

ルで設定）はセッションが保持され、それまでの間はログアウト・他アカウントによるログイン、クッキー削除をしない

限りログイン情報が保持される。一方このチェックを外した場合は、ログインセッションはブラウザを閉じた時点で削

除される。 

ただし、管理画面で「PC 版使用設定」が「使用不可にする」になっていた場合、URL を入力してもログイン画面は表

示されない。 

 

ログイン画面（a=page_o _login） 

 

 

 

 

 

 

 

ii) ログアウト 
ログイン後のいずれの画面からでも「ログアウト」を選択すると、セッション情報を削除、ログイン画面に遷移する。た

だし管理画面で外部ログインページ URL が設定されていた場合、ログアウト後その URL に遷移する。 

また、最終ログインから一定時間（設定ファイルで設定）が経過した際にもセッション情報は削除され、ログインが必

要になる。 

 

3.3 トップページ 

i) 自分ページ（h_home） 
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トップページ（h_home）に表示する内容は以下の通り。 

・ 検索欄（管理画面で表示／非表示を設定） 

検索文字入力欄と検索ボタン（日記・コミュニティ・WEB）が表示される。 

ここに文字を入力しそれぞれのボタンをクリックすると、検索内容を日記・コミュニティ・WEB（Google 検索）から検索

できる。 

・ 誕生日画像（誕生日の場合） 

当日が誕生日だった場合、下のような画像が表示される。他人ページの際と異なり、画像はリンクにならない。 

 

・ INFORMATION 欄 

データベース c_siteadminテーブルで指定された文章（記述方法は後述）とお知らせ（未読メッセージがある場合、未

読日記コメントがある場合、承認待ちリストに未回答がある場合）を表示する。 

・ 自分の画像 

登録してある 3 枚の画像のうち、「メイン画像」として登録してあるものがここに表示される。（大きい画像は w=180、

h=180 にリサイズされる）「写真を編集」でメイン画像の切り替え・画像の登録ができる（GIF・JPG・PNG・アニメ

ーション GIF、サイズは設定ファイルで変更可能、デフォルトでは 300KB）。 

・ フレンドリスト 

フレンドリストから画面更新ごとにランダムで 9 人が表示される。 

（Flash フレンドリスト機能を On にしているとランダムで 8 人が表示される） 

・ 参加コミュニティリスト 

参加コミュニティリストから画面更新ごとにランダムで 9 個が表示される。 

・ 週間予定表（管理画面で表示／非表示を設定） 

今週のスケジュールと、スケジュール追加欄が表示される。 

ここからスケジュールの追加をする場合、時刻は入らず、日付だけの予定となる。 

週間予定表の開始曜日は、設定変更画面（a=page_h_config）から変更できる（日曜始まり・月曜始まり・本日始ま

り）。 
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・ フレンド最新日記 

フレンドの日記を新しいものから最大 5 件表示する（日記タイトル右のカッコ内の数字はコメント数）。 

画像つきの日記はカメラマークがつく。同じメンバーでも別の日記であれば表示する。 

また、「もっと読む」でフレンド最新日記一覧画面（a=page_h_diary_list_friend）に遷移すると最新 50 件まで表示さ

れ、50 件ずつ遡ることが可能。 

・ フレンド最新 Blog 

フレンドの外部 Blog を新しいものから最大 5 件表示する。外部 Blog タイトルは SNS 内では表示せず、クリックする

と Blog ページに移る。 

また、「もっと読む」でフレンド最新日記一覧画面の Blog 位置（a=page_h_diary_list_friend#blog）に遷移でき、ここ

では最新 20 件が表示される（それ以降には遡れない）。 

・ 日記コメント記入履歴 

自分がコメントをつけた、フレンドの日記を新しいもの（日記作成日時ではなく、最新のコメントが入力された日時が

新しいもの）から最大 5 件表示する（日記タイトル右のカッコ内の数字はコメント数）。「もっと読む」で日記コメント記入

履歴画面（a=page_h_diary_comment_list）に遷移すると最新 50 件まで表示され、50 件ずつ遡ることが可能。 

画像つきの日記はカメラマークがつく。同じメンバーでも別の日記であれば表示する。 

カッコ内の数字はその日記についた総コメント数。 

トップページに表示されるのは自分がコメントしてから 15 日以内。 

・ コミュニティ最新書き込み 

参加コミュニティで書き込みがあったトピックを新しいものから最大 5 件表示する。 

最新が画像つきの書き込みだった場合はカメラマークがつく。 

同じコミュニティでも別のトピックであれば表示する。 

カッコ内の数字は現在のそのトピックの最新書き込みの番号（削除がない場合書込み数と一致する）。 

・ フレンド最新レビュー 

フレンドのレビューを新しいものから最大 5 件表示する。 

同じメンバーでも別のレビューであれば表示し、同じ商品へのレビューでもメンバーが違えば表示する。 
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・ お気に入り最新日記 

お気に入り登録した相手が書いた日記を新しいものから最大 5 件表示する。（お気に入りフィード機能が有効な場

合） 

・ 自分の最新日記 

自分の日記を新しいものから最大 5 件表示する（日記タイトル右のカッコ内の数字はコメント数）。画像つきの日記は

カメラマークがつく。「もっと見る」で日記リスト画面（a=page_fh_diary_list）へ遷移。 

・ 自分の最新 Blog 

自分の外部 Blog を新しいものから最大 5 件表示する。外部 Blog タイトルは SNS 内では表示せず、クリックすると

Blog ページに移る。「もっと見る」で日記リスト画面の Blog 欄（a=page_fh_diary_list#blog）に遷移。 

・ 自分の最新レビュー 

自分のレビューを新しいものから最大 5 件表示する。 

・ 自分への紹介文 

フレンドが書いた自分への紹介文をランダムで最大 5 件表示する。 

 

ii) 他人ページ(f_home) 
 

 
 

他人トップページ（ f_home）に表示する内容は以下の通り。 

・ メンバーの画像 

登録してある 3 枚の画像のうち、「メイン画像」として登録してあるものがここに表示される。（大きい画像は w=180、

h=180 にリサイズされる） 

・ フレンドリスト 

このメンバーのフレンドリストから画面更新ごとにランダムで 9 人が表示される。 

（Flash フレンドリスト機能を On にしているとランダムで 8 人が表示される） 

・ 参加コミュニティリスト 

このメンバーの参加コミュニティリストから画面更新ごとにランダムで 9 個が表示される。 

・ プロフィール 

プロフィール項目内で「全員に公開」または「友達に公開（このメンバーとフレンドリンクがある場合）」となっている項

目が表示される。 

「年齢」は生年月日をもとに自動計算され、表示される。 

・ 最新日記 
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このメンバーの日記を新しいものから最大 5 件表示する（日記タイトル右のカッコ内の数字はコメント数）。 

画像つきの日記はカメラマークがつく。 

・ 自分の最新 Blog 

このメンバーの外部 Blog を新しいものから最大 5 件表示する。外部 Blog タイトルは SNS 内では表示せず、クリック

すると Blog ページに移る。 

・ 自分の最新レビュー 

このメンバーのレビューを新しいものから最大 5 件表示する。 

・ 自分への紹介文 

フレンドが書いたこのメンバーへの紹介文をランダムで最大 5 件表示する。 

 

※ 訪ねたメンバーが誕生日の場合、下のように誕生日であることを示す画像が表示される。また、この画像はメッ

セージ送信画面へのリンクになっている。 

 
 

3.4 招待 

i) 招待方法 
「友達を誘う」から招待画面（a=page_h_invite）へ遷移しメールアドレス及び確認キーワードを入力すると、入力した

アドレス宛に招待メールが送信される。 

また、携帯電話のアドレスを入力した場合、携帯電話向けの招待メールが送信される。 

招待済みのメールアドレスは招待画面の下に「招待中一覧」として表示される。 

確認キーワードは 6 文字から 7 文字の英数字の組み合わせで、ゆがんだ形で表示される。 

確認キーワードを入れなかったり、誤ったキーワードを入力した場合は「確認キーワードが誤っています」という警

告が表示される。 

 

招待画面（a=page_h_invite） 
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ii) 招待の際の制限 
招待を行う際の制限は以下の通り。 

・ 一度に複数の招待はできない。 

・ 同じメールアドレスに二度送信すると、前の招待メールは無効になる。 

・ 管理画面で「登録の可否」が携帯電話、PC がそれぞれ不可になっていた場合、それぞれのメールアドレス（携

帯電話か PC かはドメイン名で判断）が入力された場合、エラーとなり招待メールが送信されない。 

・ 一部 Web メールなどで、迷惑メールフィルタにかかり届かないことがある。 

 

3.5 メッセージ 

i) メッセージ送信 
他人ページトップから「メッセージを送る」を選択してメッセージを作成、または受信メッセージから「返信する」を選択

してメッセージを作成する。メッセージはフレンドになっていないメンバーにも送信可能。 

 

メッセージの仕様 

・ タイトル・本文の無いメッセージは送信できない 

・ HTML 等のタグは使用不可（タグは無視される） 

・ メンバーが入力した URL は自動でリンクになる 

・ 返信の場合「Re:（元の件名）」が件名となり、本文に引用符（＞）が入る。 

・ 画像は 3 枚まで登録可能（GIF・JPG・PNG・アニメーション GIF、サイズは設定ファイルで変更可能、

デフォルトでは 300KB）、位置指定はできない。設定ファイルで設定されたピクセルより大きい画像は、

自動的に縮小されてアップロードされる（デフォルトでは 1024*768(px)）。また、日記表示画面ではリサ

イズされて表示される（画像をクリックするとリサイズ前の画像が表示される） 

 

メッセージ作成画面（a=page_f_message_send） 

 

 

ii) メッセージ通知メール 
メッセージが送られると同時に、登録メールアドレス（PC・携帯電話）に通知メールが送信される。ただし、メンバーの

設定によりメール受信設定が「受け取らない」になっている場合（PC・携帯電話はそれぞれ個別に指定される）、通

知メールは送信されない。 
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■ メッセージ通知メール文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】（メッセージを送信したメンバー）さんからメッセージが届いています 

 

本文 

（受信したメンバーのニックネーム）さん、こんにちは。 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

メッセージボックスに（メッセージを送信したメンバー）さんから 

メッセージが届いています。 

 

メッセージの内容を確認するには 

以下の URL をクリックしてください。 

 

（トップページの URL） 

 

なお、登録メールアドレスの変更などは 

「設定変更」画面からおこなってください。 

 

今後とも、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

 

iii) 受信メッセージ 
メッセージが届くと、受信メッセージボックス（a=page_h_message_box&box=inbox）に未読メッセージとして追加さ
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れ、また未読メッセージがあるとトップ画面（h_home）INFORMATION 欄に「新着メッセージが N 件あります！」と表

示される（ここで表示される「メッセージを見る」というリンクからは受信メッセージボックス画面に遷移する）。 

受信メッセージボックス画面（a=page_h_message_box&box=inbox）ではメッセージが日付の新しいものから 20 件

ずつ表示され、メッセージのステータスごとにアイコン・行背景色が変化する。 

メールのステータス：未読／既読／既読かつ返信済み 

 

受信メッセージボックス画面（a=page_h_message_box&box=inbox） 

 

受信メッセージボックス画面（a=page_h_message_box&box=inbox）では、キーワードと送信者を指定してメッセー

ジの検索をすることができる。どちらか一方の指定でも検索可能。 

送信者のドロップダウン項目にはメッセージの送信者一覧が入る。 

削除チェックボックスにチェックを入れることで、削除するメッセージを指定することができる。ページ下部の「全てをチ

ェック／全てのチェックをはずす」をクリックすることで、削除するメッセージを一括で選択することもできる。 

メッセージを指定したあと「削除ボタン」をクリックすることで該当メッセージを削除する 

 

メッセージの件名をクリックするとメッセージ表示画面に遷移、メッセージ本文と削除・返信ボタンが表示される。メッ

セージ本文内の URL はリンクになる。 

またこの画面を表示した際にメッセージが「既読」になる。 

 

受信メッセージ画面（a=page_h_message） 

 
 

受信メッセージ画面の「前を表示」リンクをクリックすると一個前のメッセージが、「次を表示」リンクをクリックすると一

個後のメッセージが表示される。 

 

iv) 送信済みメッセージ 
送信済みメッセージは、送信メッセージボックス画面（a=page_h_message_box&box=outbox）に新しいものから 20
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件ずつ表示される。メッセージの件名をクリックするとメッセージ表示画面に遷移、メッセージ本文と削除ボタンが表

示される。 

送信メッセージボックス画面（a=page_h_message_box&box=outbox）では、キーワードと宛先を指定してメッセー

ジの検索をすることができる。どちらか一方の指定でも検索可能。 

チェックボックスにチェックを入れることで、削除するメッセージを指定することができる。ページ下部の「全てをチェッ

ク／全てのチェックをはずす」をクリックすることで、削除するメッセージを一括で選択することもできる。 

メッセージを指定したあと「削除ボタン」をクリックすることで該当メッセージを削除する 

 

送信済みメッセージボックス画面（a=page_h_message_box&box=outbox） 

 
 

v) 下書き  
メッセ ージ作 成画 面で「下書 き保 存」 を選 択し た場合、 下書 きメッ セージとして 下書 きメッセ ージ ボッ クス 画面

（a=page_h_message_box&box=savebox）に新しいものから 20 件ずつ表示される。 

メッセージの件名をクリックするとそのメッセージを送信する画面（a=page_f_message_send）に遷移する。 

 

vi) メッセージの削除 
送信・受信・下書きメッセージとも、メッセージボックス画面もしくはメッセージ画面から削除を行ったものは「ゴミ箱」

（a=page_h_message_box&box=trash）で表示される。 

ここでさらに削除を行うと、ここから非表示となる（データベースにはメッセージが残る） 

また、メッセージを選択肢「元に戻す」をクリックするとそれぞれ削除する前のメッセージボックス（受信／送信済み／

下書き）に戻る。 

メッセージの件名をクリックするとメッセージ本文と「元に戻す」「削除」が表示される。 

 

3.6 フレンドリンク登録・削除 

i) フレンドリンクの手順 
まだフレンドリンク登録されていない人にフレンドリンクを申請すると、その情報がデータベースの

c_friend_confirm テーブルに追加される。 

同時に、申請されたメンバーにフレンドリンク承認メッセージが届き、承認するとデータベースの c_friend

テーブルに追加され、c_freind_confirm テーブルからは削除される。 

 

ii) フレンドリンクの申請 
他人ページ（f_home）で「マイフレンド登録」からフレンドリンク追加ページ（f_link_request）に遷移し、

メッセージを送信（フレンドリンク申請）するとデータベース c_friend_confirm に追加される。 

また、申請されたメンバーにはフレンドリンク承認依頼メッセージおよび承認依頼メッセージ通知メール（通
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常のメッセージ通知とは文面が異なる）が送信される。 

 

フレンドリンク追加画面（a=page_f_link_request&target_c_member_id=xxx） 

 
 

■ 承認依頼メッセージ通知メールの文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】（ニックネーム）さんから承認依頼メッセージが届いています 

 

（ニックネーム）さん、こんにちは。 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

メッセージボックスに（ニックネーム）さんから 

承認依頼メッセージが届いています。 

 

メッセージの内容を確認し承認を行うには 

以下の URL をクリックしてください。 

 

（トップページへの URL） 

 

なお、登録メールアドレスの変更などは 

「設定変更」画面からおこなってください。 

 

今後とも、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 
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お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

 

iii) フレンドリンク承認 
フレンドリンクを申請されると、リンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）に「フレンドリンクを要請し

ているメンバー」として追加される。また、トップページ（a=page_h_home）INFORMATION 欄に「承認

待ちのメンバーが N 名います！」と表示され、リンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）へのリンクがつ

く。 

リンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）では承認または拒否のどちらかが選択でき、どちらかを選ぶま

でここに表示される。 

承認を選択した場合、c_friend に追加されフレンドリンクが登録され、同時に c_freind_confirm からは削除

される。また、申請したメンバーには承認通知メールが送信される。承認後は、メッセージ送信画面

（a=page_f_message_send）に遷移する。 

拒否を選択した場合、c_freind_confirm からは削除され、リンク承認ページのリストから削除される。特に申

請メンバーには通知は行かない。 

 

■ フレンドリンク承認通知メールの文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】（ニックネーム）さんがあなたへのリンクを承認しました！ 

 

本文 

（ニックネーム）さん、こんにちは。 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

◆あなたの「（ニックネーム）さん」へのリンクが、 

 先ほど承認されましたので、ご連絡いたします。 

 

◇それでは、（ニックネーム）さんの紹介文を書いて、 

 他のお友達に紹介しましょう！ 

（承認されたメンバーの紹介文作成画面 URL） 

 

今後も、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 
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■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

3.7 あしあと 

i) 機能概要 
そのメンバーへのアクセス数とアクセスしたメンバー、日時を表示する。 

 

ii) あしあとのつく基準 
あしあとテーブルへ保存される基準 

自分を除くメンバーが、自分のページ（後述）にアクセスした場合にデータベース c_ashiato テーブルに保存される。

ただし、同じメンバーが 5 分以内にアクセスした場合、あしあとは保存されない。 

また、設定画面（h_config）で忍び足機能を有効にしていた場合、あしあとは保存されない。 

あしあと保存対象ページ： f_home, fh_diary,fh_friend_list 

あしあと表示画面（h_ashiato）およびランキング等に反映される「アクセス数」はこの数によって算出される。 

 

あしあととして表示される基準 

あしあと表示画面（h_ashiato）には、データベース c_ashiato テーブル内の項目で c_member_id_to が自分の ID と

なっているものが新しいものから順に 30 件表示される。 

ただし、同一日の同一メンバーからのあしあとについては、最新のものだけが表示される。 

 

あしあと表示画面（h_ashiato） 
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iii) あしあと通知メッセージ 
上記「アクセス数」が、メンバーが設定画面（h_config）で設定した数値に達すると、登録メールアドレスに「あしあと通

知メール」が送信される。 

このメールは同設定画面でのメール通知設定に関わらず送信される。 

 

■ あしあと通知メール文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】あしあと（メンバーが設定したアクセス数）人目はこの方です！ 

 

本文 

（メンバーニックネーム）さん、こんにちは。 

（SNS キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

（メンバーニックネーム）さんのページ全体のアクセス数が 

（メンバーが設定したアクセス数）アクセスを超えました。 

 

記念すべき（メンバーが設定したアクセス数）アクセス目の訪問者は 

（あしあとをつけたメンバーのニックネーム）さんでした！ 

 

以下の URL より（あしあとをつけたメンバーのニックネーム）さんのプロフィールを見ることができます。 

これをきっかけにアクセスしてみてはいかがですか。 

 

（あしあとをつけたメンバーのホームへの URL） 

 

今後とも、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 
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■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 
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3.8 日記・コメント 

i) 日記閲覧 
自分の日記の場合、自分ページ（h_home）から「日記」を、他人の場合、他人トップページ（f_home）か

ら「日記を読む」を選択すると、日記一覧ページが表示される。ここでは最新の日記から 30 件が表示され、

また自分ページの場合それぞれの日記に編集画面へのリンクがつく。 

 

日記一覧画面（a=page_fh_diary_list） 

 

 

 

 

 

 

 

日記一覧画面には日記 30 件（先頭半角 120 文字まで表示）のほか、当月のカレンダーと月別アーカイブへ

のリンクが表示される。月別アーカイブは、最初の日記がある月から現在の月まで、日記の有無に関わらず

表示される。 

月別のアーカイブページでは、その月に書かれた日記が一覧表示される。 

当月のカレンダーでは日記が書かれている日付がリンクとなり、ここからはその日の日記リストにリンクす

る（1 件しかない場合でも、その日のリストに遷移する）。 

最近のコメント欄の「一覧を見る」をクリックした場合、このメンバーの日記につけられたコメントが書き

込まれた日時順に 50 件一覧表示される。コメントをクリックすると対象の日記に遷移する。 

カテゴリのついた日記が存在する場合、「カテゴリ一覧」欄にカテゴリ別アーカイブページへのリンクが表示

される。カテゴリ別のアーカイブページでは、そのカテゴリに属する日記が一覧表示される。
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ii) 日記を書く 
自分ページ（a=page_h_home）または日記一覧ページ（a=page_fh_diary_list）で「日記を書く」を選択す

ると、日記作成画面（h_diary_add）に遷移、日記の記入を行う。 

ここで日記を作成すると、作成日時・メンバーID とともにデータベースに日記が登録される（c_diary）。 

日記の作成における主な仕様は以下の通り。 

・ タイトルまたは本文が空欄だとエラーとなる 

・ HTML 等のタグは使用不可、ただし URL は自動でリンクになる（長い場合は短縮して表示） 

・ 画像は 3 枚まで登録可能（GIF・JPG・PNG・アニメーション GIF、サイズは設定ファイルで変更可能、

デフォルトでは 300KB）、位置指定はできない。設定ファイルで設定されたピクセルより大きい画像は、

自動的に縮小されてアップロードされる（デフォルトでは 1024*768(px)）。また、日記表示画面ではリサ

イズされて表示される（画像をクリックするとリサイズ前の画像が表示される） 

・ 作成後に編集した場合でも、作成日時は変更されない 

・ 日記記事毎に「全員に公開」「マイフレンドまで公開」「公開しない」の 3 種類の公開範囲を選択できる(ⅳ

公開設定参照) 

・ 日記記事ごとにカテゴリを付加することができる。ひとつのカテゴリあたりの文字数は半角 20 文字以内

で、半角スペース区切りで最大 5 つまで指定可能。また一度使用したカテゴリは、プルダウンメニュー

から選択することもできる。 

・ CMD タグ（外部コマンドタグ）を使用することで外部サービスのコンテンツを OpenPNE 日記内に表示

することが出来る。また、url2CMD 機能により、外部サービスの URL を書くだけで外部サービスのコン

テンツを OpenPNE 日記内に表示することが出来る。 

CMD タグの例）<cmd src="youtube" args="-ShGhmqw4vM,425,425"> 

（args は"Youtube の ID,横サイズ,縦サイズ） 

url2CMDの例)  http://www.watchme.tv/v/?mid=7576182d0a84b1ba2207f8f061d48bc9 

 

 

日記作成／編集画面（h_diary_add） 
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iii) コメント 
日記を読むことのできるメンバー（日記の公開制限をしている場合、アクセスブロック対象者の場合は読む

ことができない）は誰でも日記に対しコメントを書き込むことができる。 

日記表示画面（a=page_fh_diary）でコメントを入力した場合、コメント内容とともにコメントを書いたメン

バー・日時、コメント元の日記 ID がデータベースの c_diary_comment テーブルに保存される。 

コメント内に HTML 等のタグは使用できないが、URL は自動的にリンクとなる。（長い場合は短縮して表示） 

コメントの削除は同様に日記表示画面で行う。コメントを削除できるのはコメントを書いたメンバーと、日

記を書いたメンバーのみで、コメントを書いたメンバーでは削除リンクが、日記をかいたメンバーではチェ

ックボックスと削除ボタンが表示される。 

コメントの画像は 3 枚まで登録可能（GIF・JPG・PNG・アニメーション GIF、サイズは設定ファイルで変

更可能、デフォルトでは 300KB）で、位置指定はできない。設定ファイルで設定されたピクセルより大きい

画像は、自動的に縮小されてアップロードされる（デフォルトでは 1024*768(px)）。また、日記表示画面で

はリサイズされて表示される（画像をクリックするとリサイズ前の画像が表示される） 

 

日記表示画面（a=page_fh_diary） 
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iv) 公開設定 
設定変更画面（a=page_h_config）で日記のデフォルト公開設定が選択できる。 

公開設定が「友人まで公開」になっている場合、そのメンバーのすべての日記がフレンド登録したメンバー

にしか見られない状態になる。 

友人まで公開にした場合の仕様は以下の通り。 

・ 友人まで公開にしている場合、最新日記表示画面（a=page_h_diary_list_all）には表示されない。フレン

ドの最新日記表示画面（a=page_h_diary_list_friend）には表示される。 

・ SNS 内部日記にのみ適用され、外部 BLOG に関しては全メンバーに表示される。 

・ フレンド登録していないメンバーが「友人まで公開」になっている日記一覧（a=page_fh_diary_list）に

アクセスすると、日記アクセス不可画面（a=page_h_err_diary_access）を表示する。 

・ フレンド登録していないメンバーが URL 直接入力で「友人まで公開」になっている日記表示画面

（a=page_fh_diary&target_c_diary_id=xxx）にアクセスしようとすると、「この日記にアクセスできませ

ん」という日記アクセス不可画面（a=page_h_err_diary_access）を表示する。 

 

日記アクセス不可画面（a=page_h_err_diary_access） 

 

 

 

 

 

 

3.9 外部日記（BLOG） 

i) 機能概要 
SNS 外の、RSS・Atom を配信している BLOG から記事を取得し、表示する機能。OpenPNE では SNS 内部

日記と共存できる。 

 

ii) 登録手順 
設定変更画面にて RSS または BLOG の URL を入力して変更を実行すると、RSS で記事情報を取得する。デ

ータベース c_member の rss テーブルに追加され、その後は一定時間（サーバの cron の設定に基づく）ごと

に記事が取得される。 

 

iii) RSS 取得・表示仕様 
RSS によって取得・表示するのは BLOG の記事の更新日時・タイトル・URL で、記事本文は取得表示せず

に外部ページを開く。 

設定画面で RSS の URL を入力しても BLOG サイトの通常の URL を入力しても記事情報は取得できるが、

取得元の仕様によっては RSS の URL を入力しないと正常に記事が取得できない場合がある。 

設定変更時は定期更新とは別に RSS を再取得する。 
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BLOG の更新日時が未来になっているものはデータベースに保存しない。 

 

3.10 レビュー 

i) 機能概要 
本や CD などのレビュー（感想・推薦文）を書く機能。Amazon.co.jp の商品サイトと連動し、SNS 運営者に

アフィリエイト収入を入れることも可能。 

 

ii) レビューの登録 
自 分 ペ ー ジ ナ ビ バ ー か ら 「 マ イ レ ビ ュ ー 」 を 選 ぶ と メ ン バ ー ご と の レ ビ ュ ー 一 覧

（a=page_fh_review_list_member）に移動し自分が書いたレビューのリストが表示される。ここで「レビュ

ーを書く」を選択すると商品検索画面（a=page_h_review_add）に遷移、ここで商品を検索する。商品名・

著者名にキーワードがある商品が検索結果として表示されるので、ここから商品を選んで「レビューを書く」

を選択するとレビュー入力・編集画面（a=page_h_review_add_write）に遷移し、ここでレビュー本文と評

価（5 段階）を入力するとレビューが作成される。 

（メンバーレビュー一覧） （レビュー検索画面） 

（レビュー作成・編集画面） 

 

既に作成されたレビューを編集する場合、メンバーごとのレビュー一覧（a=page_fh_review_list_member）

から「編集」をクリックするとレビュー作成・編集画面（a=page_h_review_add_write）に移動し、編集で

きる。ここでは現在保存されている本文と評価が表示される。 

 

iii) 検索・閲覧 
他のメンバーの書いたレビューを見る場合、他人トップ（f_home）または自分トップ（h_home）の最新の

レビューから直接遷移するか、他人ページナビバーの「おすすめレビュー」からメンバーごとのレビューリ

スト（a=page_fh_review_list_member）を表示し、そのメンバーが書いたレビューを読むことができる。 

一方、全体ナビバー「レビュー検索」でレビュー検索画面（a=page_h_review_search）に移動し、ここで商
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品 を 検索 して 「 すべ ての レビ ュー を 見る 」を 選択 し た場 合、 商品 ご との レビ ュー リ スト

（a=page_h_review_list_product）に遷移し、その商品についてのレビューを読むことができる。 

 

 
メンバーごとのレビューリスト（a=page_fh_review_list_member）。そのメンバーが書いた複数の商品へのレ

ビューがリスト表示されている。表示項目は商品タイトル、商品概要・商品画像（Amazon.co.jp にある情報）、

レビュー本文、登録日時、評価（5 段階が画像で表示される） 

 

 
商品ごとのレビューリスト（a=page_h_review_list_product）。その商品に対して複数のメンバーがレビュー

を書いている。表示項目は記入者、レビュー本文、登録日時、評価（5 段階が画像で表示される） 

 

iv) クリップ 
レビューされた商品をブックマークし、自分のページからすぐ辿れるようにした機能。購入検討中の商品な

どに使用する。自分のみ表示でき、他人のクリップは見ることはできない。 

 

商品ごとのレビューリスト（a=page_h_review_list_product）で「クリップに追加する」を選択すると確認画

面の後でデータベース内 c_review_clip テーブルに対象商品とメンバーID が追加され、クリップされる。 

自分のクリップはメンバーごとのレビューリスト（a=page_fh_review_list_member）で「クリップを見る」

を選択しクリップリスト画面（a=page_h_review_clip_list）で見ることができる。クリップリスト画面で商

品のチェックボックスをチェックし「削除」をクリックするとそのクリップが削除される。（レビューそのも

のは消えない） 

（クリップリスト画面） 
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3.11 メンバー検索 

i) 機能概要 
SNS 内の登録メンバーを検索・表示する機能。ニックネームやプロフィール項目などから検索が可能。 

全体ナビバー「メンバー検索」からメンバー検索ページ（a=page_h_search）に遷移し、名前（ニックネー

ム）またはプロフィール項目から検索を行う。プロフィール項目は複数の条件から検索することができるが、

プロフィール項目とニックネームとを組み合わせた検索はできない。 

 

メンバー検索ページ（a=page_h_search） 

 

 

ii) 名前で検索 
メンバー検索ページ（a=page_h_search）下部で「ニックネーム」を入力して検索すると、ニックネームに

よる検索ができる。結果はメンバー検索結果表示画面（a=page_h_search_result）に表示される。ここでは

プロフィールの公開設定に関わらず全員が検索対象となり、検索結果表示画面には名前・自己紹介・最終ロ

グインと管理画面プロフィール設定で検索時に表示するよう設定したものが表示される。検索に関する主な

仕様は以下の通り。 

 

・ ニックネーム検索は部分一致型 

・ 全ユーザーが検索対象 

・ 何も入力せずに検索すると SNS 登録者全員が検索結果となる 

・ 検索結果は一画面に 20 人ずつ、該当メンバー内で ID の新しい順に表示される 

 

メンバー検索結果表示画面（a=page_h_search_result） 
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iii) プロフィール項目で検索 
メンバー検索ページ（a=page_h_search）上部で各プロフィール項目を入力・選択して検索すると、プロフ

ィールによる検索ができる。結果はメンバー検索結果表示画面（a=page_h_search_result）に表示される。

ここでは各プロフィール項目ごとの公開設定によって検索に反映されるかどうかが異なり、「全員に公開」に

なっているメンバーだけが結果として表示される。検索に関する主な仕様は以下の通り。 

 

・ 検索できるプロフィール項目は、プロフィール項目のなかで、管理画面プロフィール設定で検索時に表

示するよう設定したものとなる。プロフィール編集時にラジオボタン・チェックボックスとなっていた

ものも、検索時にはドロップダウンからの選択となる。 

・ 各項目ごとに公開設定を「全員に公開」になっているメンバーが検索対象となり、「友人まで公開」でか

つフレンドリンクされている場合でも検索対象にはならない。 

・ 何も選択・入力せずに検索すると SNS 登録者全員が検索結果となる（公開設定に関わらず表示される）。 

・ 検索結果は一画面に 20 人ずつ、該当メンバー内で ID の新しい順に表示される。 

 

iv) 検索項目の一覧 
メンバー検索画面（a=page_h_search）にある「項目の一覧」欄の「一覧を見る」をクリックすると、検索

項目一覧画面（a=page_h_search_list）に遷移する。 

ここでは各プロフィール項目の選択肢がそれぞれリンクになっており、その選択肢を選んでいるメンバーの

一覧（画面としては検索結果と同ページ）に遷移する。また、選択肢ごとのメンバー数が表示される。 

ここで検出されるメンバーはそれぞれの項目を「全員に公開」に設定しているメンバーのみなので、全体の

正確な統計データにはならない。 

 

検索項目一覧画面（a=page_h_search_list） 

 
 

3.12 お気に入り 

i) 機能概要 
フレンド登録とは別に、メンバーをブックマークする機能。 

フレンドとして登録されてはいないがよく見るメンバー、フレンドの中でも特によく見るメンバーを登録し、

訪ねやすくする。 
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お気に入りの登録状況は本人以外は見ることができず、また登録されたメンバーには通知されない。 

 

ii) 登録手順・仕様 
他人ページのナビバーから「お気に入りに登録」を選ぶと、確認画面の後、データベースの c_bookmark テ

ーブルに登録される。特に登録人数に制限はない。 

お気に入りとして登録されたメンバーは、お気に入りリスト画面（a=page_h_bookmark_list）に表示される。 

お気に入り画面に表示される項目（自己紹介文、ログイン状況）は、お気に入り登録をするとそのメンバー

にアクセスしなくとも確認ができる。 

お気に入り表示は１画面 20 人まで、以降は「次を表示」で 20 件ずつ表示することができる。 

 

お気に入りリスト画面（a=page_h_bookmark_list） 

 
 

3.13 紹介文 

i) 機能概要 
他のメンバーに対しフレンドについて紹介する文章をそのフレンドのページ（a=page_f_home）に記載する

機能。 

 

ii) 登録手順・仕様 
他人ページナビバーから「紹介文を編集」を選択すると紹介文入力・編集画面（a=page_f_intro_edit）に遷

移する（既に紹介文がある場合は現在の紹介文が入力された状態になる）。ここでそのメンバーを紹介する文

章を入力すると、データベース c_friend テーブルに紹介文（ intro）として保存され、書かれた側のメンバー

トップページ（a=page_h_home/f_home）に文章が表示される。 

また、トップページ（a=page_h_home/f_home）では先頭半角 200 文字のみの表示となるが、「全て見る」

を選択すると紹介文表示ページ（a=page_fh_intro）では全文が表示される。 

マイフレンド管理画面（a=page_h_manage_friend）でも紹介文の表示、削除、編集が可能。 

紹介文に関する主な仕様は以下の通り。 

・ 紹介文がかけるのはフレンド登録されているメンバーのみ 

・ 自分の書いたメンバーの紹介文は編集・削除可能 

・ フレンドが自分について書いた紹介文は削除可能 

・ HTML 等のタグは使用不可、ただし URL は自動でリンクになる 
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・ まだ紹介文を書いてないフレンドのトップページ（a=page_f_home）には「XXXさんをみんなに紹介し

ましょう！」という文言と紹介文入力ページ（a=page_f_intro_edit）へのリンクが表示される 

 

3.14 フレンドにメンバーを紹介 

i) 機能概要 
フレンドに他のメンバーを紹介するメッセージを送る機能。そのメンバーのページへのリンクがメッセージ

で送られる。 

 

ii) 手順・仕様 
他人ページナビバーから「マイフレンドに紹介」を選択するとメンバー紹介メッセージ作成画面（f_invite）

に遷移する。 

ここでメッセージを送るフレンドをチェックボックスで選択し（複数選択可能）、メッセージを入力して送信

する。 

紹介されるメンバーには特に制限は無い（フレンドでなくとも紹介はできる）が、メッセージ送信先はフレ

ンド登録されていてかつ紹介するメンバーとフレンド登録されていないメンバーに限られ、それ以外は送信

先候補チェックボックスに挙がらない。 

ここで送信されたメッセージはそれぞれのメンバーにメッセージとして届き、同時にメッセージ通知メール

が送信される（メンバーのメール受信設定によってはメールは送信されない）。 

メッセージ入力欄にはデフォルトで「～～さんを紹介します」という文面が入っている（変更可能）。メッセ

ージの文面は以下のようになる。 

 

（メッセージを送信したメンバーのニックネーム） さんからメンバー紹介のメッセージが届いています。 

メッセージ： 

（入力されたメッセージ） 

このメンバーの URL 

（紹介されたメンバーのトップページ f_home） 

 

また、メッセージ通知メールはメンバー紹介の場合通常と文面が異なる。メール文面は以下の通り。 

 

■ メンバー紹介メッセージ受信通知メールの文面 

 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】（メッセージを送信したメンバーのニックネーム）さんからメンバー紹介メッセージが届いています 

 

本文 

（受信したメンバーのニックネーム）さん、こんにちは。 
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（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

メッセージボックスに（メッセージを送信したメンバーのニックネーム）さんから 

メンバー紹介メッセージが届いています。 

 

メッセージの内容を確認するには 

以下の URL をクリックしてください。 

 

（トップページの URL） 

 

なお、登録メールアドレスの変更などは 

「設定変更」画面からおこなってください。 

 

今後とも、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

 

3.15 コミュニティ検索 

i) 機能概要 
コミュニティをカテゴリ、またはキーワードから検索する機能。また検索結果のソート順を変更することが

可能。 

 

コミュニティ検索画面（a=page_h_com_find_all） 
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検索結果も同じページに表示される。デフォルトでは最近出来たコミュニティから 20 件表示（並び替えで「作

成日順」を選択したときと同じ状態）。並び替えで「メンバー数順」を選択すると表示対象（デフォルト状態

なら全コミュニティ）のなかでメンバーの多いものから 20 件ずつ表示される。 

 

ii) カテゴリからの検索 
コミュニティ検索画面には小コミュニティカテゴリがリンクとして表示されている（横の数値はそのカテゴ

リに所属するコミュニティの数）。このリンクを選択するとそのカテゴリに属しているすべてのコミュニティ

が作成日の新しいものから最大 20 件ずつ表示される。コミュニティ掲示板の公開設定に関わらず表示される。 

 

iii) 検索ワードによる検索 
コミュニティ検索画面の検索ワード入力欄にキーワードを入力して検索することで、コミュニティのフリー

ワード検索を行う。キーワードがコミュニティ名またはコミュニティ説明文に含まれる場合に検索結果とし

て表示され、コミュニティ掲示板の公開設定に関わらず表示される。単語ごとの部分一致型。 

入力後ドロップダウンからコミュニティカテゴリを選択して検索ボタンを押す、またはキーワード検索結果

が出た画面でコミュニティカテゴリのリンクを選択することでコミュニティカテゴリを限定したキーワード

検索が可能。 

3.16 コミュニティページ 

i) 表示項目 

 
トップページ（c_home）に表示する内容は以下の通り。 

・ コミュニティの画像 

登録してある画像がここに表示される。（大きい画像は w=180、h=180 にリサイズされる） 



OpenPNE Ver2.6 概要仕様書 
 

 
38        Copyright © 2006 Tejimaya, Ltd. All Rights Reserved. 

 

・ メンバーリスト 

コミュニティ参加メンバーから画面更新ごとにランダムで 9 人が表示される。 

（Flash メンバーリスト機能を On にしているとランダムで 8 人が表示される） 

・ コミュニティ名 

・ 開設日 

・ 管理人ニックネーム（ニックネームはメンバートップページ f_home へのリンクとなる） 

・ 所属コミュニティカテゴリ（小カテゴリ） 

・ 現時点のメンバー数 

・ 参加条件と公開範囲 

・ コミュニティ説明文 

コミュニティ管理者が作成・編集画面で編集した内容が表示される。 

 

・ コミュニティ掲示板 

コミュニティ内のトピックを最近書き込みのあったもの（作成順ではない）から最大 7 件表示する。表示項目は最新書

き込みの日付・トピックタイトル・最新書き込みの写真の有無（カメラマーク）。 

※ 掲示板が非公開のコミュニティでかつ参加していない場合、この欄は表示されない。 

 

・ 新着イベント書き込み 

コミュニティ内のイベントを最近書き込みのあったもの（イベント日時ではない）から最大 7 件表示する。表示項目は

最新書き込みの日付・イベントタイトル・最新書き込みの写真の有無（カメラマーク）。 

※掲示板が非公開のコミュニティでかつ参加していない場合、この欄は表示されない。 

 

・ 新着おすすめレビュー 

コミュニティに関連付けられたレビューを最新のものから最大 7 件表示する。コミュニティ参加者によって書かれ、か

つ関連付けられたものだけが表示される。表示項目は最新書き込みの日付とレビュー対象商品。 

 

・ メール受信設定 

コミュニティに参加している場合、現在のメール受信設定と受信設定変更ボタンが表示され、ここで変更も可能。 

 



OpenPNE Ver2.6 概要仕様書 
 

 
39        Copyright © 2006 Tejimaya, Ltd. All Rights Reserved. 

ii) コミュニティメンバーリスト 

 
 

コミュニティトップ画面（c_home）でのコミュニティメンバーはランダムでの 9 人しか表示されないが、「全てを見る」を

クリックすることでコミュニティメンバーリスト（a=page_c_member_list）に遷移し、全員（１画面 50 人ずつ）が表示さ

れる。 

また、コミュニティ管理者の画像の上に王冠マークが表示される。 

ここでの表示順はコミュニティ参加の新しいメンバーが前（左上）になり、古い参加者ほど下になる。51番め以前の参

加者は次ページでの表示となる。 

 

3.17 コミュニティ参加・退会 

i) 参加の手順（通常コミュニティの場合） 
コミュニティ画面ナビバーにある「コミュニティに参加」を選択すると、管理者承認が不要なコミュニティ

の場合、確認画面を経てコミュニティに参加する（データベース c_commu_member テーブルに追加される）。 

※既に参加している場合はエラー画面に遷移する。 

コミュニティへの参加が完了すると、「参加お知らせメール受信設定」が「受信する」になっていた場合、以

下のコミュニティ管理者にコミュニティ参加通知メールが送信される。（デフォルトは「受信する」になって

いる。コミュニティ設定変更で設定可能） 

 

■ コミュニティ参加通知メール 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】（新たに参加したメンバーのニックネーム）さんがコミュニティに参加しました 

 

（コミュニティ管理者のニックネーム）さん、こんにちは。 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

「（コミュニティ名）」コミュニティに、（新たに参加したメンバーのニックネーム）さんが参加しましたので、ご連絡致します。 
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◆（コミュニティ名）コミュニティのページ 

（コミュニティトップ c_home へのリンク URL） 

 

◇（新たに参加したメンバーのニックネーム）さんのページ 

（メンバートップ f_home へのリンク URL） 

 

今後も、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

ii) 参加に承認が必要なコミュニティの場合 
参加に承認が必要な場合、「コミュニティに参加」を選択するとコミュニティ参加依頼送信画面

（a=page_c_join_request）に遷移し、ここでメッセージを入力し「参加を希望する」を選択するとコミュニ

ティ管理者にメッセージが送信され、データベース c_commu_member_confirm テーブルに追加される。 

※既に参加している場合、参加依頼承認待ちの場合はエラー画面に遷移する。 

 

また、コミュニティ管理者にはコミュニティ参加承認依頼メッセージおよび承認依頼メッセージ通知メール

（フレンド承認依頼通知と同じ文面）が送信される。 

コミュニティ参加を申請されると、管理者のリンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）に「管理コミュニ

ティに参加を希望しているメンバー」として追加される。また、トップページ（a=page_h_home）

INFORMATION 欄に「承認待ちのメンバーが N 名います！」と表示され、リンク承認ページ

（a=page_h_confirm_list）へのリンクがつく。 

リンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）では承認または拒否のどちらかが選択でき、どちらかを選ぶま

でここに表示される。 

承認を選択した場合、c_commu_member テーブルに追加されて申請していたメンバーがコミュニティに登

録され、同時に c_commu_member_confirm テーブルからは削除される。また、フレンドリンクと異なり申

請したメンバーへの承認通知メールは送信されない。 

拒否を選択した場合、c_commu_member_confirm テーブルからは削除され、リンク承認ページのリストから

削除される。申請メンバーには通知は行かない。 
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コミュニティ参加依頼送信画面（a=page_c_join_request &target_c_commu_id=xxx） 

 
 

iii) 参加者にメッセージを送る 
管理者はコミュニティトップページ（a=page_c_home）にあるコミュニティメンバーの「参加者にメッセー

ジを送る」リンクからコミュニティ参加者全員にメッセージを送ることが出来る。 

 

 

iv) コミュニティ退会 
コミュニティ画面ナビバーにある「コミュニティを退会」を選択すると、確認画面を経てコミュニティから

退会する（データベース c_commu_member テーブルから削除される）。 

※コミュニティ管理者はコミュニティから退会できない（エラー画面へ）。コミュニティ管理者が退会するに

は、コミュニティ管理者を他のメンバーに交代する必要がある（手順・仕様は後述）。 

 

3.18 トピック・掲示板 

i) 機能概要 
コミュニティ内に「トピック」として掲示板が置かれる（複数可）。トピックおよび書き込みは基本的にコミ

ュニティに参加していなくても見ることはできるが、書き込み・トピック作成はコミュニティ参加者しか行

えない。「トピック作成権限」が「コミュニティ管理者のみ作成可能」になっている場合は、コミュニティの

管理者のみトピックの作成を行うことができる。 

 

 

ii) 制限の設定 
コミュニティ参加および掲示板公開の設定は以下の項目からコミュニティ管理者が設定する。 

・ 参加：誰でも参加可能、掲示板：全員に公開 

・ 参加：管理者の承認が必要、掲示板：全員に公開 

・ 参加：管理者の承認が必要、掲示板：コミュニティ参加者にのみ公開 

 

参加に管理者の承認が必要に設定すると、コミュニティ参加時のリンク先が異なり、管理者による承認を受

けない限り参加できなくなる。 

掲示板がコミュニティ参加者のみの場合、コミュニティトップ画面（a=page_c_home）にトピックへのリン
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クが表示されない。また URL 直接入力の場合も表示権限がないためエラーとなる。 

 

iii) 表示・書き込み手順 
コミュニティトップ（a=page_c_home）またはトピック一覧画面（a=page_c_topic_list）でトピックを選択

するとトピック掲示板画面に遷移する（自分が所属しているコミュニティであれば自分ページからもここに

遷移する）。 

 

トピック掲示板画面（a=page_c_topic_detail&target_c_commu_topic_id=xxx） 

 （参加していないコミュニティの場合） 

トピック掲示板画面では、参加しているコミュニティの場合書き込み欄が表示される。掲示板書き込みに関

する主な仕様は以下の通り。 

・ 本文が空欄だとエラーとなる 

・ HTML 等のタグは使用不可、ただし URL は自動でリンクになる（長い場合は短縮して表示） 

・ 画像は 3 枚まで登録可能（GIF・JPG・PNG・アニメーション GIF、サイズは設定ファイルで変更可能、

デフォルトでは 300KB）、位置指定はできない（横に複数枚並ぶ）。設定ファイルで設定されたピクセル

より大きい画像は、自動的に縮小されてアップロードされる（デフォルトでは 1024*768(px)）。また、表

示画面ではリサイズされて表示される（画像をクリックするとリサイズ前の画像が表示される） 

・ 作成後の編集はできない。書き込み内容を後で変更するには、削除して再度投稿する。 

・ 書き込みの削除は書き込み本人かコミュニティ管理者が行うことができる。それ以外のメンバーでは「削

除」リンクが表示されない。 

CMD タグの例）<cmd src="youtube" args="-ShGhmqw4vM,425,425"> 

（args は"Youtube の ID,横サイズ,縦サイズ） 

url2CMD の例)  http://www.watchme.tv/v/?mid=7576182d0a84b1ba2207f8f061d48bc9 

 

iv) トピックの作成 
コミュニティトップ（a=page_c_home）またはトピック一覧画面（a=page_c_topic_list）で「トピックを作

成」を選択すると、トピック作成画面に遷移する。なお、コミュニティ設定の「トピック作成権限」が「コ

ミュニティ管理者のみ作成可能」になっている場合は、コミュニティの管理者のみトピックの作成を行うこ

とができる。トピックの作成時には同時に 1 つめの書き込みが作成される。また、トピックのひとつ目の書

き込みは編集可能。トピックタイトルがない場合はエラーとなる。 

トピックの１つめの書き込みだけを削除することはできず、その後の掲示板の書き込みを含めたトピック自

体が削除される。削除できるのは作成者またはコミュニティ管理者。 
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トピック作成画面（a=page_c_topic_add） 

 

 

3.19 コミュニティ作成・設定 

i) コミュニティ新規作成 
コミュニティ検索画面（a=page_h_com_find_all）で新規作成を選択すると、コミュニティ作成画面に遷移す

る。 

ここでコミュニティ名・所属するコミュニティ小カテゴリ（データベース内 c_commu_category テーブルに

あるものが選択肢として表示される）・参加／公開設定・コミュニティ説明文・コミュニティ画像を入力する

と確認画面の後コミュニティが作成される。 

コミュニティの作成に関する主な仕様は以下の通り。 

・ コミュニティを作成したメンバーがコミュニティ管理者となる。 

・ 説明文には HTML 等のタグは使用不可、ただし URL は自動でリンクになる 

・ 画像は１枚のみ登録可能（GIF・JPG・PNG・アニメーション GIF、サイズは設定ファイルで変更可能、

デフォルトでは 300KB）。設定ファイルで設定されたピクセルより大きい画像は、自動的に縮小されてア

ップロードされる（デフォルトでは 1024*768(px)）。また、表示画面ではリサイズされて表示される。 

コミュニティ作成・編集画面（a=page_h_com_add） 
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ii) コミュニティ設定変更 
コミュニティ管理者の場合、コミュニティトップ画面（c_home）に「コミュニティ設定変更」のリンクが表

示される。このリンクからコミュニティ作成・編集画面（編集の場合、現在の設定が入力・選択されている）

に遷移し、各種情報（コミュニティ名称、所属小カテゴリ、参加条件と公開範囲、トピック作成権限、説明

文、画像、参加お知らせメール受信設定）を編集できる。ただし、参加設定を変更してもその時点で既に参

加しているメンバーについては変更がない。 

また、1 コミュニティにつき 1 件の地図情報を設定することができる。 

地図情報は都道府県または緯度経度で指定する。 

設定した地図はコミュニティトップ画面（c_home）に表示される。 

 

コミュニティ設定変更画面（a=page_c_edit） 

 

 

地図が表示されたコミュニティトップ画面（a=page_ c_home） 
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3.20 コミュニティメンバー管理 

i) 機能概要 
コミュニティ管理者が、その管理権を他のコミュニティメンバーに渡す場合や、コミュニティから特定のメ

ンバーを退会させる機能。そのコミュニティ管理者以外はこの機能を使うことはできない。 

 

コミュニティメンバー管理画面（a=page_c_edit_member） 

 

 

コミュニティトップ画面（a=page_c_home）のメンバーリスト下に、管理しているコミュニティの場合だけ

「メンバー管理」というリンクが表示されるので、それをクリックするとコミュニティメンバー管理画面

（a=page_c_edit_member）になる。ここではメンバーのニックネームとコミュニティ参加日時（コミュニ

ティ作成者は作成日時）、「退会させる」および「管理権を渡す」リンクが表示される。メンバーの並び順は

コミュニティに参加した日時の新しいメンバーが上に表示される。 

 

ii) メンバーの強制退会 
コミュニティメンバー管理画面（a=page_c_edit_member）でメンバーの欄にある「コミュニティから退会

させる」をクリックすると、確認後に選択したメンバーをコミュニティから強制退会させる。退会させられ

たメンバーには特に通知はない。 

 

iii) コミュニティ副管理者に指名 
コミュニティメンバー管理画面（a=page_c_edit_member）でメンバーの欄にある「副管理者に指名」をク

リックすると、副管理者依頼画面（a=page_c_sub_admin_request）に遷移する。ここで「送信」を選択す

るとそのメンバーにメッセージが送信され、データベース内 c_commu_sub_admin_confrim テーブルに追加

される。 

※副管理者依頼の取消はリンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）から行う。 

 

また、指名されたメンバーにはコミュニティ副管理者依頼メッセージおよび副管理者依頼メッセージ通知メ

ールが送信される。 

コ ミ ュ ニ テ ィ 副 管 理 者 依 頼 が 申 請 さ れ る と 、 依 頼 さ れ た メ ン バ ー の リ ン ク 承 認 ペ ー ジ

（a=page_h_confirm_list）に「あなたにコミュニティ副管理者を希望しているメンバー」として追加される。

また、トップページ（a=page_h_home）INFORMATION 欄に「コミュニティ副管理者依頼が N 件きていま
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す。」と表示され、リンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）へのリンクがつく。 

リンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）では承認または拒否のどちらかが選択でき、どちらかを選ぶま

でここに表示される。 

承認を選択した場合、c_commu テーブルの c_member_id_sub_admin が変更されて副管理者が追加、同時に

c_commu_sub_admin_confirm テーブルからは削除される。 

拒否を選択した場合、c_commu_sub_admin_confirm テーブルからは削除され、申請したメンバー・された

メンバーともにリンク承認ページのリストから削除される。 

 

コミュニティ副管理者は、次にあげる以外の操作を行うことができる。 

・ コミュニティ管理者交代依頼 

・ コミュニティ削除 

 

 

iv) コミュニティ管理権を渡す 
コミュニティメンバー管理画面（a=page_c_edit_member）でメンバーの欄にある「管理権を渡す」をクリ

ックすると、管理人交代依頼画面（a=page_c_admin_request）に遷移する。ここで「送信する」を選択する

とそのメンバーにメッセージが送信され、データベース内 c_commu_admin_confirm テーブルに追加される。 

※交代依頼の取消はリンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）から行う。 

 

また、交代依頼されたメンバーにはコミュニティ管理者交代依頼メッセージおよび管理者交代依頼メッセー

ジ通知メール（フレンド承認依頼通知、コミュニティ参加承認依頼と同じ文面）が送信される。 

コミュニティ管理者交代を申請されると、依頼されたメンバーのリンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）

に「あなたにコミュニティ管理者交代を希望しているメンバー」として追加される。また、トップページ

（a=page_h_home）INFORMATION 欄に「コミュニティ管理人交代依頼が N 件きています。」と表示され、

リンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）へのリンクがつく。 

リンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）では承認または拒否のどちらかが選択でき、どちらかを選ぶま

でここに表示される。 

承認を選択した場合、c_commu テーブルの c_member_id_admin が変更されて管理者が交代、同時に

c_commu_admin_confirm テーブルからは削除される。また、フレンドリンクと異なり申請したメンバーへの承

認通知メールは送信されない。 

拒否を選択した場合、c_commu_admin_confirm テーブルからは削除され、申請したメンバー・されたメンバー

ともにリンク承認ページのリストから削除される。特に申請メンバー（コミュニティ管理者）には通知は行

かない。 

 

3.21 フレンドにコミュニティを紹介 

i) 機能概要 
フレンドにコミュニティを紹介するメッセージを送る機能。まだコミュニティに参加していない友人に対し、

そのコミュニティのページへのリンクがメッセージで送ることができる。 
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ii) 手順・仕様 
コミュニティページナビバーから「マイフレンドに教える」を選択するとコミュニティ紹介メッセージ作成

画面（c_invite）に遷移する。 

ここでメッセージを送るフレンドをチェックボックスで選択し（複数選択可能）、メッセージを入力して送信

する。メッセージ送信先はフレンド登録されていてかつそのコミュニティに参加していないメンバーに限ら

れ、それ以外は送信先候補チェックボックスに挙がらない。 

ここで送信されたメッセージはそれぞれのメンバーにメッセージとして届き、同時にメッセージ通知メール

が送信される（メンバーのメール受信設定によってはメールが送信されない）。 

フレンド紹介とは異なり、メッセージ入力欄のデフォルトは空欄。 

 

メッセージの文面は以下のようになる。 

 

（メッセージを送信したメンバーのニックネーム）さんからおすすめコミュニティのメッセージが届いてい

ます。 

 

コミュニティ名： 

（コミュニティ名称） 

メッセージ： 

（入力されたメッセージ） 

このコミュニティの URL 

（紹介されたコミュニティのトップページ c_home） 

 

また、メッセージ通知メールはコミュニティ紹介の場合通常と文面が異なる。メール文面は以下の通り。 

 

■ コミュニティ紹介メッセージ受信通知メールの文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】（メッセージを送信したメンバーのニックネーム）さんからコミュニティ紹介メッセージが届いています 

 

本文 

（受信したメンバーのニックネーム）さん、こんにちは。 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

メッセージボックスに（メッセージを送信したメンバーのニックネーム）さんから 

コミュニティ紹介メッセージが届いています。 

 

メッセージの内容を確認するには 
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以下の URL をクリックしてください。 

 

（トップページの URL） 

 

なお、登録メールアドレスの変更などは 

「設定変更」画面からおこなってください。 

 

今後とも、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

 

3.22 メンバーのおすすめ 

i) 機能概要 
レビュー商品をコミュニティにリンクさせる機能。コミュニティメンバーによってコミュニティにリンクさ

れた商品がコミュニティメンバーレビュー画面（a=page_c_member_review）に掲載される。 

 

ii) 登録手順・仕様 
コ ミ ュニ ティ 画 面ナ ビバ ー「 おす す めレ ビュ ー」 で コミ ュニ ティ メ ンバ ーレ ビュ ー 画面

（a=page_c_member_review）に移動し「レビューを掲載する」をクリック、またはコミュニティトップ画

面（a=page_c_home）でメンバーレビューがある場合に表示される「レビューを掲載」リンクをクリックす

ると、レビュー掲載画面（c_member_review_add）に遷移する。 

ここでは自分の書いたすべてのレビューが表示されるので、ここでコミュニティに掲載する商品を選択し、

掲載ボタンをクリックするとコミュニティにレビューが掲載され、コミュニティメンバーレビュー画面

（a=page_c_member_review）に追加される。 
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3.23 イベント 

i) 機能概要 
コミュニティ上でイベントを作成することができる。イベントは基本的にはトピックとして扱われるが、通

常のトピックと違い、イベント日時・開催地・募集期限・参加者などの情報を持つ。 

イベントの参加・作成はコミュニティ参加者であれば全員行うことができる。 

 

イベントトピック掲示板画面（a=page_c_event_detail）＜イベント作成者が見たときの画面＞ 

 

ii) イベント作成 
コミュニティ画面ナビバー「掲示板」でコミュニティトピック一覧画面（a=page_c_topic_list）に移動し「イ

ベントを作成」を選択、またはコミュニティトップ画面（a=page_c_home）でイベントがある場合に表示さ

れる「イベントを作成」リンクをクリックすると、イベント作成画面（a=page_c_event_add）に遷移する。 

 

イベント作成画面（a=page_c_event_add） 

 

 

イベント作成画面（a=page_c_event_add）で各項目を入力・選択すると確認画面の後イベントが作成される。

イベント作成時の主な仕様は以下の通り。 

 

・ 開催日・募集期限は過去の日付には設定できない。また募集期限が開催日より先の日付になっている場

合、エラーとなる。 

・ タイトル・本文が空欄だとエラーとなる 

・ HTML 等のタグは使用不可、ただし URL は自動でリンクになる 

・ 画像は 3 枚まで登録可能（GIF・JPG・PNG・アニメーション GIF、サイズは設定ファイルで変更可能、

デフォルトでは 300KB も可能）、位置指定はできない（横に複数枚並ぶ）。設定ファイルで設定されたピ
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クセルより大きい画像は、自動的に縮小されてアップロードされる（デフォルトでは 1024*768(px)）。ま

た、表示画面ではリサイズされて表示される（画像をクリックするとリサイズ前の画像が表示される） 

・ イベントの編集・削除は書き込み本人かコミュニティ管理者が行うことができる。それ以外のメンバー

では「編集」リンクが表示されない。また削除するとそのイベントに関する掲示板書き込みはすべて削

除される。 

・ イベントはコミュニティトップページ（a=page_c_home）では通常トピックと分けて表示されるが、自

分トップページ（a=page_h_home）では同一の欄に表示される。 

 

iii) 参加・書き込み 
イベントトピックは通常のコミュニティトピックと同じようにコミュニティトップ（a=page_c_home）の最

新イベントまたはトピック一覧画面（a=page_c_topic_list）でイベントになっているトピックを選択すると

イベントトピック掲示板画面（a=page_c_event_detail）に遷移する（自分が所属しているコミュニティであ

れば自分ページからもここに遷移する）。 

 

ここでは通常のトピック掲示板のほかにイベント詳細（開催日時・場所などの作成時に設定された項目）お

よびイベント参加者一覧（ c_event_member_list）へのリンクが表示される。イベント参加者一覧

（c_event_member_list）ではイベント参加者が 50 人ずつ表示される。 

 

イベントトピック掲示板画面（a=page_c_event_detail） 

 
 

イベント参加者一覧（c_event_member_list） 

 
 

イベントに対する書き込みに関しては通常のトピックと同様に行い、書き込みについての仕様も同様だが、

書き込み時に「コメントのみ書き込む」と「イベントに参加する」のいずれかが選択できる。 

「コメントのみ書き込む」を選択した場合、通常のトピックと同様に書き込みが追加される。 

「イベントに参加する」を選択した場合、書き込みと同時にイベント参加表明を行う。逆に書き込みなしで

イベントに参加することはできない。 

また、イベントに参加表明している場合、「参加をキャンセルする」にボタン名が変わり、選択するとイベン

ト参加が取り消される（書き込みなしでキャンセルすることはできない） 
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iv) フレンドへのイベント通知メッセージ 
イベント作成者が作成したイベントをフレンドにメッセージで伝えることができる。 

イベントトピック掲示板画面（a=page_c_event_detail）をイベント作成者が表示すると、「イベントお知ら

せメッセージを送信」が表示される（それ以外のメンバーではリンクが表示されない）。 

ここからイベントおすすめメール送信画面（a=page_c_event_invite）に遷移し、メッセージを作成する。 

ここでの送信先はイベント参加状況に関わらず、フレンドリンクしているメンバーすべてとなり、チェック

ボックスで選択して送信する。 

 

イベントおすすめメール送信画面（a=page_c_event_invite） 

 

 

ここで送信されるメッセージの文面は以下の通り。 

 

■ イベントおすすめメール 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】イベントのお知らせ 

 

本文 

（受信者のニックネーム）さん、こんにちは。 

 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

（送信者のニックネーム）さんからおすすめイベントのお知らせが届きました。 

 

イベント名：（イベント名） 

メッセージ： 

（c_event_invite で入力されたメッセージ） 

 

↓こちらからイベントの詳細を見ることができます。イベントの参加もこちらからどうぞ。 

（イベントページ c_event_invite の URL） 

 

※このメールには返信することはできませんので、メッセージに返事を送りたい場合は 
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直接のページよりおこなってください。 

 

なお登録メールアドレスの変更などは設定変更画面から 

おこなってください。 

 

（SNS 名）ログインページ↓ 

（ログインページ URL） 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

 

v) イベント参加者への通知メール 
イベント作成者が作成したイベントの詳細や連絡事項をイベント参加者にメールで伝えることができる。 

イベントトピック掲示板画面（a=page_c_event_detail）をイベント作成者が表示すると、「一括メッセージ

を送る」が表示される（それ以外のメンバーではリンクが表示されない）。 

ここからイベントお知らせメール送信画面（a=page_c_event_mail）に遷移し、メッセージを作成する。 

ここでの送信先は自分を含む現時点でのイベント参加者全員がチェックボックスで表示され（デフォルトで

すべての参加者のチェックが ON になっている）、ここから選択して送信する。ここでの連絡はメッセージで

はなく、メールにて届く。 

 

イベントお知らせメール送信画面（a=page_c_event_ mail） 

 

 

ここで送信されるメールの文面は以下の通り。 
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■ イベントおすすめメール 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】イベントのお知らせ 

 

本文 

（受信者のニックネーム）さん、こんにちは。 

 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

イベントの企画者 

（送信者のニックネーム）さん 

からイベントに関してのお知らせがあります。 

 

メッセージ： 

（c_event_invite で入力されたメッセージ） 

 

↓こちらからイベントの詳細を見ることができます。イベントの参加もこちらからどうぞ。 

（イベントページ c_event_invite の URL） 

 

※このメールには返信することはできません。メッセージに返事を送りたい場合は 

イベント掲示板に書き込むか、企画者の方へメッセージを送ってください。 

 

なお、登録メールアドレスの変更などは 

「設定変更」画面からおこなってください。 

 

今後とも、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

3.24 プロフィール変更 

i) 機能概要 
SNS 上で表示されるプロフィール項目の内容および公開設定を変更できる機能。 

ここでの項目は管理画面で登録されたプロフィールとなる。 

 

ii) 変更手順・仕様 
全体ナビバーにある「プロフィール変更」を選択してプロフィール変更画面（a=page_h_config_prof）に遷

移、そこで変更を行う。 

プロフィール項目の入力・選択後「変更」をクリックするとプロフィール変更確認画面に遷移、確認のうえ

「変更」を選択するとプロフィールが変更され、自分ページ確認画面（a=page_h_prof）に遷移する。自分

ページ確認画面（a=page_h_prof）はナビバー以外は他人トップ画面（a=page_f_home）とほぼ同一の画面

となるが、画面上部に自分の ID とページの URL が表示される。 

なお、確認画面で「修正」を選択した場合、変更は反映されずプロフィール確認画面に戻る。 

プロフィール変更時の主な仕様は以下の通り。 

・ デフォルトでは現時点の登録内容が入力・選択されている。 

・ 「生まれた年」を 1901 年以前または未来にするとエラーになる。 

・ 自己紹介欄などのフリーワード部分は HTML 等のタグは使用不可、ただし複数行テキスト入力の場合、

URL は自動でリンクになる。 

・ CMD タグ（外部コマンドタグ）を使用することで外部サービスのコンテンツをプロフィール内に表示す

ることが出来る。また、url2CMD 機能により、外部サービスの URL を書くだけで外部サービスのコンテ

ンツをプロフィール内に表示することが出来る。 

CMD タグの例）<cmd src="youtube" args="-ShGhmqw4vM,425,425"> 

（args は"Youtube の ID,横サイズ,縦サイズ） 

url2CMDの例)  http://www.watchme.tv/v/?mid=7576182d0a84b1ba2207f8f061d48bc9 

 

プロフィール変更画面（a=page_h_config_prof） 

 

 



OpenPNE Ver2.6 概要仕様書 
 

 
55        Copyright © 2006 Tejimaya, Ltd. All Rights Reserved. 

自分ページ確認画面（a=page_h_prof） 

 
 

3.25 設定変更 

i) 機能概要 
プロフィール項目以外の設定をメンバーにより変更できる機能。 

全体ナビバーにある「設定変更」を選択して設定変更画面（a=page_h_config）に遷移、そこで変更を行う。 

メールアドレス、パスワード、それ以外の変更の 3 箇所にわかれ、それぞれ同時には更新できない。 

 

設定変更画面（a=page_h_config） 

 

 

ii) メールアドレス変更 
設定変更画面（a=page_h_config）でメールアドレスを入力し変更ボタンをクリックすると、入力されたメー

ルアドレスに確認メールが送信される（メールアドレスの 2 回入力が一致しない場合はエラーとなる）。 

このメール内のセッション付 URL に移動し、新しいメールアドレスとパスワードを入力してログインすると、

メールアドレスの変更が完了する。 

パスワードとメールアドレスの同時変更はできない。 

アドレス変更メールが複数送られている場合、最新のものだけが有効になり、それ以外のものは「この URL

は既に無効になっています」として、エラーになる。 

 

■メールアドレス変更確認メールの文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 
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【（SNS 名）】メールアドレス登録ページのお知らせ 

 

本文 

（ニックネーム）さん、こんにちは。 

（SNS 名）メールアドレスの登録ページをご連絡致します。 

 

以下の URL をクリックし、新しいメールアドレスとパスワードを入力して 

登録を完了してください。 

 

（ログインページへのセッション付 URL） 

 

今後とも、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 

 

◆変更した覚えがない方へ 

 

あなたがこちらの変更に関して心当たりがない場合、 

大変お手数ではございますが下記までご連絡ください。 

また、登録前のメールアドレスでログインした場合、 

こちらのメールアドレスへの変更は実行されません。 

 

（運営者メールアドレス） 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

iii) パスワード 
設定変更画面（a=page_h_config）で現在のパスワード・新しく登録するパスワードを入力して変更ボタンを

クリックすると、一度ログアウトしてログイン画面に遷移する。ここでは新しいパスワードのみが有効とな

る。 

設定変更画面で現在のパスワードがデータベース内 c_member_secure テーブルに暗号化され保存されてい
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るものと一致しない場合、新パスワードが文字数 6-12 字の半角英数以外だった場合、新パスワードの 2 回入

力が一致しない場合はエラーとなり、パスワード変更が実行されない。 

 

iv) 携帯電話での使用 
設定変更画面（a=page_h_config）で携帯電話での使用登録リンクをクリックすると、携帯電話アドレス入力

画面（a=page_h_config_ktai）に遷移する。ここで携帯電話のメールアドレスを入力すると、携帯版 SNS の

携帯メールアドレス登録ページへのセッションつき URL が送信される。 

携帯アドレスが既に登録されている場合、登録済み携帯アドレスの削除を行うことが出来る。 

 

v) 秘密の質問 
秘密の質問とその答えを変更する。秘密の質問の選択肢はデータベース c_password_query テーブルにある

ものが選択肢として表示され、その選択肢 ID は c_member テーブルに、答え（フリーワード）は

c_member_secure テーブル内に暗号化されて保存される。 

秘密の質問はパスワードの再発行に使用する。パスワード確認画面（a=page_o_password_query）で選択肢

と答えがデータベースのものと一致した場合、パスワード再発行メールが送信される。この場合、新しいパ

スワードが自動生成され、元のパスワードではログインできなくなる。 

 

■ パスワード再発行メール 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】パスワード再発行のお知らせ 

 

本文 

（ニックネーム）さん、こんにちは。 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

パスワードを再発行いたしました。 

 

メールアドレス：（登録メールアドレス） 

パスワード：（自動生成されたパスワード） 

 

なお、パスワードの変更は、「設定変更」画面から行ってください。 

 

（SNS）のログインページ 

URL：（ログインページ URL） 

 

今後とも、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 
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■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

vi) BLOG の設定 
設定変更画面で BLOG の URL を登録すると、その URL から記事を RSS/Atom で取得し外部日記として表示

する。RSS/Atom の URL を入力しても BLOG サイトの通常の URL を入力しても取得できるが、取得元の仕

様によっては RSS/Atom の URL を入力しないと正常に記事が取得できない場合がある。 

設定変更時は定期更新とは別に RSS/Atom を再取得する。 

URL を変更した場合は、変更前に RSS/Atom で取得した外部日記情報を削除する。 

 

vii) メール受信設定 
・ デイリーニュース 

デイリーニュースはその他のメールと別に設定可能。 

「毎日」「週 2 回（月・木）」「受け取らない」から選択できる。デフォルトでは「受け取らない」に設定され

ている。2 つ目の選択肢となる曜日は設定ファイル「デイリーニュースの受信頻度の設定」で変更可能。 

 

・ その他のメール 

メッセージ受信通知、フレンドリンク承認メッセージ受信通知などのメールの受信設定が一括で設定される。 

デフォルトでは「受け取る」に設定されている。 

 

viii)あしあと通知メールの設定 
あしあと数がここで設定した数値になったとき、通知メールが送信される。 

詳細は「あしあと」の項を参照。 

 

ix) 週間カレンダー開始曜日の設定 
自分ページ（a=page_h_home）に表示される週間カレンダーの開始曜日を、「日曜始まり」「月曜始まり」「本

日始まり」から選択できる。デフォルトでは「日曜始まり」に設定されている。 

「本日始まり」を選択した場合は、当日の曜日が開始曜日として表示される。 
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x) 日記公開設定 
SNS 内部日記を書く際のデフォルト設定を「全体に公開」か「フレンドまで公開（「フレンド」という名称

は管理画面の設定に基づく）」「公開しない」を選択可能。ここでの変更が直接日記に反映されるのではなく、

選択肢のデフォルト選択項目が変更される。公開仕様に関する詳細は「日記・コメント」の項を参照。 

 

xi) アクセスブロック 
指定したメンバーID のメンバーからの閲覧を禁止する機能。アクセスブロックする対象 ID は無制限（登録

は 1 件ずつ行う）。アクセスブロックしたメンバー・されたメンバーがデータベース内 c_access_block テー

ブルに追加される。 

アクセスブロックした場合、トップ・日記・フレンドリストなどそのメンバーに関わるページが閲覧不可に

なる（コミュニティでの書き込み、他メンバー日記へのコメントは表示される）。 

 

xii) 忍び足モード 
他ユーザーのページを閲覧したときにあしあとを残すか残さないかを設定可能。 

詳細は「あしあと」の項を参照。 

 

 

xiii)退会 
 

SNS からの退会を行う。詳細は「退会」の項を参照。 

 

3.26 ランキング 

i) 機能概要・共通仕様 
メンバーやコミュニティを一定の基準で数値化し、その上位 10 件を表示する。 

各ランキング表示画面では、1 位と 2 位～10 位とでテンプレートの装飾が異なる。 

それぞれ数値が等しくなった場合、両者を同一の順位として表示する。（1 位が複数存在した場合、その全てを 1 位

の装飾で表示する。ただし同一順位で 10 件に達した場合、 ID の若いものから 10 件目までを表示する） 

 

ii) アクセス数ランキング（アクセス数 No1） 
前日 0 時～24 時の間のアクセス数でメンバーを並べ、10 位までを表示。日付が変わった際に前日の数値を基に表

示が更新される。 

 

アクセス数ランキング表示画面（a=page_h_ranking） 
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iii) フレンド数ランキング（マイフレンド数 No1） 
その時点でのフレンドリンク登録数でメンバーを並べ、10 位までを表示。ページ表示時に都度ランキングを算出す

る。 

オープン制の SNS の場合は、ランキング算出の対象から 1 番ユーザ（ID=1）を除外する。 

 

フレンド数ランキング表示画面（a=page_h_ranking） 

 

 

iv) コミュニティ参加人数ランキング（参加人数 No１コミュニティ） 
その時点での参加メンバー数でコミュニティを並べ、10 位までを表示。ページ表示時に都度ランキングを算出する。 

 

コミュニティ参加人数ランキング表示画面（a=page_h_ranking） 

 

 

v) コミュニティ盛り上がり度ランキング（盛り上がり度 No１コミュニティ） 
前日 0 時～24 時の間の掲示板書き込み数でコミュニティを並べ、10 位までを表示。日付が変わった際に前日の数
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値を基に表示が更新される。 

掲示板書き込み数はコミュニティ内の全てのトピックの掲示板の書き込み数を加えたもの。 

 

コミュニティ盛り上がり度ランキング表示画面（a=page_h_ranking） 

 
 

 

3.27 カレンダー・スケジュール 

i) 機能概要 
フレンドの誕生日、参加コミュニティのイベント、個人のスケジュール、祝日をカレンダー上に表示する。また、スケジ

ュールはメンバーが自分で追加・編集できる。 

 

カレンダー表示画面（a=page_h_calendar） 

 

ii) カレンダー 
カレンダーで表示される項目は以下の通り。 

・ フレンドの誕生日 

現時点でフレンドリンクしているメンバーの誕生日が表示される。 

・ コミュニティイベント 

参加コミュニティのイベントが表示される。参加表明しているイベントは色の異なるアイコンが表示される。 

・ スケジュール 

自分のスケジュールとして入力されたものが表示される。スケジュールの仕様については次項にて後述。 

・ 天気予報へのリンク 

Yahoo 天気のページ（http://weather.yahoo.co.jp/weather/）にリンクする。 
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・ 祝日 

管理画面から設定された祝日が表示される。 

 

iii) スケジュールの表示・入力 
カレンダー表示画面（a=page_h_calendar）で「予定を追加」を選択すると、スケジュールが入力できる。 

スケジュール入力・編集時の仕様 

・ 入力可能な日時は入力時の年と翌年の 1 月 1 日～12 月 31 日の間、時刻は 15 分刻みで選択 

・ 開始日時より前の日時を終了日時に設定するとエラーとなる 

・ タイトル・詳細が空欄の場合エラーとなる 

・ 時刻を時間のみまたは分のみ選択するとエラーとなる 

・ お知らせメールのチェックを入れると当日の一定時刻（サーバの cron の設定に基づく）に PC メールアドレス

宛に通知メールが送信される 

 

スケジュール入力・編集画面（a=page_h_schedule_add） 

 
 

■ スケジュール通知メールの文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】（MM 月 DD 日）予定のお知らせ通知 

 

本文 

（メンバーのニックネーム）さん、おはようございます。 

 

（SNS 名）からのお知らせです。 

カレンダーに追加された予定当日になりましたので、お知らせいたします。 

今日の予定は以下になっています。 

 

件名：（予定タイトル） 

 

＜※複数予定がある場合「件名：（予定タイトル）」を繰り返す＞ 
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以下の URL をクリックして詳細をご確認ください。 

お知らせメールの通知設定は予定作成時に変更可能です。 

 

（カレンダーページ URL） 

 

なお登録メールアドレスの変更などは設定変更画面からおこなってください。 

 

（SNS 名）ログインページ↓ 

（ログインページ URL） 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

3.28 お知らせ、利用規約、プライバシーポリシー 

i) 機能概要 
お知らせ、利用規約、プライバシーポリシー欄はそれぞれデータベース c_siteadmin テーブル内の文章を表示する。

すべて管理画面から入力する。 

 

ii) お知らせ 
「＜ＰＣ版＞ホームのお知らせ」で管理画面で入力したものが表示される。 

ただし、ここで設定した文面（INFOMATION 欄の文言）の下には新着メッセージなどの通知も並んで表示される。 

PC 版ホームのお知らせでは、<li>タグを使用することで箇条書き形式で INFORMATION 欄に表示される。 

 

（サンプル） 

<li>テスト文言です。この文章は管理画面で入力できます。</li> 

<li><b>太字</b></li> 

<li><font color ="red">赤字</font></li> 

<hr> 

<li><a href ="http://example.com">リンク</li> 
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上記文を管理画面で入力した場合のお知らせ欄は以下のようになる。 

 

 

iii) 利用規約 
管理画面から利用規約として入力された文章は、利用規約表示画面（a=page_o_sns_kiyaku）および新規登録画

面で表示される。HTML タグは使用できないが、URL はリンクになる。 

 

iv) プライバシーポリシー 
管 理 画 面 か ら プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー と し て 入 力 さ れ た 文 章 は 、 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー 表 示 画 面

（a=page_o_sns_privacy）で表示される。HTML タグは使用できないが、URL はリンクになる。 

 

 

3.29 最新日記 

i) 機能概要 
複数メンバーが書いた日記・BLOG を新着順に表示する機能。SNS メンバー全体から表示するページと

（a=page_h_diary_list_all）、自分のフレンドに限定して表示するページ（a=page_h_diary_list_friend）との

２種類がある。 

 

ii) 全体の最新日記 
SNS メンバー全体の日記・BLOG をそれぞれ投稿日時の新しいものから 20 件ずつ表示する（日記はタイト

ルと本文の先頭半角 80 文字までを表示、日記タイトル右のカッコ内の数字はコメント数。BLOG は記事タイトル

のみを表示）。日記の一覧は「次を表示」で 20 件ずつさかのぼることができる。（外部 BLOG は最新 20 件の

み表示） 

なお、SNS 内部日記は公開設定が「全体に公開」になっているメンバーのものだけが表示される。 

 

最新日記表示画面（a=page_h_diary_list_all） 
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（最新日記）  （最新 BLOG）  

 

SNS メンバー全体の日記からキーワード検索が可能。日記検索は単語ごとの部分一致型で、スペースで区切

ることで複数単語での検索（and 検索）が可能。 

 

iii) フレンドの最新日記 
フレンド登録されているメンバーの日記・BLOG をそれぞれ表示する（フレンドまでの公開設定になってい

るものも表示する）。投稿日時の新しいものから日記は 50 件のタイトルを表示し（日記タイトル右のカッコ内の

数字はコメント数）、BLOG は 20 件の記事タイトルを表示する。日記は「次を表示」で 50 件ずつさかのぼる

ことができる。（外部 BLOG は最新 20 件のみ表示） 

 

3.30 退会 

i) 機能概要 
メンバーが自主的に SNS を退会する機能。 

 

ii) 手順 
設定変更画面（a=page_h_config）で「（SNS 名）を退会する」欄で「退会確認ページへ」をクリックすると、

退会確認ページに遷移する。ここで入力されたパスワードが登録されているものと一致した場合、そのメン

バーの登録情報が削除される。退会時の仕様は次項参照。 

 

退会確認ページ 

 

 

 

 

 

 

iii) 退会時の仕様 
・ 他メンバーへの日記コメント、掲示板書き込み、メッセージなどは削除されない。（名無し投稿として残

る） 

・ 削除されたメンバーのページを表示しようとすると「該当するメンバーが見つかりません」と表示され

るページ（a=page_h_err_f_home）に遷移する。 

・ 削除されたメンバーが管理者となっているコミュニティの管理者は参加メンバーで参加した日時がもっ
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とも早いメンバーに移り、参加者が一人だった場合はコミュニティが削除される。 

 

3.31 バナー広告 

i) 機能概要 
バナー広告は、データベース c_banner テーブルにて設定されたバナー画像が、画面上部および右部の指定位

置にランダムで表示される。バナーには任意の HTML を指定することもでき、その場合外部から情報を読み

込んで表示することも可能。バナーの設定、バナー画像の更新は管理画面より行う。 

 

・ バナーは複数登録でき、表示はそのうちの TOP バナー・SIDE バナー各 1 枚が都度ランダムで選ばれて

表示される。同じ画像を別バナーとして登録するとその画像が表示される確率を上げることができる。 

・ それぞれのバナーごとに、ログイン前・ログイン後での表示・非表示をそれぞれ指定できる。 

・ 画像形式は GIF・JPG・PNG、アニメーション GIF も可能。 

・ TOP バナーの画像表示枠のサイズは横 468pixel×縦 60 pixel、SIDE バナーは特にサイズ制限なしで右下

方向に広がって表示される。 

・ バナークリック時には管理画面でバナーごとに指定された URL に遷移する。 

・ バナークリック情報（日時、メンバー ID、バナー ID、クリックした際のページ）がデータベース

c_banner_log テーブルに保存される。 

・ その他詳細はスキン・デザイン仕様にて後述。 

 

バナー表示例（トップバナー） 

 
バナー表示例（サイドバナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.32 お知らせメール 

i) デイリーニュース 
設定変更画面（a=page_h_config）でデイリーニュースの受信設定が「毎日」になっているメンバーには毎日、

「週２回（月・木）」になっているメンバーには月曜と木曜（管理画面でその他の曜日にしている場合、その
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設定に従う）にメンバーPC アドレス宛にデイリーニュースがメール配信される。受信設定による文面の変化

はない。送信時刻はサーバの cron の設定に従う。 

管理画面で一部文言の挿入が可能。挿入できる箇所は固定で、メール内の上部と下部の 2 箇所となっている。 

デイリーニュースメールの文面は以下の通り。 

 

■ デイリーニュースメールの文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】本日のオススメ最新情報・新着ランキング 

 

本文 

━━ （URL） ━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

（キャッチコピー）（SNS 名） 

 

本日のオススメ最新情報・新着ランキング [年.月.日/曜日 ] 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

（ニックネーム）さん 

 

本日の（キャッチコピー）（SNS 名） からの 

本日の最新情報のお知らせです。 

 

（管理画面で指定された文面） 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

■INDEX■ 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◆（マイフレンド）の最新日記 

◆参加コミュニティの最新書き込み 

◆（ニックネーム）さんのページへのアクセス数 

◆昨日のランキング No1 は？ 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◆（マイフレンド）の最新日記◆ 
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――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◇名 前 ：（ニックネーム）さん 

 タイトル：（日記タイトル） 

 URL   ：（日記ページ URL） 

 

＜これを最新のものから最大５件、メンバー重複あり＞ 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◆参加コミュニティの最新書き込み◆ 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 

（ニックネーム）さんが参加しているコミュニティ掲示板の更新トピックです。 

 

({foreach from=$c_commu_topic_comment_list item=item}) 

◇名 前 ：（コミュニティ名） 

 トピック：（トピック名） 

URL ：（トピック URL） 

 

＜これを最新のものから最大５件、掲示板重複あり・トピック重複なし＞ 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◆（ニックネーム）さんのページへのアクセス数◆ 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◇最近、（ニックネーム）さんのページに訪れた人を確かめる 

（あしあとを確認） 

 

 → URL:（あしあと表示画面 URL） 

 

◇（ニックネーム）さんのページに訪れた人数：（アクセス数）アクセス 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◆昨日のランキング No1 は？◆ 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◇昨日のアクセス数 No1 ユーザーは？ 

 → URL:（アクセス数ランキング表示画面 URL） 
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◇昨日の（マイフレンド）数 No1 ユーザーは？ 

 → URL:（フレンド数ランキング表示画面 URL） 

 

◇昨日の参加人数 No1 コミュニティは？ 

 → URL:（コミュニティ参加人数ランキング表示画面 URL） 

 

◇昨日の盛り上がり度 No1 コミュニティは？ 

 → URL:（コミュニティ盛り上がり度ランキング表示画面 URL） 

 

（管理画面で指定された文面） 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 

メール受信の設定変更はログイン後の「設定変更」より 

おこなってください。 

 

▼（SNS 名）の DAILY ニュースとは？ 

 

 あなたのマイフレンドからの最新情報や、参加コミュニティの書き込み 

 情報など、毎日の更新情報をメールでお知らせします。  

 

▼（SNS 名）の DAILY ニュース 配信停止はこちらから 

 → （設定変更ページ URL） 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

ii) 誕生日通知メール 
メンバーの誕生日の７日前になると、そのフレンド全員（メンバーのメール受信設定に従う）に誕生日通知メールが送
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信される。メール文面は以下の通り。 

 

■ 誕生日通知メールの文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】誕生日の近いお友達がいます l 

 

本文 

（ニックネーム）さんの友人に誕生日の近い方がいます！  

日頃の感謝をこめて、誕生日の日にお祝いのメッセージを送って 

みてはいかがですか。 

 

◆誕生日   ：（対象メンバーの誕生月）月（対象メンバーの誕生日）日 

 ニックネーム：（対象メンバーのニックネーム）さん 

 URL       ：（対象メンバーの他人トップページ f_home） 

 

 

今後も、ぜひ、（SNS 名）をご活用下さい。 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

4 携帯電話版機能画面仕様 

4.1 登録 

i) 登録方法 
PC 版と同様に、「招待による登録」と「自主登録」の二通りの登録方法がある。 



OpenPNE Ver2.6 概要仕様書 
 

 
71        Copyright © 2006 Tejimaya, Ltd. All Rights Reserved. 

ii) 招待による登録 
以下の手順で「招待による登録」を行う。 

1. SNS のメンバーから招待されると、招待メールを受信する。 

2. メール本文にある URL にアクセスし、登録画面で登録する。 

 

1. SNS のメンバーから招待されると、招待メールを受信する。PC から招待した場合も携帯電話から招待

した場合でも、受信した（招待された）側が携帯電話であれば、以下の文面となる。（携帯電話から PC

のメールアドレスに対し招待を行った場合、以下の文面ではなく PC 版の文面となる） 

■招待メール文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

題名 

（SNS 名）招待状 

本文 

こんにちは。(SNS 名)からのお知らせです。。 

(招待した人のニックネーム)さんがあなたを(SNS 名)へ招待しています。 

 

◆(招待した人のニックネーム)さんからあなたへのメッセージ 

（招待時に入力したメッセージ） 

 

--- 

下記の URL から、会員登録を行うと（SNS 名）に参加できます。 

利用、登録料は全て無料です。参加をお待ちしております。 

（セッションつき URL） 

 

2. メール本文にある URL にアクセスし、登録画面で登録する。 

メール本文にある URL にアクセスすると、以下のページが表示される。 

 

このページから以下のページに遷移できる。 

・ 利用規約 (a=page_o_sns_kiyaku) 

データベース内にある利用規約文が表示される。 

・ プライバシーポリシー (a=page_o_sns_privacy) 

データベース内にあるプライバシーポリシーが表示される。 

・ 新規登録 (a=page_o_regist_input) 

≪必ず入力する項目≫ 
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ニックネーム、誕生年月日（1901 年から入力当日までの間を登録可能、それ以外はエラー）、パスワード（2

度入力、文字数 6~12 字の半角英数以外はエラー、2 箇所が一致しない場合エラー）、秘密の質問（選択肢

より選択、選択肢の項目名はデータベース内保管だが管理画面での変更は不可）、秘密の答え（フリー入

力）。メールアドレスは招待されたものが使用され、ここでは変更できない（登録完了後は変更可能）。その

ほか、管理画面のプロフィール項目設定で登録画面で表示するよう設定してあった項目がここで表示され、

入力・選択して登録する。 

 

入力が完了し登録ボタンを押すと、エラーがある場合はエラー画面へ、エラーがない場合は登録完了

画面 (a=page_o_regist_end) に遷移する。 

 

 (エラー画面)  (登録完了画面) 

 

登録が完了した場合は登録メールアドレスに登録完了メールが送信される。 

■登録完了メール文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

題名 

（SNS 名）登録完了 

本文 

（SNS 名）へのご登録ありがとうございます。 

 

以下の URL にアクセスすると、ログインできます。 

(ログイン URL) 

iii) 自主登録 
自主登録可能な SNS の場合、ログイン画面（a=page_o_login）の「メールで登録」のリンクからメール

送信画面に遷移する。ここで入力されているメールアドレス(get@SNS ドメイン)に空メールを送信する

と、ID=1（固定）のメンバーから招待メールが送信される。 

以降の登録手順は「招待による登録手順」と同様となる。 

ただし、管理画面での設定で携帯電話からの登録が不可になっている場合、ログイン画面に「メールで

登録」のリンクが非表示になり、また、get@SNS ドメインに空メールを送信した場合も招待メールは送

信されない。 

 

■自主登録用メール文面 (未登録の場合) 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 
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題名 

[（SNS 名）]登録のご案内 

本文 

（SNS 名）に参加申込頂き、ありがとうございます。 

下記の URL から、会員登録を行うと（SNS 名）に参加できます。 

利用、登録料は全て無料です。 

 (登録 URL) 

 

すでに登録されているメンバーが get@SNS ドメインに空メールを送信した場合は、以下のメールが返

される。 

■URL 確認メール文面 (登録済の場合) 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

題名 

[（SNS 名）] ログインページのお知らせ 

本文 

（SNS 名）からのお知らせです。。 

以下の URL にアクセスしてログインしてください。 

 (ログイン URL) 

 

4.2 ログイン・ログアウト 

i) ログイン 
携帯メールアドレス（招待メール・登録用メールから遷移した場合、及びパスワードエラーで再度ログイン

ページに遷移した場合、すでにメールアドレスは入力されている）とパスワードを入力してログインする。

PC 版と異なり、パスワード入力時の表示が「＊＊＊」にならない。管理画面で「携帯版使用設定」が「使用

不可にする」に設定されていた場合、URL を入力してもログイン画面 (a=page_o_login)は表示されない。 

≪かんたんログイン≫ 

ログイン後、「設定変更」からかんたんログイン設定を行うことで、ログイン画面 

(a=page_o_login)の「かんたんログイン」ボタンを押すだけで、携帯電話の端末情報をもと

にしてログインできる。 

ii) ログアウト 
携帯版にこの機能はない。 

4.3 トップページ 

i) 自分ページ（h_home） 
このページでは以下の内容が表示される。 

・ お知らせ（管理者画面から登録した場合） 

・ インフォメーション 

 未読メッセージ・未読日記コメント、承認待ちメンバーの件数、誕生日のときのお祝いメッセージ 
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・ フレンド最新日記（最新のものを最大 5 件） 

・ 日記コメント記入履歴（最新のものを最大 5 件） 

・ コミュニティ最新書き込み（最新のものを最大 5 件） 

・ 参加しているコミュニティ (ランダムで最大 5 件)  

・ フレンドリスト (ランダムで最大 5 件) 

 

また、以下のリンクより他のページにいくことができる。 

「メッセージ BOX」「あしあと」「承認待ちリスト」「my 日記」「日記を書く」「最新日記」「お気に入

り」「ランキング」「紹介文」「コミュニティ検索」「メンバー検索」「友人を招待」「プロフィール変

更」「プロフィール写真変更」「設定変更」「利用規約」「プライバシーポリシー」 

プロフィール写真の表示、登録はプロフィール写真設定ページ (a=page_h_config_image)で行うこと

ができる。写真 3 枚の表示設定および削除は PC 版と同様に行うが、登録する場合はプロフィール写真

設定ページにある「メール送信」リンクに画像を添付して送信する（1 枚ずつのみ登録可能）。プロフ

ィール画像変更に用いる宛先アドレスは、p[c_member_id]-[ハッシュ]@SNS ドメイン、または、

p[c_member_id]@sns ドメインとなり、設定ファイルでの設定に基づく。なお、ここでのハッシュはメ

ンバーの ID とパスワードに基づいて生成されるので、パスワードを変更した場合それまでの宛先では

登録できなくなる。 

 

 自分ページ (a=page_h_home) 

 

ii) 他人ページ（f_home） 
このページでは以下の内容が表示される。 

・ メンバーの ID 

・ 誕生日のとき・誕生日が近いとき（3 日以内）の場合、メッセージ作成画面へのリンク 

・ お知らせ（管理者画面から登録した場合） 

・ リンク申請中のメッセージ（フレンド申請中の場合） 

・ フレンドリンク申請画面へのリンク 

・ お気に入り追加画面へのリンク 

・ 紹介文編集画面へのリンク 
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・ 日記 (最新のものを最大 5 件) 

・ フレンドリスト (ランダムで最大 5 件) 

・ 参加コミュニティ(ランダムで最大 5 件) 

・ プロフィール 

プロフィール項目内で「全員に公開」または「マイフレンドまで公開（このメンバーとフレンドリンク

がある場合）」となっている項目が表示される。ただし、URL は携帯版で表示する際はリンクにならない。 

また、「写真を見る」からプロフィール画像リスト画面（a=page_f_show_image）に遷移し、ここではメ

イン画像とその他の画像表示へのリンクが表示される。 

 

 

 他人ページ (a=page_f_home) 

 

4.4 招待 

i) 招待方法 
PC 版と同様。ただし、招待中のメールアドレス一覧は表示されない。 

 招待画面 (a=page_h_invite) 

ii) 招待の際の制限 
PC 版と同様。 

 

4.5 メッセージ 

i) メッセージ送信 
メッセージを送信する方法は以下の二通りある。 

・ 方法 1 
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トップページ (a=page_h_home)の「メッセージ BOX」→「メッセージを書く」でメッセージ送信画面 

(a=page_h_message_send)に遷移する。送信者をドロップダウンにより選択できる。ドロップダウンに

表示されるメンバーはフレンドリストからランダムに最大 50 件選ばれる。ドロップダウンに表示されな

いメンバーにメッセージを送信したい場合は画面を更新するか方法 2 により送信する。 

・ 方法 2 

他人ページ (a=page_f_home)の「メッセージを送る」でメッセージ送信画面 (a=page_f_message_send)

に遷移する。 

携帯電話でメッセージを表示する際は、メッセージ本文内の URL がリンクにならない。 

 方法 1(a=page_h_message_send) 

  方法 2 (a=page_f_message_send) 

 

iii) メッセージ通知メール 
メッセージを受信すると、携帯電話には以下のメールが届く（受信メンバーのメール受信設定に基づく。受

信設定は PC・携帯電話をそれぞれ設定可能。） 

 

■メッセージ通知メール文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

題名 

[（SNS 名）] メッセージが届いています 

本文 

（ニックネーム）さん、こんにちは。 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

メッセージボックスに（メッセージ送信者のニックネーム）さんから 

メッセージが届いています。 
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（SNS 名）ログインページ 

 (ログイン URL) 

 

 

iv) 受信メッセージ 
メッセージが届くと、メッセージボックス（a=page_h_message_box）に受信メッセージとして追加され、

また未読メッセージがあるとトップ画面（a=page_h_home）に「新着ﾒｯｾｰｼﾞが N 件」と表示される。 

メッセージボックス画面（a=page_h_message_box）ではメッセージが日付の新しいものから 5 件ずつ表示

され、以降は 5 件ずつ「次へ」のリンクでさかのぼることができる。そこで、メッセージのタイトルをクリ

ッ ク す る と メ ッ セー ジ 詳 細 画 面（ a=page_h_message ） に 遷 移 す る 。 メ ッ セ ー ジ 詳 細 画面

（a=page_h_message）ではメッセージを送信したメンバーとメッセージのタイトル、本文が表示され、そ

のメッセージに対して返信を書くことができる。 

       
メッセージボックス画面 (a=page_h_message_box) メッセージ詳細画面 (a=page_h_message) 

 

v) 送信メッセージ 
メッセージを送信すると、メッセージボックス (a=page_h_message_box)に送信済みメッセージとして追加

される。送信済みメッセージが日付の新しいものから 5 件ずつ表示され、以降は 5 件ずつ「次へ」のリンク

でさかのぼることができる。 

受信メッセージと送信済みメッセージがともに 5 件をこえると「次へ」のリンクがこのメッセージボックス

画面（a=page_h_message_box）に 2 つはられるが、それぞれのリンクは独立して動作する。（送信済みメ

ッセージの下のにある「次へ」のリンクをおしても受信メッセージはさかのぼらない） 

 

vi) 下書き  
携帯版にこの機能はない。 

 

vii) メッセージの削除 
携帯版にこの機能はない。 
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4.6 フレンドリンク登録・削除 

viii)フレンドリンクの手順 
PC 版と同様。 

ix) フレンドリンクの申請 

 フレンドリンク申請画面（a=page_f_link_request&target_c_member_id=xxx） 

 

フレンド申請時にはメッセージの入力が必須である。フレンドリンクを申請すると、承認待ちリスト画面

（a=page_h_confirm_list）の「フレンドリンク要請中」の欄に追加され、申請したメンバーにメッセージが

送られる。文面は PC 版と同様。また、他人ページ（a=page_f_home）に「現在、フレンド承認待ちです」

と表示される。 

承認待ちリスト画面（a=page_h_confirm_list）でフレンドリンクの申請をキャンセルすることができる。 

x) フレンドリンクの承認 
フレンドリンクを申請された場合は、承認待ちリスト画面（a=page_h_confirm_list）の「フレンドリンク承

認待ち」の欄に追加される。また、トップページ（a=page_h_home）に「承認待ちﾒﾝﾊﾞｰ N 名」と表示され

る。 

承認を選択した場合、c_friend に追加されフレンドリンクが登録され、同時に c_freind_confirm からは削除

される。拒否を選択した場合、c_freind_confirm からは削除され、リンク承認ページ（a=page_h_confirm_list）

の「フレンドリンク承認待ち」の欄から削除される。特に申請メンバーには通知は行かない。 

xi) フレンドリンクの削除 
 

 

4.7 あしあと 

xii) 機能概要 
自分のページにアクセスしてきたメンバー、日時およびこれまでのアクセス数を表示する。 

xiii)あしあとのつく基準 
・ あしあとテーブルへ保存される基準 

自分を除くメンバーが、あしあと保存対象ページ（後述）にアクセスした場合にデータベース c_ashiato

テーブルに保存される。ただし、同じメンバーが 5 分以内に再度アクセスした場合は保存されない。 
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あしあと保存対象ページ：f_home,fh_diary,fh_diary_list 

・ あしあととして表示される基準 

あしあと表示画面（h_ashiato）には、データベース c_ashiato テーブル内の項目で c_member_id_to が自分

の ID となっているものが新しいものから順に 20 件表示される。ただし、同一日の同一メンバーからのあしあと

については、最新のものだけが表示される。 

 あしあと表示画面 (a=page_h_ashiato) 

xiv)あしあと通知メッセージ 
上記「アクセス数」が、メンバーがあしあと通知メール設定画面（a=page_h_config_mail_ashiato）で設定した数値

に達すると、登録メールアドレスに「あしあと通知メール」が送信される。 

このメールは同設定画面でのメール通知設定に関わらず送信される。 

 

■ あしあと通知メール文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

【（SNS 名）】あしあと（メンバーが設定したアクセス数）人目はこの方です！ 

 

本文 

（メンバーニックネーム）さん、こんにちは。 

（SNS キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

（メンバーニックネーム）さんのページ全体のアクセス数が 

（メンバーが設定したアクセス数）アクセスを超えました。 

 

記念すべき（メンバーが設定したアクセス数）アクセス目の訪問者は 

（あしあとをつけたメンバーのニックネーム）さんでした！ 

 

（SNS 名）ログインページ 

 (ログイン URL) 
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4.8 日記・コメント 

i) 日記閲覧 
自分の日記の場合、自分ページ（a=page_h_home）から「my 日記」を、他人の場合、他人トップページ

（a=page_f_home）から日記の欄の「もっと読む」を選択すると、日記一覧ページ（a=page_fh_diary_list）

が表示される。ここでは最新の日記から 10 件が表示され、10 件ごとに前の日記を見ることができる。自分

の日記の場合、日記閲覧ページ (a=page_fh_diary)から日記の編集、削除ができる。日記の画像を見る場合は、

日記閲覧ページ (a=page_fh_diary)で画像の「小」と「大」のリンクから見ることができる。「小」では画像

が幅 120px、高さ 120px のサイズの JPG 形式の画像に変換して表示され、「大」では登録された画像のサイ

ズそのままで表示される。なお、携帯版で登録された画像は、日記閲覧ページの中で画像が表示されるので

はなくページにあるリンク先で表示される。 

      

日記一覧ページ (a=page_fh_diary_list)  日記閲覧ページ (a=page_fh_diary) 

 

ii) 日記を書く 
日記を書く方法はフォームから入力する方法とメールで投稿する方法がある。メールで投稿する場合は画像

を登録することが可能。 

トップページ (a=page_h_home)か日記一覧ページの「日記を書く」のリンクから日記を書くことができる。

日記作成画面 (a=page_fh_diary_edit)の「メール投稿」から日記を書くことができる。メール投稿の場合は、

送信するメールの subject がタイトルに、body が本文に、添付する画像は日記の画像に登録される。なお、

メールに絵文字を入れた場合は、絵文字が正常に表示されない場合がある。 

日記投稿に用いる宛先アドレスは、b[c_member_id] -[ハッシュ]@SNS ドメイン、または、blog@sns ドメイ

ンとなり、設定ファイルでの設定に基づく。なお、ここでのハッシュはメンバーの ID とパスワードに基づい

て生成されるので、パスワードを変更した場合それまでの宛先では日記投稿はできなくなる。 

日記作成における仕様は以下の通り。 

・ ブラウザからの投稿の場合、タイトルまたは本文が空欄だとエラーとなる。メールからの場合、タ

イトルが空欄だと「（無題）」というタイトルで更新され、本文が空欄のときのみエラーとなり、エ

ラーメールが返信される。 

・ HTML 等のタグは使用不可 

・ 画像は GIF・JPG・PNG、アニメーション GIF が登録可能、サイズは設定ファイルで変更可能、デ

フォルトでは 300KB まで。 

・ 作成後に編集した場合でも、作成日時は変更されない 
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・ メール投稿で複数の画像を添付した場合、3 枚まで登録可能 

 

 日記作成画面 (a=page_fh_diary_edit) 

 

 

iii) コメント 
PC 版と同様。 

iv) 公開設定 
設定メニュー内の日記公開設定画面（a=page_h_config_public_flag_diary）で設定可能。ここでの設定は PC

版にも反映される。 

4.9 外部日記（BLOG） (携帯版にこの機能はない) 

4.10 レビュー(携帯版にこの機能はない) 

4.11 メンバー検索 

i) 機能概要 
PC 版と同様。ただし、携帯版ではニックネームとプロフィール項目を組み合わせた検索が可能。 

ii) 検索 
ニックネーム、生年月日、その他設定により検索項目で使用されるプロフィール項目をもとに検索すること

ができる。結果は 1 ページに最大 20 件表示される。その他の基本的な仕様は PC 版と同様。なお、携帯版で

は写真の有無による検索はできない。 
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 検索画面 (a=page_h_friend_find_all) 

 

iii) 検索項目の一覧 
携帯版にこの機能はない。 

 

4.12 お気に入り 

i) 登録手順・仕様 
他人ページトップから「お気に入りに登録」を選ぶと、確認画面の後、データベースの c_bookmark テーブ

ルに登録される。特に登録人数に制限はない。 

お気に入りとして登録されたメンバーは、お気に入りリスト画面（a=page_h_bookmark_list）に表示される。

この画面へは自分ページトップから遷移し、お気に入りの削除もここから行う。 

お気に入り表示は１画面 10 人まで、以降は「次を表示」で 10 件ずつ表示することができる。 

 

4.13 紹介文 

i) 登録手順・仕様 
他人ページトップから「紹介文を編集」を選択すると紹介文入力・編集画面（a=page_f_intro_edit）に遷移

する（既に紹介文がある場合は現在の紹介文が入力された状態になる）。ここでそのメンバーを紹介する文章

を入力すると、データベース c_friend テーブルに紹介文（ intro）として保存され、書かれた側の紹介文表示

画面（a=page_fh_intro）に文章が表示される。PC 版と異なり、自分・他人ともトップページには表示され

ず、紹介文を書かれた場合にメールが送られることもない（PC メールアドレスにはメールが送られる）。 

紹介文に関する主な仕様は以下の通り。 

・ 紹介文がかけるのはフレンド登録されているメンバーのみ 

・ 自分の書いたメンバーの紹介文は編集・削除可能 

・ フレンドが自分について書いた紹介文は削除可能 

・ HTML 等のタグは使用不可 
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4.14 フレンドにメンバーを紹介(携帯版にこの機能はない) 

4.15 コミュニティ検索 

i) 機能概要 
コミュニティをカテゴリ、コミュニティ名、説明文から検索する。検索結果は 1 ページに最大 10 件表示され

る。検索結果はコミュニティ掲示板の公開設定に関わらず表示される。 

また、コミュニティ検索画面には全コミュニティのなかから最新の書き込みがあったものを 5 件表示する。 

 

 コミュニティ検索画面 (a=page_h_com_find_all) 

ii) カテゴリからの検索 
コミュニティ検索画面には小コミュニティカテゴリがリンクとして表示されている。このリンクを選択する

とそのカテゴリに属しているすべてのコミュニティが作成日の新しいものから最大 10 件ずつ表示される。 

ii) 検索ワードからの検索 
検索ワードに入力された文字列とコミュニティ名および説明文が部分一致したものが検索結果として表示さ

れる。カテゴリをドロップダウンから選択して検索ワードと合わせて検索することも可能。 

 

4.16 コミュニティページ 

i) 表示項目 
このページでは以下の内容が表示される。 

・ お知らせ（管理者画面から登録した場合） 

・ 「このｺﾐｭﾆﾃｨに参加」のリンク（コミュニティに参加していない場合） 

・ コミュニティ名 

・ コミュニティの説明（URL はリンクにならない） 

・ トピックリスト (最新のものから最大 5 件) 

・ イベントリスト (最新のものから最大 5 件) 

・ コミュニティの管理人 

・ コミュニティメンバー (ランダムで最大 5 件) 
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・ メール受信設定 

コミュニティに参加している場合、現在のメール受信設定と受信設定変更ボタンが表示され、ここで変

更が可能。 

また、以下のリンクより他のページにいくことができる。 

「ｺﾐｭﾆﾃｨ画像」「トピック作成」「イベント作成」「ｺﾐｭﾆﾃｨをすすめる」「このｺﾐｭﾆﾃｨから退会」 

「ｺﾐｭﾆﾃｨ編集」「ｺﾐｭﾆﾃｨﾒﾝﾊﾞｰ編集」（管理人の場合） 

 

 コミュニティトップ (a=page_c_home) 

iii) コミュニティメンバーリスト 
コミュニティトップ (a=page_c_home)のコミュニティメンバーの欄の「すべて表示」からコミュニティメン

バーが c_member_id の降順で 1 ページ最大 20 件ずつ表示される。 

 

4.17 コミュニティ参加・退会 

i) 参加の手順（通常コミュニティの場合） 
手順は PC 版と同様。ただし携帯版の場合はナビバーが表示されないため、コミュニティに参加するときは

コミュニティトップ (a=page_c_home)の「このコミュニティに参加」から参加する。 

ii) 参加の手順（参加に承認が必要なコミュニティの場合） 
PC 版と同様。 

 コミュニティ参加依頼送信画面（a=page_c_join_request） 

iii) コミュニティ退会 
コミュニティトップ (a=page_c_home)の「このｺﾐｭﾆﾃｨから退会」から退会することができる。このとき、

PC 版と異なり確認画面はない。 
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4.18 トピック・掲示板 

i) 表示・書き込み手順 
PC 版と同様。ただし、フォームから画像を登録することはできない。画像を登録する場合は、メール投稿を

行う。また、書き込んだ本人のみが書き込みの削除をすることができる。画像表示については「日記・コメ

ント」の「日記閲覧」を参照。 

メール投稿 

 書き込み用メールアドレスにメールを送信すると、メール本文がコミュニティ掲示板への書き込み

として登録される（メールタイトルは反映されない）。複数画像を添付した場合、3 枚まで登録可能。また、

本文が空の場合、エラーメールが返される。なお、書き込み用メールアドレスは t[トピック ID]-[ハッシ

ュ]@SNS ドメイン、または、t[トピック ID]@sns ドメインとなり、設定ファイルでの設定に基づく。なお、

ここでのハッシュはメンバーの ID とパスワードに基づいて生成されるので、パスワードを変更した場合それ

までの宛先ではコミュニティ書き込み投稿はできなくなる。コミュニティごとのユーザ設定で、「このｺﾐｭﾆﾃ

ｨの書き込みをｹｰﾀｲﾒｰﾙ受け取る」の設定になっている場合、書き込みがあると携帯メールアドレスに書き込

み内容が送られる。このときメールの From がそのトピックの書き込み用メールアドレスとなるので、その

まま返信すると書き込みとして投稿することができる。 

 トピック表示画面 (a=page_c_bbs) 

 

ii) トピックの作成 
PC 版と同様。ただし、トピック作成時の画像登録はできない。 

トピック作成時に確認画面は表示されない。また、メール投稿でのトピック作成はできない。 
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 トピック作成画面 (a=page_c_topic_add) 

 

iii) 制限の設定 
コミュニティ編集ページ（a=page_c_edit）よりコミュニティへのアクセス制限をかけることができる。制限

の内容については PC 版と同様。 

 

4.19 コミュニティ作成・設定 

i) コミュニティ新規作成 
PC 版と同様。ただし、画像は登録できない。、 

コミュニティ作成時に確認画面は表示されない。 

 コミュニティ作成画面 (a=page_h_com_add) 

ii) コミュニティの編集 
PC 版と同様。ただし、画像を変更、削除できない。 

 

4.20 コミュニティメンバー管理 

i) 機能概要 
コミュニティトップ（a=page_c_home）のコミュニティ編集より、コミュニティメンバーの表示、強制退会、

管理人交代の要請を行うことができる。コミュニティメンバーは 20 人ずつ表示され、20 人以上いる場合は

次へのリンクが表示される。それぞれのメンバーのあとに削除リンクが表示され、管理人の場合は☆が表示

される。 
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 コミュニティメンバー管理画面 (a=page_c_edit_member) 

 

ii) メンバーの強制退会 
コミュニティメンバーのニックネームの後にある削除リンクからコミュニティメンバーを強制的に退会させ

ることができる。そのメンバーには通知はない。 

iii) コミュニティ管理権を渡す 
PC 版と同様。ただし、メッセージは携帯に送信されない。また、ドロップダウンにはその時点で表示されて

いるコミュニティメンバーが入る。 

 

4.21 フレンドにコミュニティを紹介  

i) 手順・仕様 
コミュニティトップ画面から「コミュニティをすすめる」を選択すると、コミュニティ紹介文送信画面

（a=page_c_invite）に遷移する。ここで送信したいフレンド（携帯電話版では一人ずつにしか送信できない）

をドロップダウンから選択し、メッセージ本文を入力して送信する。 

 

4.22 メンバーのおすすめ  (携帯版にこの機能はない) 

4.23 イベント 

i) 機能概要 
作成されたイベントへの書き込みや参加表明、イベントの作成をすることができる。 
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 イベント表示画面 (a=page_c_bbs) 

ii) イベントの作成 
コミュニティトップから「イベント作成」を選択すると、イベント作成画面（a=page_c_event_add）に遷移

する。ここで PC と同様の項目を入力し送信すると、イベントとしてトピックが作成される。PC 版と異なり、

ここで画像の登録ができない。 

イベント作成画面 (a=page_c_event_add) 

iii) 参加・書き込み 
PC 版と同様。ただし、書き込み時に画像を入れたい場合は、メール投稿を行う必要があるが、メール投稿か

らイベントの参加・キャンセルはできない。 

iv) イベント参加者への通知メール 
イベント作成者の場合、イベント表示画面に「一括メールを送る」リンクが表示される。これを選択すると、

イベント参加表明者（送信画面のチェックボックスを外したメンバーには送信されない）にメッセージが送

信できる。 

 

4.24 プロフィール変更 

1. 機能概要 
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PC 版と同様。 

2. 変更手順・仕様 

トップページ  (a=page_h_home)の「プロフィール変更」からプロフィール変更画面 

(a=page_h_config_prof)に遷移しプロフィールを変更することができる。ここではプロフィー

ル画像は編集できず、プロフィール画像を編集する場合はトップページ（a=page_h_home）

のプロフィール写真編集より行う。プロフィール変更時に確認画面は表示されず、エラーがあ

る場合は別画面で表示される。また、変更後はトップページ（a=page_h_home）に遷移する。

その他のプロフィールに関する仕様は PC 版と同様。 

     

プロフィール変更画面(a=page_h_config_prof)  エラー画面 

 

 

4.25 設定変更 

i) 機能概要 
プロフィール項目以外の設定を変更できる機能。コミュニティトップ（a=page_h_home）の設定変更より行

う。PC 版と異なり、BLOG の URL の設定、デイリー・ニュースの受信設定はできない。以下の項目を設定

することができる。 

・ 携帯メールアドレス変更 

・ PC メールアドレス変更 

・ メール受信設定 

・ あしあとお知らせメール設定 

・ 日記の公開範囲設定 

・ パスワード変更 

・ 秘密の質問答え設定 

・ かんたんログイン設定 

・ 退会手続き 

・ アクセスブロック設定 
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設定変更画面 (a=page_h_config) 

ii) メールアドレス変更 
・ 携帯メールアドレス変更 

携帯メールアドレス変更画面 (a=page_h_config_mail)で新しい携帯メールアドレ

スを入力しメール送信ボタンを押すと入力されたメールアドレスにメールアドレス

変更用の URL が書かれたメールが送信される。その URL にアクセスし、パスワー

ドを入力すると携帯メールアドレスの変更が完了する。 

■携帯メールアドレス変更メールの文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

題名 

（SNS 名）携帯アドレス登録のお知らせ 

本文 

（キャッチコピー） (SNS 名)からのお知らせです。 

以下の URL にアクセスし、ログインパスワードを入力すると、メールアドレスの登

録が完了します。 

(URL) 

 

・ PC メールアドレス変更 

PC メールアドレス変更画面 (a=page_h_pc_send)で上記と同じ方法で変更できる。 

メールアドレス変更確認メールの文面は PC 版と同様。 

 

iii) メール受信設定 
通知メールを携帯メールアドレスに送信するかしないかを選択。PC メールアドレスへの通知メールはここで

は設定せず、PC 版の設定変更画面にて行う。 

 

iv) あしあとお知らせメール設定 
PC 版と同様。設定した数値も PC 版と共用のものになる。 
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v) 日記の公開範囲設定 
PC 版と同様。設定した内容も PC 版と共用のものになる。 

 

vi) パスワード変更 
パスワード変更画面 (a=page_h_config_password)で現在のパスワードと新しいパスワードを入力するとパ

スワードの変更ができる。パスワードは 6-12 文字の半角英数字の必要がある。 

 

vii) 秘密の質問答え設定 
PC 版と同様。ただし、設定時にパスワードを入力する必要がある。 

 

viii)かんたんログイン設定 
かんたんログイン設定画面（a=page_h_config_easy_login）でパスワードを入力し「携帯情報送信」ボタン

を押すと携帯電話の機種情報（情報の詳細はキャリアにより異なる）が登録され、次回のログイン時は「か

んたんログイン」ボタンを押すだけでログインできるようになる。 

 

ix) BLOG の設定 
携帯版にこの機能はない。 

 

x) アクセスブロック 
携帯版にこの機能はない。 

 

xi) 退会手続き  
退会手続き画面（a=page_h_taikai_confirm）より SNS 退会の手続きができる。詳細は「退会手続き」の項

を参照。 

 

4.26 ランキング  

i) 機能概要 
PC 版と同様に、アクセス数・フレンド数・コミュニティ参加人数・コミュニティ掲示板書き込み数でランキ

ングが表示される。PC 版と異なり、1 位と 2~10 位とで表示は変わらない。 
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ランキング表示画面（a=page_h_ranking） 

4.27 カレンダー・スケジュール  (携帯版にこの機能はない) 

4.28 お知らせ、利用規約、プライバシーポリシー 

i) 機能概要 
PC 版と同様。ただし携帯版では自分ページ (a=page_h_home)、他人ページ (a=page_f_home)、日記ペー

ジ (a=page_fh_diary)、コミュニティトップページ (a=page_c_home)でもお知らせが表示できる。利用規約 

(a=page_sns_kiyaku) と プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー  (a=page_sns_privacy) に お い て は ト ッ プ ペ ー ジ 

(a=page_h_home)の下にリンクがある。 

 

ii) お知らせ 
管 理 ペ ー ジ で 、 自 分ペ ー ジ  (a=page_h_home) 、 他 人 ペ ー ジ  (a=page_f_home) 、 日 記 ペ ー ジ 

(a=page_fh_diary )、コミュニティトップページ (a=page_c_home)に表示させるお知らせを登録することが

できる。登録された内容はそれぞれのページ上部に表示される。携帯ブラウザに対応した HTML タグが使用

可能。 

 

iii) 利用規約 
PC 版と同じものを表示する。ただし、URL はリンクにならない。 

 

iv) プライバシーポリシー 
PC 版と同じものを表図する。ただし、URL はリンクにならない。 

 

v) HTML 挿入 
管理画面で携帯電話用に設定した HTML（上部・下部・head 内）が表示される。設定した HTML は携帯電話

用画面のすべてに適用される。 
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4.29 最新日記 

i) 機能概要 
全体またはフレンドの最新日記の新着のものを表示する。 

 

ii) 全体の最新日記 
全メンバーの最新日記（公開設定が「全体に公開」になっているもののみ）を 10 件ずつ表示、前にさかのぼ

ることも可能。 

また、この画面の検索フォームから日記検索ができる。検索対象は公開設定が「全体に公開」になっている

もののみで、本文からの部分一致で検索される。 

 

iii) フレンドの最新日記 
トップページ（a=page_h_home）のフレンド最新日記に最大 5 件、もっと読むで 10 件ずつフレンド登録さ

れているメンバーの最新日記が表示される。 

 

  

フレンド最新日記一覧画面 (a=page_h_diary_list_friend) 

 

4.30 退会 

1. 機能概要 
PC 版と同様。 

2. 手順 
退会手続き画面（a=page_h_taikai_confirm）よりパスワードを入力し「退会する」ボタンを押

す と 退会 の手 続き が完 了す る。 この とき 確認 画面 は表 示さ れず 退会 完了 画面

（a=page_o_taikai_end）に遷移する。 
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退会完了画面（a=page_o_taikai_end） 

3. 退会時の仕様 
PC 版と同様。なお、手続きが完了すると携帯メールアドレスに退会手続き完了メールが送信

される。 

■退会手続き完了メール文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

題名 

（SNS 名）退会手続きが完了しました 

本文 

 (SNS 名) からのお知らせです。 

 

(退会した人のニックネーム) さんの退会手続きが完了いたしました。 

ご利用ありがとうございました。 

 

4.31 バナー広告 (携帯版にこの機能はない) 

4.32 お知らせメール (携帯版にこの機能はない) 
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5 管理画面仕様 

5.1 概要 

管理系画面（m=admin のページ）は一般の SNS 画面と別のログインアカウント（管理画面内で設定、デー

タベース内 c_admin_user に保存される）を使用する。また、通常 SNS ページからのリンクは無い。 

 

管理画面ログイン画面（a=page_login） 
 

  管理画面メニュー画面（a=page_top） 
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5.2 メンバーリスト 

i) 機能概要 
SNS 登録メンバーの一覧および絞込み検索を行うことができる。 

表示したメンバーにたいし、アカウント削除、ログイン停止、パスワードの再発行、メッセージ送信などを

行うことができる。 

 

ii) メンバー登録情報の閲覧 
管理画面メニューページで「メンバーリスト」を選択するとメンバーリスト画面（a=page_list_c_member）

に遷移する。 

ここでは SNS メンバーの登録情報が一覧（デフォルトでは 20 件ずつ）できる。ここで表示する項目は以下

の通り。 

・ メンバーID 

・ ニックネーム（リンク先はメンバートップページ f_home） 

・ 最終ログイン日時 

・ 登録日 

・ 招待したメンバー（リンク先はメンバートップページ f_home） 

・ メンバー画像 

・ 生年月日 

・ その他プロフィール項目（選択した項目を表示。未選択は空欄） 

・ PC メールアドレス・携帯メールアドレス（未登録は空欄。リンクからメール送信が可能） 

・ 登録時メールアドレス（アドレス部分がリンクにならない） 

※ メンバーのパスワードおよび秘密の質問の答えは不可逆な暗号化を施してデータベースへ保存している

ため、管理画面でも表示されない。パスワードがわからないユーザがいた場合、現在のパスワードを確

認するのではなく、再発行する。 

※ 表示件数はドロップダウンから 10、20、50、100 件を選択できるが、表示件数を多くすると表示にかか

る時間が長くなる。 

生年月日や選択型のプロフィール項目はユーザーの絞込み検索ができる。 

 

iii) メールアドレスからメンバーを検索 
メンバーリスト画面（a=page_list_c_member）にある「メールアドレス検索」欄にメールアドレスを入力し

検索ボタンを押すと、該当するメンバーだけが下のリストに表示される。 

ただし、メールアドレスが完全に一致するものだけが検出されるので、メールアドレスの一部（＠以前など）

での検索はできない。 
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iv) メンバー強制退会 
メンバーリスト画面（a=page_list_c_member）で「強制退会アイコン」をクリックすると、その行のメンバ

ーが削除される。削除の際はメンバー削除確認画面（a=page_delete_c_member_confirm）で該当メンバー

の登録情報が表示され、そこで「強制退会させる」をクリックするとメンバー情報が削除される。 

 

メンバー削除確認画面（a=page_delete_c_member_confirm） 

 
 

ここでの削除に関する主な仕様は以下の通り。 

・ 他メンバーへの日記コメント、掲示板書き込み、メッセージなどは削除されない。（名無し投稿として残

る） 

・ 削除されたメンバーのページを表示しようとすると「該当するメンバーが見つかりません」と表示され

るページ（a=page_h_err_f_home）に遷移する。 

・ 削除されたメンバーが管理者となっているコミュニティの管理者は、副管理人がいる場合はそのメンバ

ーに移る。副管理人がいない場合は参加メンバーで参加した日時がもっとも早いメンバーに移り、参加

者が一人だった場合はコミュニティが削除される。 

・  

v) ログイン停止 
メンバーリスト画面（a=page_list_c_member）でログイン停止アイコンをクリックすると、その行のメンバ

ーがログインできなくなる。ログイン停止中解除アイコンをクリックするとログイン停止状態から復活し、

ログイン可能になる。 

 

vi) パスワード再発行 
メンバーリスト画面（a=page_list_c_member）で「パスワード再発行」をクリックすると、その行のメンバ

ーへのパスワード再発行画面（a=page_passwd）に遷移する。 

パスワード再発行画面（a=page_passwd）で新しいパスワードを入力（半角英数 6~12 字以外の場合、2 度

の入力が相違する場合にはエラーになる）して「パスワード変更」をクリックすると、該当メンバーの登録

メールアドレスにパスワード確認メールが送信される。（PC・携帯両方のメールアドレスが登録されている

場合は PC だけに送信される） 

 

■ パスワード確認メール（PC へのメール）文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 
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題名 

【（SNS 名）】パスワード再発行のお知らせ 

 

本文 

（ニックネーム）さん、こんにちは。 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

パスワードを再発行いたしました。 

 

メールアドレス：（PC メールアドレス） 

パスワード：（再発行したパスワード） 

 

なお、パスワードの変更は、「設定変更」画面から行ってください。 

 

（SNS 名）のログインページ 

URL：（SNS トップページ） 

 

今後とも、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 

 

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ご意見、ご感想などはお気軽にどうぞ！ 

 

（SNS 名） 

URL     ： （URL） 

お問い合わせ ： （運営者メールアドレス） 

 

このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 

 

 

■ パスワード確認メール（携帯電話へのメール）文面 

送信者：管理画面で定めた管理者メールアドレス 

 

題名 

[（SNS 名）]パスワード再発行のお知らせ 
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本文 

（ニックネーム）さん、こんにちは。 

（キャッチコピー）（SNS 名）からのお知らせです。 

 

パスワードを再発行いたしました。 

 

パスワード：（再発行したパスワード） 

 

（SNS 名）のログインページ 

（携帯用ログインページ URL） 

 

今後とも、ぜひ、（SNS 名）をご活用ください。 

 

 

vii) メッセージ・メール送信 
■ 送信先メンバーを選択してメッセージ・メールを送る場合 

メンバーリスト画面（a=page_list_c_member）で各行左端にあるチェックボックスを選択しメッセージ送

信・メール送信「選択したメンバー」をクリックすると、選択したメンバーへのメッセージ送信画面が表示

される。この画面でメッセージタイトルおよび本文を入力して「メッセージを送信」をクリックすると、ID=1

のメンバーからメッセージまたはメールが対象メンバーに届く。送信先選択およびメッセージ・メール作成

時の主な仕様は以下の通り。 

 

・ 送信先チェック時に「全てをチェック」をクリックするとその時点でのチェック状況に関わらず、その

時点で表示している全てのメンバーにチェックが入る。 

・ 逆に「全てのチェックを削除する」をクリックすると、その時点で表示している全てのメンバーのチェ

ックが外れる。 

・ メッセージ・メール作成画面でタイトル・本文が空欄の場合、エラーになる。 

 

メッセージ・メール送信画面 

 
 

■ SNS 登録者全員にメッセージ・メールを送る場合 

メンバーリスト画面（a=page_list_c_member）でメッセージ送信「すべてのメンバー」のボタンをクリック

すると、現在のチェック状況・表示個数に関わらず、SNS 登録者全員へのメッセージ送信画面に遷移する。 
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この画面でメッセージタイトルおよび本文を入力し、送信種別のメッセージまたはメールを選択して「メッ

セージを送信」をクリックすると、ID=1 のメンバーからメッセージ・メールが SNS 登録全メンバーに届く

（ただし、通知メールは個々メンバーの受信設定に基づく）。 
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5.3 SNS 招待メール送信 

 

i) 機能概要 
SNS 未登録の人に対し、管理画面から一斉に招待メールを送信する機能。招待は一括で ID=1 のメンバーか

ら送信される。 

 

ii) 変更手順・仕様 
管理画面メニューページで「新規ユーザー招待メール送信」を選択すると招待メール送信画面

（a=page_send_invites）に遷移する。 

ここでメールアドレス（改行区切りで複数のメールアドレスを入力）と招待メッセージ（全員に同じメッセ

ージになる）を入力して「確認画面」をクリックすると確認画面で送信先メールアドレスとメッセージサン

プル（送信先アドレスが PC のもののときは PC 用メッセージ、携帯電話のもののときは携帯電話用メッセ

ージが、両方が含まれるときは PC 用と携帯電話用が併記される）が表示され、さらに「送信」を選択する

と招待メッセージが送信される。 

 

招待メール送信画面（a=page_send_invites）   確認画面 

     
 

■ 招待メッセージ送信に関してのその他仕様 

・ 一度に送信できるメールアドレス数に限りはないが、一度には 50 以下を推奨とする。 

・ PC、携帯メールアドレス宛に同時に送信するとそれぞれ PC 用、携帯用の招待メッセージが送信される。 

・ 登録済みのメールアドレスには送信されない（確認画面で送信先に入らず、登録済みしかない場合「送

信」ボタンが表示されない） 

 

5.4 CSV ダウンロード 

 

i) 機能概要 
SNS のメンバー情報を CSV 形式のリストでダウンロードする。 

ダウンロードされる CSV の文字コードは Shift-JIS で、次の情報が保存されている。なお、各項目はカンマ

で区切られている。 
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・ メンバーID 

・ ニックネーム 

・ 最終ログイン 

・ 登録日 

・ 招待者 ID 

・ 画像（1, 2, 3） 

・ 誕生年、誕生月、誕生日 

・ その他プロフィール項目 

・ 性別 

・ 血液型 

・ 現住所 

・ 出身地 

・ 自己紹介 

・ PC アドレス 

・ 携帯アドレス 

・ 登録時アドレス 

 

ii) 全件ダウンロード 
管理画 面メニューペー ジで「 CSV ダウンロ ード」を選択す ると CSV ダ ウンロードペ ージ

（a=page_csv_download）に遷移する。 

「全件ダウンロード」欄にある「ダウンロード」をクリックすると、全ての SNS 登録メンバー情報のリスト

がダウンロードされる。 

登録メンバー数が多い場合、全件ダウンロードをすると処理が重くなる場合がある。 

 

iii) メンバーID を指定してダウンロード 
管理画 面メニューペー ジで「 CSV ダウンロ ード」を選択す ると CSV ダ ウンロードペ ージ

（a=page_csv_download）に遷移する。 

「メンバーID を指定してダウンロード」欄のテキストボックスにメンバーID の範囲を指定して「ダウンロー

ド」をクリックすると、指定した範囲の登録メンバー情報のリストがダウンロードされる。
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5.5 CSV インポート 

 

i) 機能概要 
SNS のメンバー情報を CSV 形式のリストからインポートする。 

インポートする CSV の形式は以下の通り。 

・ 文字コード：UTF-8 

・ ファイル形式：CSV 

・ 項目の順序：「ニックネーム」「登録メールアドレス」「パスワード」 

以上の形式の CSV を指定し、登録をクリックすると、CSV に記載された情報を元にして、メンバー情報が

データベースに登録される。 
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5.6 画像リスト・管理 

i) 機能概要 
SNS 内にあげられている画像を閲覧・削除できる機能。 

 

ii) 画像閲覧 
管理画面メニューページで「アップロード画像管理リストを選択すると画像リスト画面（ a= 

page_list_c_image）に遷移する。 

ここでは SNS 内にあがっている画像が更新日時の新しいものから 20 件ずつ表示される。（表示件数は

10,20,50,100 に設定可能）ここでは日記・コミュニティ・メンバープロフィールなどの区別なく表示される。 

「画像のアップロード・削除ページへ」をクリックすると画像管理画面（a=page_edit_c_image）に遷移す

る 

また画像の下に「リンク」というテキストがある場合、そのリンクをクリックすることで、その画像を使用

している元記事に遷移することができる。ただしリンクの対象となるのは、日記・トピック・イベント・各

種コメント・プロフィール画像・コミュニティトップに貼られている画像のみである。 

 

画像管理画面（a=page_edit_c_image）   画像一覧画面（a=page_list_c_image）   

   
 

iii) 画像削除 
■ 一覧から削除する 

画像リスト画面（a=page_list_c_image）から画像を削除する場合、画像下にある「削除」リンクをクリック

すると確認画面の後で画像が削除される。削除された画像の表示はコミュニティ・メンバー画像では

「NoImage」画像に代わって表示され、日記や掲示板書き込みでは画像なしの書き込みになる。 

 

■ ファイル名を指定して削除する 

画像管理画面（a=page_edit_c_image）「データベース内の画像を表示」でファイル名を指定すると、指定さ

れた画像とその下に削除ボタンが表示される。 

ファイル名の指定は「http://~~~~.jp/img.php?filename=****&h=180&w=180」の***の部分を指定する。 

削除された画像の表示はコミュニティ・メンバー画像では「NoImage」画像に代わって表示され、日記や掲

示板書き込みでは画像なしの書き込みになる。 
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画像管理画面（a=page_edit_c_image）でファイルを指定して表示 

 

 

iv) 画像登録 
画像管理画面（a=page_edit_c_image）「画像をデータベースに登録」欄でファイル名を入力しファイルをア

ップロードすると、SNS 内画像用フォルダに画像が保存される。 

（http://~~~~.jp/img.php?filename=****の「****」部分が入力したファイル名となる） 

アップロードしたファイルはサイト内でファイルを指定することで表示できる。 
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5.7 書き込み管理 

i) 機能概要 
問題のある書き込み（日記・コミュニティ・コミュニティトピック）をチェック・削除する機能。書き込み

のチェックは一覧表示で行い、削除処理には ID を指定する。 

ii) 削除手順・仕様 
管 理 画 面 メ ニ ュ ー ペ ー ジ で 「 日 記 管 理 （ a=page_diary_list ）」「 日 記 コ メ ン ト 管 理

（a=page_diary_comment_list）」「トピック・イベント管理（a=page_topic_list）」「トピック・イベントのコ

メント管理（a=page_topic_comment_list）」を選択すると、それぞれの書き込み管理画面に遷移する。この

画面で書き込みのチェックを行う。 

各種書き込み管理ページ上部でキーワードを入力して検索すると、キーワードで絞り込まれた項目の一覧が

表示される。 

・ キーワード検索は部分一致型 

・ 全項目が検索対象 

・ 何も入力せずに検索すると全項目が検索結果となる 

・ 検索結果は一画面に 20 項目ずつ、ID の新しい順に表示される 

 

管理画面メニューページで「書き込み削除」を選択すると書き込み削除画面（a=page_delete_kakikomi）に

遷移する。この画面から書き込みの削除を行う。 

 

書き込みをチェックするには、それぞれの項目（日記・コミュニティ・コミュニティトピック）に適した欄

で ID（c_diary_id,c_commu_id,c_commu_topic_id）を入力し、「確認」ボタンをクリックする。該当する書

き込みがあった場合には、その内容と表示 URL、削除ボタンが表示されるので、ここで削除を選択すると確

認後書き込みが削除される。 

 

書き込み管理画面（a=page_delete_kakikomi） 内容・削除確認画面 
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5.8 初期コミュニティ管理 

 

i) 機能概要 
ユーザ新規登録時にコミュニティに自動的に参加させる機能。 

コミュニティ ID を入れて「追加」をクリックすることで、自動参加コミュニティのリストに追加する。 

また、登録されているコミュニティリストの「削除」をクリックすることで、コミュニティをリストから削

除する。 

 

新規登録時に参加させるコミュニティ登録画面(a=page_manage_c_commu) 
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5.9 統計情報 

 

i) 機能概要 
SNS ユーザーについての統計情報を集計し、表示する機能。 

 

ii) 世代別ユーザー数表示 
管理画面ページで「世代別ユーザー数表示」を選択すると、世代別ユーザー数表示ページ（ a= 

page_user_analysis_generation）へ遷移する。 

ここでは、SNS ユーザーの世代別ユーザーの分布を見ることができる。 

 

iii) 登録日別ユーザー数表示（月次集計） 
管理画面ページで「登録日別ユーザー数表示（月次集計）」を選択すると、登録日別ユーザー数表示（月次集

計）（a=page_user_analysis_date_month）へ遷移する。 

ここでは、月ごとの SNS ユーザーの登録日別ユーザーの分布を見ることができる。表内の「月」列内のリン

クをクリックすると、その月の登録日ユーザー数表示（日次集計）（a=page_user_analysis_date_day）に遷

移する。 

 

iv) 登録日別ユーザー数表示（日次集計） 
管理画面ページで「登録日別ユーザー数表示（日次集計）」を選択すると、登録日別ユーザー数表示（日次集

計）（a=page_user_analysis_date_day）へ遷移する。 

ここでは選択した月の、日ごとの SNS ユーザーの登録日別ユーザーの分布を見ることができる。デフォルト

で 表 示 さ れ る の は 現 在 月 に 関 す る 情 報 で 、 登 録 日 別 ユ ー ザ ー 数 表 示 （ 月 次 集 計 ）

（a=page_user_analysis_date_month）から選択することで、他の月の情報も閲覧することが可能。 

 

v) PC ページ月次集計 
管 理画面 ページ で「 PC ペ ージ月 次集計 」を選 択する と、 PC ペ ージ月 次集計 ページ （ a= 

page_access_analysis_month）へ遷移する。 

ここでは月ごとの PC ページへのアクセス数の分布を見ることができる。 

1. PC 版 日記別アクセス数表示ページ 

PC ページ月次集計ページ（a= page_access_analysis_month）から「今月最もアクセスのあ

った日記を表示する」を選択することで、その月の PC 版 日記別アクセス数表示ページ（a= 

page_access_analysis_target_diary）へ遷移する。 

ここでは各日記へのアクセス数が 10 件ずつ表示されている。デフォルトではアクセスの多い

順に表示されており、表内の「ID」「アクセス数」を選択することで、「ID 昇順・降順」「アク

セス数昇順・降順」へとソート順を変えることができる。 

2. PC 版 ユーザー別アクセス数表示ページ 

PC ページ月次集計ページ（a= page_access_analysis_month）から「今月最もアクセスのあ

ったユーザーを表示する」を選択することで、その月の PC 版 ユーザー別アクセス数表示ペ
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ージ（a= page_access_analysis_target_member）へ遷移する。 

ここでは各ユーザーへのアクセス数が 10 件ずつ表示されている。デフォルトでは ID 順に表示

されており、表内の「ID」「アクセス数」を選択することで、「ID 昇順・降順」「アクセス数昇

順・降順」へとソート順を変えることができる。 

3. PC 版 コミュニティ別アクセス数表示 

PC ページ月次集計ページ（a= page_access_analysis_month）から「今月最もアクセスのあ

ったコミュニティを表示する」を選択することで、その月の PC 版 コミュニティ別アクセス

数表示ページ（a= page_access_analysis_target_commu）へ遷移する。 

ここでは各コミュニティへのアクセス数が 10 件ずつ表示されている。デフォルトでは ID 順に

表示されており、表内の「ID」「アクセス数」を選択することで、「ID 昇順・降順」「アクセス

数昇順・降順」へとソート順を変えることができる。 

4. PC 版 トピック別アクセス数表示 

PC ページ月次集計ページ（a= page_access_analysis_month）から「今月最もアクセスのあ

ったトピックを表示する」を選択することで、その月の PC 版 トピック別アクセス数表示ペ

ージ（a= page_access_analysis_target_topic）へ遷移する。 

ここでは各トピックへのアクセス数が 10 件ずつ表示されている。デフォルトでは ID 順に表示

されており、表内の「ID」「アクセス数」を選択することで、「ID 昇順・降順」「アクセス数昇

順・降順」へとソート順を変えることができる。 

5. PC 版 月別アクセス数表示 

PC ページ月次集計ページ（a= page_access_analysis_month）から「今月最もアクセスした

ユーザーを表示する」を選択することで、その月にアクセスしたメンバーのアクセス数表示ペ

ージ（a= page_access_analysis_member）へ遷移する。 

ここでは各メンバーSNS へのアクセス数が 10 件ずつ表示されている。デフォルトでは ID 順

に表示されており、表内の「ID」「アクセス数」を選択することで、「ID 昇順・降順」「アクセ

ス数昇順・降順」へとソート順を変えることができる。 

6. 月次別アクセスユーザ数 

PC 版月次集計ページ（a=page_access_analysis_day）の下部には、月ごとのアクセスユーザ

数の表が表示されている。アクセス数をクリックするとページ毎のアクセス数集計（a= 

page_access_analysis_page）に遷移する。「日次集計」をクリックすると、その月の日付毎の

アクセス数集計（a=page_access_analysis_day）に遷移する。 

7. 日次ページビュー集計 

PC 版月次集計ページ（a=page_access_analysis_day）の月次別アクセスユーザ数の表にある

各 月 の ア ク セ ス 数 を ク リ ッ ク す る と 、 ペ ー ジ 毎 の ア ク セ ス 数 集 計 （ a= 

page_access_analysis_page）に遷移し、その月の各ページへのアクセス数を示す表が表示さ

れる。 

8. ページ毎のアクセス数集計 

PC 版月次集計ページ（a=page_access_analysis_day）の月次別アクセスユーザ数の表にある

「日次集計」をクリックすると、日付毎のアクセス数集計（a=page_access_analysis_day）

に遷移し、その月の各日付の SNS へのアクセス数を示す表が表示される。 
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vi) 携帯版ページ月次集計 
管理画面ペ ージで「携帯ページ月次 集計」を選択すると、 携帯ページ月次集計ペー ジ（ a= 

page_access_analysis_month）へ遷移する。 

ここでは月ごとの携帯ページへのアクセス数の分布を見ることができる。 

1. 携帯版 日記別アクセス数表示ページ 

携帯版ページ月次集計ページ（a= page_access_analysis_month）から「今月最もアクセスの

あった日記を表示する」を選択することで、その月の携帯版 日記別アクセス数表示ページ（a= 

page_access_analysis_target_diary）へ遷移する。 

ここでは各日記へのアクセス数が 10 件ずつ表示されている。デフォルトではアクセスの多い

順に表示されており、表内の「ID」「アクセス数」を選択することで、「ID 昇順・降順」「アク

セス数昇順・降順」へとソート順を変えることができる。 

2. 携帯版 ユーザー別アクセス数表示ページ 

携帯版ページ月次集計ページ（a= page_access_analysis_month）から「今月最もアクセスの

あったユーザーを表示する」を選択することで、その月の携帯版 ユーザー別アクセス数表示

ページ（a= page_access_analysis_target_member）へ遷移する。 

ここでは各ユーザーへのアクセス数が 10 件ずつ表示されている。デフォルトでは ID 順に表示

されており、表内の「ID」「アクセス数」を選択することで、「ID 昇順・降順」「アクセス数昇

順・降順」へとソート順を変えることができる。 

3. 携帯版 コミュニティ別アクセス数表示 

携帯版ページ月次集計ページ（a= page_access_analysis_month）から「今月最もアクセスの

あったコミュニティを表示する」を選択することで、その月の携帯版 コミュニティ別アクセ

ス数表示ページ（a= page_access_analysis_target_commu）へ遷移する。 

ここでは各コミュニティへのアクセス数が 10 件ずつ表示されている。デフォルトでは ID 順に

表示されており、表内の「ID」「アクセス数」を選択することで、「ID 昇順・降順」「アクセス

数昇順・降順」へとソート順を変えることができる。 

4. 携帯版版 トピック別アクセス数表示 

携帯版ページ月次集計ページ（a= page_access_analysis_month）から「今月最もアクセスの

あったトピックを表示する」を選択することで、その月の携帯版 トピック別アクセス数表示

ページ（a= page_access_analysis_target_topic）へ遷移する。 

ここでは各トピックへのアクセス数が 10 件ずつ表示されている。デフォルトでは ID 順に表示

されており、表内の「ID」「アクセス数」を選択することで、「ID 昇順・降順」「アクセス数昇

順・降順」へとソート順を変えることができる。 

5. 携帯版 月別アクセス数表示 

携帯版ページ月次集計ページ（a= page_access_analysis_month）から「今月最もアクセスし

たユーザーを表示する」を選択することで、その月にアクセスしたメンバーのアクセス数表示

ページ（a= page_access_analysis_member）へ遷移する。 

ここでは各メンバーSNS へのアクセス数が 10 件ずつ表示されている。デフォルトでは ID 順

に表示されており、表内の「ID」「アクセス数」を選択することで、「ID 昇順・降順」「アクセ
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ス数昇順・降順」へとソート順を変えることができる。 

6. 月次別アクセスユーザ数 

携帯版月次集計ページ（a=page_access_analysis_day）の下部には、月ごとのアクセスユー

ザ数の表が表示されている。アクセス数をクリックするとページ毎のアクセス数集計（a= 

page_access_analysis_page）に遷移する。「日次集計」をクリックすると、その月の日付毎の

アクセス数集計（a=page_access_analysis_day）に遷移する。 

7. 日次ページビュー集計 

携帯版月次集計ページ（a=page_access_analysis_day）の月次別アクセスユーザ数の表にあ

る 各 月 の ア ク セ ス 数 を ク リ ッ ク す る と 、 ペ ー ジ 毎 の ア ク セ ス 数 集 計 （ a= 

page_access_analysis_page）に遷移し、その月の各ページへのアクセス数を示す表が表示さ

れる。 

8. ページ毎のアクセス数集計 

携帯版月次集計ページ（a=page_access_analysis_day）の月次別アクセスユーザ数の表にあ

る「日次集計」をクリックすると、日付毎のアクセス数集計（a=page_access_analysis_day）

に遷移し、その月の各日付の SNS へのアクセス数を示す表が表示される。 
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1.2 スキン画像変更 

i) 機能概要 
サイト内ので使用しているパーツ画像を変更・設定する機能。 

 

ii) スキン画像設定 
バージョン 2.0 以降とバージョン 1.8 以前ではナビバー・ヘッダ内のボタン位置およびサイズが異なるため、

管理画面上でどちらの形式の画像を使用するか選択できる。 

管理画面メニューページで「スキン・色変更」を選択するとスキン画像管理画面（a=page_edit_skin_image）

に遷移し、「スキン画像設定」のドロップダウンから 2.0 形式か 1.8 形式かを選択し「変更」をクリックする

と選択した画像設定に対応したボタン位置となる。 

 

iii) 画像の登録・変更 
管理画面メニューページで「スキン・色変更」を選択するとスキン・配色管理画面（a=page_edit_c_sns_config）

に遷移する。この画面のスキン画像変更欄で画像の登録・変更を行う。 

 

変更できる画像は以下の通り。サイズ等の画像作成仕様は、それぞれの欄にある「詳細を確認する」から確

認できる。 

・ ログインページ 

ログイン画面 

・ メニュー等、画面上部画像１ 

ログイン後ヘッダ（メインナビ付）、h 系ナビ（自分ページ）、f系ナビ（他人ページ）、c 系ナビ（コ

ミュニティページ）、ログイン後ヘッダ（ロールオーバー）、h 系ナビ（ロールオーバー）、f 系ナビ

（ロールオーバー）、c 系ナビ（ロールオーバー）、サーチアイコン、サーチボタン３種類（日記・

コミュニティ・WEB） 

・ メニュー等、画面上部画像２ 

誕生日画像、もうすぐ誕生日画像、自分の誕生日画像、インフォメーション欄アイコン、ログイン

前ヘッダ（ナビなし） 

・ 画面下部画像 

共通フッタ 

・ NoImage 画像 

メンバー用 NoImage、コミュニティ用 NoImage 大（no_logo）、コミュニティ用 NoImage 小

（no_logo_small） 

・ 画像ボタン 

「写真を編集」「プロフィール確認」「もっと写真を見る」「拒否」「削除する」「承認」「詳細を見

る」「それ以外のボタン背景画像」 

・ レビュー用画像 

レビュー満足度１～５の各画像 

・ 小物画像１ 
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見出し 2 種類、矢印アイコン 2 種類、リストアイコン 3 種類 

・ 小物画像２ 

アラートアイコン、管理者アイコン、画像有りアイコン 

・ 小物画像３ 

バースデイアイコン、イベントアイコン１、イベントアイコン２、スケジュール有りアイコン、お

天気アイコン、スケジュールタイトル 

・ 小物画像４ 

未読メールアイコン、既読メールアイコン、送信済みメールアイコン、返信済みメールアイコン 

 

それぞれの画像の欄にある参照ボタンでローカルからファイルを選択し、変更ボタンで画像ファイルをアッ

プロードする。 

画像のピクセルサイズがあわないものは縮小表示される。 

デフォルトのものから変更されたスキン画像は、画像の下に表示される「デフォルトに戻す」リンクをクリ

ックすることで、元に戻すことができる。 

 

スキン画像管理画面（a=page_edit_skin_image） 
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1.3 配色・CSS 変更 

i) 機能概要 
サイト内の配色パターンを設定する機能。独自の CSS を追加することも可能。 

 

ii) 配色の変更配色の変更 
管理画面メニューページで「配色・CSS 変更」を選択するとスキン・配色管理画面（a=page_edit_c_sns_config）

に遷移する。この画面の配色変更欄で画像の登録・変更を行う。 

プリセットとして赤 黄色 緑 黄金 水色 紫のボタンがあり、このボタンをクリックすると事前に定義された

値が配色変更欄にセットされる。 

配色はそれぞれ 16 進 RGB 値を入れて「変更」ボタンをクリックすると配色が更新される。また、RGB 値

の右には反映された色が表示される。 

 

スキン・配色管理画面（a=page_edit_c_sns_config）：配色変更 
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どの欄がサイト上のどの部分に該当するかは以下の画像で例示する。赤色になっている部分が該当箇所。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) カスタム CSS 追加（上級者向け設定） 
配色・CSS 管理画面（a=page_edit_c_sns_config）の下部にある「カスタム CSS 追加」欄に CSS を入力し

変更すると、独自の CSS を SNS 上に反映できる。ここで設定した CSS がデフォルトの CSS よりも優先さ

れる。 

また、デフォルトでは使用している文字色等があらかじめ CSS として入力されているので、文字色の変更で

あればここの RGB 値を入れ替えることで対応可能となる。 

 

配色・CSS 管理画面（a=page_edit_c_sns_config）：カスタム CSS 追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

bg_00 bg_01 bg_02 bg_03 bg_04 bg_05 

bg_06 bg_07 bg_08 bg_09 bg_10 bg_11 

bg_12 bg_ 13 border_01 border_07 border_10 

border_01 

bg_14 
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1.4 ナビゲーション変更 

i) 機能概要 
各ナビゲーションバーのリンク先 URL および画像の Alt属性を変更することができる。ただし、画像自体の

変更はここでは行わず、「スキン画像変更」で行う。 

 

ii) 変更の手順 
管理画面メニューページで「ナビゲーション変更」を選択するとナビゲーション項目管理画面（a= 

page_edit_c_navi）に遷移する。この画面でナビゲーションバーの設定を行う。 

 

ナビゲーション項目管理画面（a= page_edit_c_navi） 

 
 

グローバルナビゲーション・ｈ系ナビゲーション・ｆ系ナビゲーションはそれぞれ 9 等分、ｃ系ナビゲーシ

ョンは 6 等分にナビゲーションバーが分かれているので、それぞれ左からの並び順に適した箇所を変更する。 

ただし、グローバルナビゲーション内の「ログアウト」だけは固定とする。 

・URL：ナビゲーションバーの該当部分をクリックした際に遷移する URL（SNS 以外のサイトをフルパスで

指定することも可） 

・説明：ナビゲーションバーの該当部分の Alt属性（マウスオーバー時に表示される説明文言に使用） 

 

1.5 お知らせ・利用規約変更、HTML 挿入 

i) 機能概要 
■ お知らせ・利用規約変更 

Infomation 欄や規約などで表示する文章を編集する機能。更新できる文章は 

・ ＜ＰＣ版＞ホームのお知らせ  

・ ＜携帯版＞ホームのお知らせ  

・ ＜携帯版＞日記ページのお知らせ  

・ ＜携帯版＞フレンドページのお知らせ  

・ ＜携帯版＞コミュニティページのお知らせ  

・ 利用規約  
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・ プライバシーポリシー 

・ ログイン前フッター 

・ ログイン後フッター 

の 9 箇所で、それぞれ更新したものがデータベース c_siteadmin テーブルに保存される。 

 

■ デイリーニュース文言追加 

SNS 登録者に送られるデイリーニュースの所定の位置に、任意の文言を追加する機能。 

・ デイリーニュース上部 

・ デイリーニュース下部 

の 2 箇所が指定できる。HTML タグは使用できないが、テキスト内の改行が反映される。挿入できる位置は

PC 版機能・画面仕様「お知らせメール」内にて詳述。 

 

■ HTML 挿入 

SNS 内全ページの所定の箇所に対し、文章や画像などを HTML で入力する機能。入力できる箇所は 

・ ＜ＰＣ版＞HTML head  

・ ＜ＰＣ版＞ページ上部  

・ ＜ＰＣ版＞ページ下部  

・ ＜携帯版＞HTML head  

・ ＜携帯版＞ページ上部  

・ ＜携帯版＞ページ下部  

となり、それぞれタグ等も使用可能。 

 

ii) 変更手順・仕様 
管理画面メニューページで「お知らせ、利用規約変更、HTML 挿入」を選択するとお知らせ、利用規約変更、

HTML 挿入画面（a=page_edit_c_admin_info）に遷移する。 

ここで上記 9 項目から編集する文面を選択し、テキスト入力欄に文章を入力して「変更」ボタンをクリック

すると内容が保存・反映される。 

 

お知らせ、利用規約変更、HTML 挿入画面（a=page_edit_c_admin_info） 

 

 

 

 

 

 

 

■ お知らせ文章に関する仕様 

・ PC 版 h_home、携帯版 h_home・f_home・fh_diary・c_home の文言変更が可能。仕様は共通。 

・ HTML タグを使用すると飾り文字やリンク、画像表示（URL 指定）などが可能。ただし携帯版では携帯
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電話ブラウザに対応していないタグは無効になる。 

・ タグを使用しない改行は反映されず、URL はリンクにならない。 

・ PC 版ホームのお知らせでは、<li>タグを使用することで箇条書き形式で INFORMATION 欄に表示される。 

 

（サンプル） 

<li>テスト文言です。この文章は管理画面で入力できます。</li> 

<li><b>太字</b></li> 

<li><font color ="red">赤字</font></li> 

<hr> 

<li><a href ="http://example.com">リンク</li> 

 

上記文を管理画面で入力した場合のお知らせ欄は以下のようになる。 

 

 

■ 利用規約・プライバシーポリシーに関する仕様 

・ HTML タグは使用できないが、テキスト内の改行が反映され、URL がリンクになる。 

・ 空欄の場合 SNS ページには「利用規約は、ただいま準備中です。」「プライバシーポリシーは、ただいま

準備中です。」と表示される。 

 

■ ログイン前フッター・ログイン後フッターに関する仕様 

・ それぞれ HTML タグが使用可能。 

・ フッターは PC 版にのみ適用される。 

 

■ HTML 挿入に関する仕様 

・ HTMLhead、ページ上部・ページ下部に任意の HTML を挿入することが可能。 

・ HTMLhead を編集すると全ページに対し HTML の head 部分が変更される。Meta タグなどを挿入。 

・ ページ上部および下部には任意の HTML を入力できる（タグ入力も可能）。 

・ ページ上部・下部の HTML 挿入箇所は以下サンプルを参照。 

 

（サンプル） 

ページ上部挿入 HTML  

<span style="font-size:200%;font-weight:bold">ページ上部に HTML 挿入中</span></a> 
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ページ下部挿入 HTML  

<span style="font-size:200%;font-weight:bold">ページ下部に HTML 挿入中</span></a> 

 

上記文を管理画面で入力した場合の画面表示は以下のようになる。 

 

（ページ上部）   （ページ下部） 

 

 

 

 

 

 

iii) テンプレート挿入 
ホーム（PC、携帯版両方）、フレンドページ（PC、携帯版両方）、コミュニティページ（PC、携帯版両方）、

メッセージ送信完了ページ（PC 版のみ）中に Smarty テンプレート（及び HTML）を挿入することが出来る

機能。 

ホームページでの挿入可能な箇所は以下。 

1. グローバルナビバーとページナビバーの間  

2. ページナビバーと検索バーの間 

3. インフォメーション欄のした 

4. プロフィール画像の上 

5. プロフィール画像とフレンドリストの間 

6. フレンドリストとコミュニティリストの間 

7. コミュニティリストの下 

8. 週間スケジュール欄の上 

9. 週間スケジュール欄と最新情報欄の間 

10.  最新情報欄と最新の日記・レビュー欄の間 

11.  最新の日記・レビュー欄と紹介文の間 

12.  紹介文の下 
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PC 版ホーム中のテンプレート挿入可能箇所は図中の赤字部分(1～12)となる。 

  

 

（エントリポイントに挿入する Smarty テンプレートサンプル） 

({i f $c_member.image_filename_1}) 

<img src="./img.php?filename=({$c_member.image_filename_1})" width="64"> 

({/if}) 

({i f $c_member.image_filename_2}) 

<img src="./img.php?filename=({$c_member.image_filename_2})" width="64"> 

({/if}) 

({i f $c_member.image_filename_3}) 

<img src="./img.php?filename=({$c_member.image_filename_3})" width="64"> 

({/if}) 

 

上記 Smarty テンプレートを管理画面で h_home 4 に入力した場合、ホーム画面は以下のようになる。 

Smarty 変数にアサインされている 3 枚のプロフィール画像を表示することが出来る。 
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PC 版フレンドページでの挿入可能な箇所は以下。 

1. グローバルナビバーとページナビバーの間  

2. ページナビバーの下 

3. プロフィール画像の上 

4. プロフィール画像とフレンドリストの間 

5. フレンドリストとコミュニティリストの間 

6. コミュニティリストの下 

7. 最新情報欄の上 

8. 最新の日記・レビュー欄と紹介文の間 

9. 紹介文の下 

 

フレンドページ中のテンプレート挿入可能箇所は図中の赤字部分(1～9)となる。 
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PC 版コミュニティページでの挿入可能な箇所は以下。 

1. グローバルナビバーとページナビバーの間  

2. ページナビバーの下 

3. コミュニティ画像の上 

4. コミュニティ画像と参加者リストの間 

5. 参加者リストの下 

6. コミュニティ情報欄の上 

7. コミュニティ情報欄の下 

 

コミュニティページ中のテンプレート挿入可能箇所は図中の赤字部分(1～7)となる。 
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PC 版メッセージ送信完了画面での挿入可能な箇所は以下。 

1. グローバルナビバーとページナビバーの間  

2. ページナビバーの下 

3. 送信完了メッセージの下 

 

メッセージ送信完了画面中のテンプレート挿入可能箇所は図中の赤字部分(1～3)となる。 

 

携帯版ログイン画面での挿入可能な箇所は以下。 

1. タイトルの上  

2. タイトルの下 

 

携帯版ログイン画面中のテンプレート挿入可能箇所は図中の赤字部分(1～2)となる。 

 

携帯版ホーム画面での挿入可能な箇所は以下。 

1. タイトルの上  

2. タイトルの下 

3. メニューの下 

 

携帯版ホーム画面中のテンプレート挿入可能箇所は図中の赤字部分(1～3)となる。 

 

携帯版フレンドページでの挿入可能な箇所は以下。 

1. タイトルの上  

2. タイトルの下 

3. メニューの下 

 

携帯版フレンドページ中のテンプレート挿入可能箇所は図中の赤字部分(1～3)となる。 

 

携帯版コミュニティページでの挿入可能な箇所は以下。 

1. タイトルの上  

2. タイトルの下 

3. メニューの下 

 

携帯版コミュニティページ中のテンプレート挿入可能箇所は図中の赤字部分(1～3)となる。 
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1.6 バナー管理 

i) 機能概要 
サイト上のバナーを登録・削除する機能。トップバナーとサイドバナーの 2 種類について、またそれぞれロ

グイン前後に分けて登録可能。 

 

ii) 登録手順・仕様 
■ SNS サーバ内にバナー画像を置く場合 

管理画面メニューページで「バナー管理」を選択するとバナー管理画面（a=page_edit_c_banner）に遷移す

る。この画面でバナーの追加・編集を行う。 

バナー管理画面（a=page_edit_c_banner）にある「バナー画像を追加」リンクをクリックするとバナー追加

画面（a=page_insert_c_banner）に遷移し、ここで画像をアップロードするとバナーとして追加される。こ

こでの入力・選択項目は以下の通りで、これらを入力して「追加」ボタンをクリックするとバナーが追加さ

れる。 

・ バナーファイルの指定（ローカルの該当画像を指定） 

・ リンク先（バナークリック時のリンク先をフルパスで入力） 

・ バナータイプ（TOP または SIDE から選択。） 

・ ニックネーム（バナーを識別するためのもの。半角英数で入力） 

 

また、追加されたバナーの編集画面（a=page_update_c_banner）では 

・ ログイン前での表示の有無 

・ ログイン後での表示の有無 

が選択できる。 

ここでログイン前後を「表示する」「表示しない」として更新することで、ログイン前でのみ・ログイン後で

のみ表示するバナーを設定できる。 

 

その他バナーに関する仕様は以下の通り。 

・ バナーは複数登録でき、表示はそのうちの TOP バナー・SIDE バナー各 1 枚が都度ランダムで選ばれて

表示される。同じ画像を別バナーとして登録するとその画像が表示される確率を上げることができる。 

・ 画像形式は GIF・JPG・PNG、アニメーション GIF も可能。 

・ 画像表示枠のサイズは TOP バナー：横 468pixel×縦 60 pixel、SIDE バナーは特にサイズ制限なしで右下

方向に広がって表示される。 
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バナー管理画面（a=page_edit_c_banner） バナー編集画面（a=page_update_c_banner） 

      
 

バナー表示例（トップバナー） 

 
バナー表示例（サイドバナー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 任意の HTML を設定する場合（上級者向け） 

TOP バナー、SIDE バナーとも任意の HTML をここに記入することで外部サーバでの広告バナーの表示や画

面右部のコンテンツ挿入が可能になる（SIDE バナーはピクセルサイズに制限がないためバナー広告に限らず

コンテンツが表示できる）。ログイン前・後をそれぞれ入力する。 

また、任意の HTML を選択した場合は、常にここで指定した HTML が表示され、SNS サーバに登録されて

いるバナー画像は表示されない。 
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1.7 SNS 設定変更 

i) 機能概要 
SNS の設定ファイル内の情報を変更する機能。 

 

ii) 設定変更仕様 
管理画面メニューページで「SNS 設定変更」を選択すると SNS 設定変更画面（a=page_edit_c_admin_config）

に遷移し、現時点での SNS 設定項目の一覧が表示される。 

 

プロフィール項目管理画面（a=page_edit_c_profile） 

 

 

 

 

 

 

 

ここで SNS の設定を変更して「設定変更」をクリックすると、SNS サイトに設定が反映される。 

・ SNS 名：SNS の名称。メール文面やページ内各箇所に使用される。 

・ 管理用メールアドレス：システムから送られるメール（招待、通知メール、デイリーメールなど）の送

信元として使用される。 

・ 招待制／オープン制：招待による登録のみとする招待制か、招待による登録および自主登録の両方が可能な

オープン制かを選択する。ここで「オープン制」を選択した場合、ログイン画面に「新規登録」ボタンが必要にな

る。 

・ PC 版利用設定：使用不可にすると、PC での表示・ログインが不可能になる。 

・ 携帯版利用設定：使用不可にすると、携帯電話での表示・ログインが不可能になる。 

・ 登録の可否：PC・携帯電話への招待メールの送信が可能かをそれぞれ設定する。不可にすると招待メー

ル送信時にエラーとなる（PC・携帯はドメインで判断）。また、既に送られている招待メール内のセッシ

ョン ID つき URL も無効となる（再度登録を可能にすると、有効に戻る）。登録一時停止を選択すると、

新規登録受付を停止する。 

・ Amazon アソシエイト ID：レビューから amazon.co.jp へリンクする際に利用する ID。レビューから

amazon.co.jp に遷移して商品を購入したユーザーがいた場合、ここで指定したアソシエイト ID にアフィ

リエイトが付加される。ここが空欄の場合、レビュー機能が動作しない。 

・ ログインページ URL：ログイン画面を外部のページに設定する場合に使用。通常ログイン画面を使用す

る場合、ここは空欄にしておく。ログアウトした場合やログインに失敗した場合、ここで指定した URL

に遷移する（そのため、ここで指定した URL にはログインフォームが設置されている必要がある）。 

・ PC 版ホーム週間スケジュール：PC 版自分ホーム画面（a=page_h_home）に週間スケジュールを表示す

るかどうかを設定。 
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・ PC 版ホーム検索バー：PC 版自分ホーム画面（a=page_h_home）に検索バーを表示するかどうかを設定。 

・ デイリーニュース受信頻度の設定：設定変更画面（a=page_h_config）の「デイリー・ニュース」欄の「毎

日」「受信しない」以外の選択肢に設定したときの受信頻度を設定。ここで設定した曜日が選択肢となる

（デフォルトでは月曜・木曜の週 2 回に設定されている）。 

・ お気に入りフィード使用設定：お気に入りに入れたユーザーの最新日記タイトル（5 件）をホームに表示

する機能の設定 

・ cmd タグ使用設定：外部サービスのコンテンツを引き込む機能の設定 

・ 忍び足機能使用設定：あしあとを残すか残さないかをユーザーに委ねる機能の設定 

・ ログイン制限：SNS サイトへのアタックなどへの対策として、同一 IP からログインを試みる回数につい

て設定する。「N 分間に N 回ログインに失敗したら N 分間同一 IP からのログインを制限する」というよ

うに、ログインを試みる頻度と回数・その場合のログイン制限期間についてそれぞれ数値を入力する。 

・ （メール用）キャッチコピー：メール文面に表示される SNS のキャッチコピーを設定。 

・ （メール用）運営会社：メール文面に表示される SNS の運営会社名を設定。 

・ （メール用）Copyright：メール文面に表示される SNS のコピーライト表記を設定。 

・ （名称）フレンド：SNS 内の「フレンド」という文言を他の名称に変更可能。 

・ （名称）マイフレンド：SNS 内の「マイフレンド」という文言を他の名称に変更可能。 

・ （名称）（携帯用）ﾌﾚﾝﾄﾞ：SNS 携帯ページ内の「ﾌﾚﾝﾄﾞ」という文言を他の名称に変更可能。 

・ （名称）（携帯用）ﾏｲﾌﾚﾝﾄﾞ：SNS 携帯ページ内の「ﾏｲﾌﾚﾝﾄﾞ」という文言を他の名称に変更可能。 

・ アフィリエイト用タグ：PC 版登録完了時に仕込むアフィリエイトタグの設定 

・ Yahoo 天気／Google の使用欄：外部サービスを使用するかどうかを設定。 

 

iii) 外部ログインフォーム用 HTML 
SNS サイト外にログインフォームを設置する場合、ここに表示されている HTML を上記 SNS 設定で指定し

たログインページ URL に貼付して使用する。 

 

プロフィール項目管理画面（a=page_edit_c_profile）：外部ログインフォーム用 HTML 

 

 

 

 

 

 

外部ログインフォームを使用する際のリンクとして以下の URL が表示される。 

・ パスワード再発行ページへのリンク 

・ 新規登録ページへのリンク 
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1.8 ドメイン制限 

i) 機能概要 
登録メールアドレスのドメインを制限し、指定されたドメイン以外の登録をできなくする機能。 

 

ii) ドメイン制限設定 
管理画面ページから「ドメイン制限」を選択すると、ドメイン制限画面（a=page_limit_domain）へ遷移する。 

ドメイン制限画面（a=page_limit_domain）にあるテキストボックスに、新規登録を許可したいメールドメイ

ンを入力し、更新ボタンをクリックすると、ここで入力されたドメインからの新規登録しかできなくなる。 

なお、許可するドメインは五つまで指定することができる。 

 

iii) ドメイン制限解除 
管理画面ページから「ドメイン制限」を選択すると、ドメイン制限画面（a=page_limit_domain）へ遷移する。 

ドメイン制限画面（a=page_limit_domain）にあるテキストボックスに入力されているドメインをすべて空に

して更新ボタンをクリックすることで、どのドメインからも新規登録ができるようになる。 
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1.9 API 設定 

iv) 機能概要 
どの IP アドレスからの OpenPNE APIの使用を許容するかどうかを設定する機能。 

 

v) 許容 IP アドレス設定 
管理画面ページから「API設定」を選択すると、API設定画面（a=page_list_c_api）へ遷移する。 

API設定画面（a=page_list_c_api）にある APIのリストの「許容 IP アドレス」に OpenPNE APIの使用を許

容する IP アドレスを入力することで、その IP アドレスから OpenPNE APIが使えるようになる。 

10 進数の IP アドレス表記を 1 件入力するか、もしくは半角アスタリスクを入力してすべてのサーバからの

アクセスを許可するかどうかを設定する。ワイルドカードを使用したり、複数件の IP アドレスを指定しての

設定はできない。 

 

vi) API 未使用設定 
管理画面ページから「API設定」を選択すると、API設定画面（a=page_list_c_api）へ遷移する。 

API設定画面（a=page_list_c_api）にある APIのリストの「許容 IP アドレス」のテキストボックスを空にす

ることで、その APIを使用不可にすることができる。 
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1.10 CMD 設定 

i) 機能概要 
CMD タグ（外部コマンドタグ）の使用範囲の設定や、追加・削除をする機能。 

CMD タグは外部サービスのコンテンツを OpenPNE のコンテンツ内に表示する機能で、コミュニティ・日記・

プロフィール欄のうち、どこで CMD タグを使用可能にするかどうかを設定できる。ここで CMD タグを使用

不可にした場合、CMD タグを入力しても外部コンテンツは表示されない。 

 

ii) CMD の設定 
管理画面ページから「CMD 設定」を選択すると、CMD 設定画面（a=page_list_c_cmd）へ遷移し、設定可能

な CMD の一覧が表示される。 

CMD 設定画面（a=page_list_c_cmd）の CMD 一覧で、CMD 名称と使用範囲を設定し「追加」をクリックす

るとカテゴリが追加される。 

また、既にある項目の場合、CMD 名称と使用範囲を変更して「変更」をクリックすると項目情報が更新され、

「削除」をクリックするとその項目が削除される。 

・  
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1.11 プロフィール項目の変更 

i) 機能概要 
ユーザーのプロフィール項目を追加・編集・削除する機能。ここでの設定は新規登録・プロフィール変更画

面・メンバー検索画面に反映される。 

 

ii) プロフィール項目の追加 
管理画面メニューページで「プロフィール項目変更」を選択するとプロフィール項目管理画面

（a=page_edit_c_profile）に遷移し、現時点でのプロフィール項目の一覧が表示される。 

 

プロフィール項目管理画面（a=page_edit_c_profile） 

 
 

プロフィール項目管理画面（a=page_edit_c_profile）で「プロフィール項目の追加」を選択するとプロフィ

ール項目作成画面（a=page_insert_c_profile）に遷移する。ここで項目を入力するとプロフィール項目が追加

される。 

ここでの入力項目 

・ 項目名：SNS 上でプロフィール項目として表示される項目。フリーテキストで入力。 

・ 識別名：ユーザーには表示されない、システム的に識別するための名称。半角英数と「_（アンダーバー）」

が入力可、既にある項目と同じ名称だとエラーとなる。 

・ 必須：チェックした場合、ユーザーがプロフィール変更時に入力・チェックされていない時にエラーと

する。 

・ 公開設定ができるか：チェックするとユーザーが公開設定を選択できる（公開する／友人にだけ公開す

る／公開しない） 

・ 公開設定デフォルト値：公開設定の選択肢のデフォルト値を「公開する」「友人にだけ公開する」「公開

しない」から選択。公開設定ができない場合、ここで決めた値で固定になる（必ず公開、必ず非公開な

ど） 

・ 並び順：プロフィール表示時の並び順を指定する。数値で入力、小さい数値が上に表示される。 

・ 新規登録：新規登録時の画面でこの項目を表示するかを選択。 

・ プロフィール変更：プロフィール変更画面でこの項目を表示するかを選択。 

・ メンバー検索：メンバー検索時の検索項目として表示するかを選択。 
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・ 説明：プロフィール項目についての説明を入力できる。入力された説明は、プロフィール入力時に表示

される。 

・ フォームタイプ：ユーザーの入力・選択方法を選択。「テキスト」「テキスト（長）」「テキスト（複数行）」

「単一選択（プルダウン）」「単一選択（ラジオボタン）」「複数選択（チェックボックス）」が選択可能。

選択肢は別途設定する。 

【フォームタイプがテキストの時のみ設定する項目】 

・ 入力値タイプ：「文字列」「正規表現」「数値」から選択。ここで「文字列」を選んだときはテキスト欄に

の内容によってエラーになることはないが、「正規表現」「数値」の場合、以下の項目で指定した内容に

当てはまらない場合はエラーとする。 

・ 正規表現：文字列の入力条件に正規表現を使用する場合、この欄に文字列パターンを入力する。 

・ 数値：入力値を「数値」にする際、ここに上限・下限となる数値を入力すると、その範囲外の数値が入

力された際はエラーとなる。また、「文字列」「正規表現」の場合、ここで指定した上限・下限が半角の

文字数となり、その範囲外の文字数の場合エラーとなる。 

 

プロフィール項目作成画面（a=page_insert_c_profile） 

 

 

iii) プロフィール項目の削除 
プロフィール項目管理画面（a=page_edit_c_profile）でプロフィール項目の左にある「削除」を選択すると、

確認画面（a=page_delete_c_profile）の後で項目が削除される。 

削除するとこの項目に関するユーザーの入力内容、選択項目などの情報も同時に削除される。 

 

iv) プロフィール項目の編集 
プロフィール項目管理画面（a=page_edit_c_profile）でプロフィール項目の左端にある「変更」を選択する

とプロフィール項目編集画面（a=page_update_c_profile）に遷移する。ここで項目を入力・選択してすると

プロフィール項目が追加される。 

プロフィール項目編集画面では、現時点の内容がデフォルトで入力・選択されている。また公開設定につい

ては「固定」か「ユーザー選択」のいずれかが選択されている（作成時に「公開設定ができるか」が ON の

場合「ユーザー選択」となる） 
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プロフィール項目編集画面（a=page_update_c_profile） 

 

 

v) 選択肢の追加・削除 
プロフィール項目管理画面（a=page_edit_c_profile）の下部にはフォームタイプが「単一選択」「複数選択」

になっているプロフィールとその選択肢が表示されている。（また、プロフィール項目一覧の選択肢「一覧」

をクリックすると該当項目が表示される） 

ここに選択肢項目名・並び順を入力し「項目追加」をクリックすると選択肢が追加される。同時に追加でき

るのは 1 項目となる。並び順は入力しない場合すべて「０」になり、登録順に並ぶ。 

また、既にある項目の場合、項目名・並び順を変更して「変更」をクリックすると項目情報が更新され、「削

除」をクリックするとその選択肢が削除される。（その選択肢を選んでいたユーザーは未選択の状態となる） 

 

プロフィール項目管理画面（a=page_edit_c_profile）選択肢変更部分 
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1.12 コミュニティカテゴリの変更 

i) 機能概要 
コミュニティが属するカテゴリを作成・編集・追加する機能。 

 

ii) 中カテゴリの設定 
管理画 面メニューペー ジで「コミュニ ティカテゴリ変 更」を選択する とカテゴリ編集 画面

（a=page_edit_category）に遷移し、現時点でのコミュニティカテゴリの一覧が表示される。 

 

カテゴリ編集画面（a=page_edit_category）の中カテゴリ一覧でカテゴリ名・並び順を入力し「項目追加」

をクリックするとカテゴリが追加される。同時に追加できるのは 1 項目となる。並び順は入力しない場合す

べて「０」になる。 

また、既にある項目の場合、項目名・並び順を変更して「変更」をクリックすると項目情報が更新され、「削

除」をクリックするとその中カテゴリが削除される。（その中カテゴリに属していた小カテゴリは所属なしの

小カテゴリになり、管理できなくなる） 

 

カテゴリ編集画面（a=page_edit_category） 

  （参考：左設定の際のコミュニティ一覧） 

 

iii) 小カテゴリの設定 
カテゴリ編集画面（a=page_edit_category）の小カテゴリ一覧でカテゴリ名・並び順を入力し「項目追加」

をクリックするとカテゴリが追加される。同時に追加できるのは 1 項目となる。並び順は入力しない場合す

べて「０」になる。 

小カテゴリの所属する中カテゴリの変更はできない。 

また、既にある項目の場合、項目名・並び順を変更して「変更」をクリックすると項目情報が更新され、「削

除」をクリックするとその小カテゴリが削除される。（その小カテゴリに属していたコミュニティは所属なし

のコミュニティになり、ユーザー画面による変更がなされるまでカテゴリからのコミュニティ検索では表示

されなくなる） 
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1.13 祝日設定 

i) 機能概要 
カレンダー・スケジュールに表示される祝日を作成・編集・削除する機能。 

 

ii) 祝日の設定 
管理画面メニューページで「祝日設定」を選択すると祝日設定画面（a= page_edit_c_holiday）に遷移し、現

時点での祝日設定の一覧が表示される。 

祝日設定画面（a= page_edit_c_holiday）の祝日一覧で、祝日名称と祝日の日付を設定し「項目追加」をクリ

ックすると祝日が追加される。 

また、既にある項目の場合、祝日名称と祝日の日付を変更して「変更」をクリックすると項目情報が更新さ

れ、「削除」をクリックするとその項目が削除される。 
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1.14 メール設定 

vii) 機能概要 
SNS から送信するメールについて、それぞれ送信有無の設定を行う機能。 

viii)メール送信設定 
管理画面メニューページで「メール設定変更」を選択するとメール送信設定画面（a= page_edit_mail_send）

に遷移し、現時点でのメール送信設定の一覧が表示される。 

ここでメールを「送信しない」に設定すると、ユーザー毎の設定ページ（m=pc&a=page_h_config）の設定

で表示されなくなる。 

この画面から送信有無を設定できるメール種別は以下 

PC メールアドレス向け 

・ あしあとお知らせメール 

・ コミュニティ書き込み通知メール 

・ マイフレンドの誕生日お知らせメール 

・ デイリー・ニュース 

・ マイフレンドからの紹介文お知らせメール 

・ 登録完了メール 

・ コミュニティ参加お知らせメール 

・ イベントお知らせメッセージお知らせメール 

・ イベント紹介メッセージお知らせメール 

・ コミュニティ紹介メッセージお知らせメール 

・ メンバー紹介メッセージお知らせメール 

・ 承認メッセージお知らせメール 

・ メッセージお知らせメール 

・ スケジュールお知らせメール 

・ フレンドリンク承認完了メール 

携帯メールアドレス向け 

・ あしあとお知らせメール 

・ コミュニティ書き込み通知メール 

・ メッセージお知らせメール 
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ix) メール文言設定 
メール送信設定画面で「メール文言変更」を選択すると、メール文言変更画面（a= page_edit_mail）に遷移

する。 

ここでは、SNS から送信するメールの Smarty テンプレートを差し替えることで、メール文言を修正するこ

とができる。 

 

メール文言変更画面(page_edit_mail) 
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1.15 アカウント管理 

i) 機能概要 
管理画面にログインするためのアカウントを作成する。 

 

ii) 変更手順・仕様 
管理画面メニューページで「アカウント管理」を選択すると管理ページアカウント一覧画面（a= 

page_list_c_admin_user）に遷移する。 

ここで「アカウント追加」をクリックするとアカウント追加画面(a=page_insert_c_admin_user)に遷移する。 

ユーザー名、パスワード、権限を入力し、「追加」をクリックすることでアカウントを追加する 

パスワードが 6~12 文字の半角英数でない場合、現在のパスワードが違っている場合、新しいパスワードの 2

度入力が一致しない場合はエラーとなり、変更が反映されない。 

 

権限は、「全権限」「メンバーリスト以外全て」「SNS 設定のみ」の 3 種類から選択する。 

「全権限」は、SNS インストール時に作成した管理者ユーザーと同じ権限を持ち、管理画面の全ての操作を

行う事ができる。 

「メンバーリスト以外全て」は、メンバーリストに対しての操作及び管理ページアカウント管理の操作は行

えない。個人情報に触れる操作を除いた全ての操作を行う事ができる。 

「SNS 設定のみ」は、画面デザインやプロフィール項目変更など、SNS 設定の操作を行う事ができる。 

 

アカウント追加画面(a=page_insert_c_admin_user) 
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1.16 管理画面ログインパスワード 

iii) 機能概要 
管理画面にログインするためのパスワードを変更する。 

 

iv) 変更手順・仕様 
管理画面メニューページで「管理用パスワード変更」を選択すると管理用パスワード変更画面

（a=page_edit_admin_password）に遷移する。 

ここで現在のパスワードと新しく設定するパスワードを入力して「変更」をクリックすると、パスワードを

変更しログアウトする。ログイン画面に遷移するので、次回以降はここで設定したパスワードでログインす

る。 

パスワードが 6~12 文字の半角英数でない場合、現在のパスワードが違っている場合、新しいパスワードの 2

度入力が一致しない場合はエラーとなり、変更が反映されない。 

 

1.17 管理用ページ名のランダム生成 

i) 機能概要 
管理画面の URL「http://xxxx.jp/?m=admin&a=page_yyy」の yyy 部分をランダムに生成する機能。ログイン

ページ（http://xxxx.jp/?m=admin）以外のページ名が推察されなくなり、セキュリティが強化される。 

 

ii) 変更手順・仕様 
管理画面メニューページで「管理用ページ名をランダム生成」を選択すると管理用ページ名ランダム生成画

面（a=page_update_hash_table）に遷移する。 

ここで「実行」をクリックすると管理画面系全ページのページ名がランダム生成される。（クリックするごと

に管理画面系全ページ分がランダムで生成されるので、定期的にページ名変更を行うとセキュリティがより

強化される） 

 

管理用ページ名ランダム生成画面（a=page_update_hash_table） 

 

 

 

 

 

 

iii) ページ名をデフォルトに戻す 
管理用ページ名ランダム生成画面（a=page_update_hash_table）で「リセット」を選択すると、ランダム生

成で変更されていたページ名が元（デフォルト）のページ名に戻る。 
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1.18 管理画面ログアウト 

i) 機能概要 
管理画面からログアウトする。 

 

ii) 変更手順・仕様 
管理画面各ページで「ログアウト」を選択すると管理者系ページからログアウトし、管理者ログインページ

（a=page_login）に遷移する。 
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2 PNEBIZ 

6.1 PNEBIZとは 

PNEBIZとは、ビジネス向け機能の OpenPNE の拡張モジュールである。 

PNEBIZでは施設予約機能、グループ機能、TODO 機能のほか、スケジュール機能の強化が行われている。 

PNEBIZを使用するには設定ファイル(config.php)の変更が必要となる。 

6.2 施設予約 

i) 機能概要 
施設予約機能はオフィスで使われる施設・道具などの予約管理機能である。 

施設予約ページ（s_list）では週ごとの施設予約状況を表示する。 

 

予約日時を入れて追加ボタンをクリックすると施設予約状況に予約が追加される。 

編集ボタンをクリックすると施設の編集画面（s_edit_shisetsu）が表示される。 

削除ボタンを押すことで登録されている施設を削除することが出来る。 

「施設登録」をクリックすると、施設の登録画面（a=page_s_add_shisetsu）が表示される。施設名、詳細、

表示される画像を入力することで、施設を追加する。詳細と表示される画像については省略することができ

る。 

詳細には施設の説明などを入力する。入力された詳細は、施設予約ページ（a=page_s_list）の施設名の下に

表示される。 
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施設編集画面（s_edit_shisetsu） 

施設編集画面では、施設名と表示される画像を変更することが出来る. 

 

 

6.3 予定登録 

i) 機能概要 
PNEBIZ機能を有効にするとホームページ(h_home)に週間カレンダーが表示される。 

カレンダー下部にある予定に内容を入れ、日時を選択して「追加」ボタンをクリックすると、週間カレンダ

ーに予定が追加される。 

予定が追加されると、当日の一定時刻（サーバの cron の設定に基づく）に PC メールアドレス宛に通知メー

ルが送信される。 

追加ボタンの右にある＜のリンクをクリックすると前の週の週間カレンダーが、＞のリンクをクリックする

と次の週の週間カレンダーが表示される。 

 

(h_home) 

また、月間カレンダーのリンクをクリックすることで月間カレンダー（fh_biz_schedule_calendar）を表示す

ることが出来る。 
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（fh_biz_schedule_calendar） 
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月間カレンダーの「予定を登録する」リンクをクリックすると、予定追加画面（a=page_fh_biz_schedule_add）

が表示される。ここでは予定の開始日のほかに、繰り返し設定、開始時刻、タイトル、内容、グループ、公

開範囲の設定をすることができる。 

グループ欄では、予定の参加グループを設定できる。個人の予定の場合は「指定なし」を選択する。 

公開範囲は「全体に公開」「グループまで公開」「公開しない」から選択できる。「グループまで公開」に設定

する場合は、そのグループを指定しなければならない。 

週間カレンダー／月間カレンダーで表示される予定のリンクをクリックすると、予定の詳細ページ

（fh_biz_schedule_view）が表示される。 

 
予定の詳細欄下部の「修正する」ボタンをクリックすると、表示された予定の編集を行うことが出来る。 

予定編集画面（fh_biz_schedule_edit）では、繰り返し設定、開始日、開始時刻、タイトル、詳細、参加者

の編集をすることが出来る。 

 

 

予定編集画面(fh_biz_schedule_edit) 
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6.4 グループ 

i) 機能概要 
グループ機能は複数人でスケジュールを共有する枠組みを提供する機能である。 

グループ一覧画面(h_biz_group_find_all)でキーワードを入れ、検索ボタンをクリックすると、キーワードに

該当するグループが表示される。 

 
グループ一覧画面(h_biz_group_find_all) 

 

一覧で表示されるグループの「詳細をみる」ボタンをクリックするとグループのホームページ（g_home）が

表示される。 

グループのホームページで表示する内容は以下の通り。 

・ グループの画像 

・ グループ名 

・ グループの管理人 

・ グループのメンバー数 

・ グループの説明文 

・ グループの参加者 

・ グループの参加者の週間スケジュール 

 

グループホームページ（g_home） 
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グループ一覧画面 (h_biz_group_find_all)で新規作成リンクをクリックすると、グループ作成画面

（h_biz_group_add）が表示される。 

グループ名、グループ説明文、グループの写真を入力して、グループの参加者をチェックし、「作成」ボタン

をクリックすると新規グループが作成され、グループホームページが表示される。 

 

 
（h_biz_group_add） 

 

 

グループホームページ（g_home） 

グループホームページの週間カレンダー上部の「新規予定登録」リンクをクリックすることでグループ全員

の予定を追加することが出来る。 

 

グループ管理人はグループホームページの「グループ設定変更」リンクをクリックすることで、グループ名、

グループ説明文、グループの写真、グループの参加者の変更およびグループの削除をすることが出来る。 

 
（h_biz_group_edit） 
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6.5 TODO 
i) 機能概要 
 

TODO 機能はユーザー毎の TODO リストを管理する機能である。TODO 一覧はホームページ(h_home)の右

上に表示される。 

テキストボックスに TODO の項目を入れ、「追加」ボタンをクリックすることで、自分の TODO リストに追

加される。 

TODO 項目の左にあるチェックボックスをクリックすることで TODO の達成／未達成の管理を行える。 

TODO 項目右端の鉛筆アイコンで TODO 項目の編集、×アイコンで TODO 項目の削除が行える。 

 

 

 
h_home に表示された TODO 画面 

 

編集、達成／未達成の変更、目標期日、重要度、参加グループ、公開範囲の設定や全員での共有選択が行う

ことが出来る。 

重要度は「高」「中」「低」から選択できる。重要度を設定すると、TODO が重要度の高い順に表示されるよ

うになる。TODO 一覧では「高」は赤色、「中」はピンク、「低」は白で重要度が表される。 

目標期日を選択すると、週間カレンダーと月間カレンダーにその TODO を表示することができる。 

グループ欄では、TODO の参加グループを設定できる。個人の TODO の場合は「指定なし」を選択する。 

公開範囲は「全体に公開」「グループまで公開」「公開しない」から選択できる。「グループまで公開」に設定

する場合は、そのグループを指定しなければならない。 

 

 

6.6 PNEBIZ管理画面 

i) 機能概要 
PNEBIZの管理画面ではユーザーの施設登録の許容・非許容選択、及び、施設の登録を行うことが出来る。 
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施設操作可否設定画面(biz_edit_c_admin_config)では、施設操作を管理者だけの操作にするか、全ユーザーが

施設操作が出来るかを選択することが出来る。 

 
施設操作可否設定(biz_edit_c_admin_config) 
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施設新規作成画面(biz_shisetsu_list)では、施設名、施設画像を入力し、施設の登録をすることが出来る。 

登録した施設に対しては、施設名・画像の編集及び削除することが出来る 

 

施設操作可否設定(biz_shisetsu_list) 

 

3 スレーブ PNE 

7.1 スレーブ PNE とは 

スレーブ PNE とは、OpenPNE の外部に存在する認証情報を用いて OpenPNE のユーザ認証を行う機能であ

る。外部認証情報の例としては、データベース、POP3、LDAP などを用いることができる。 

スレーブ PNE を使用するには設定ファイル(config.php)の変更が必要となる。 

7.2 通常の認証との機能の相違点 

認証情報に外部のものを用いるため、以下の機能は利用することができない。 

・ ユーザ招待機能 

・ ユーザ自主登録機能 

・ パスワード変更機能 

・ パスワード再発行機能 

7.3 初回ログイン 

外部認証情報に登録されているユーザが初めて OpenPNE にログインした場合、そのユーザのシステム設定

項目、プロフィール、メールアドレスの登録が求められる。この入力は必須であり、登録せずに OpenPNE

を利用することはできない。 

また、PC 版で登録した状態で携帯版にログインした場合は、携帯メールアドレスの登録のみ必要となる。 

逆に携帯版で登録してから PC 版にログインした場合も同様に PC 用のメールアドレスの登録が必要となる。

i) PC 版  

・ 登録情報入力画面（a=page_h_regist_prof） 
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初期に入力する情報を入力。 

必ず入力する項目：ニックネーム、誕生年月日（1901 年から入力当日までの間を登録可能、それ以外はエラー）、秘

密の質問（選択肢より選択、選択肢の項目名はデータベース内保管だが管理画面での変更は不可）、秘密の答え

（フリー入力）。 

そのほか、管理画面のプロフィール項目設定で登録画面で表示するよう設定してあった項目がここで表示され、入

力・選択して登録する。 

（登録情報入力画面） 

・ メールアドレス入力画面（a=page_h_regist_address） 

（メールアドレス入力画面） 

 

ii) 携帯版 
・ 登録情報入力画面（a=page_h_regist_prof） 

初期に入力する情報を入力。 

必ず入力する項目：ニックネーム、誕生年月日（1901 年から入力当日までの間を登録可能、それ以外はエラー）、秘

密の質問（選択肢より選択、選択肢の項目名はデータベース内保管だが管理画面での変更は不可）、秘密の答え

（フリー入力）。 

そのほか、管理画面のプロフィール項目設定で登録画面で表示するよう設定してあった項目がここで表示され、入

力・選択して登録する。 
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（登録情報入力画面） 

 

 

・ メールアドレス入力画面（a=page_h_regist_address） 

（メールアドレス入力画面） 

 

8 データベース仕様 
別紙「OpenPNE2_4 テーブル定義書.xls」を参照。 


