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付録B Wiki を閲覧・編集する 

B.1 Wiki を閲覧する 
B.2 Wiki を編集する 
B.3 Wiki のページを一括ダウンロード・一括アップロードする 
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B.1 Wiki を閲覧する 

Web ブラウザのアドレス欄に、公開されている個人用 Wiki の URL またはメーリ

ングリストの Wiki の URL を入力すると、その Wiki を閲覧・編集することができ

ます。 

 

操作1 Web ブラウザのアドレス欄に、公開されている Wiki のアドレスを入力

します。 

（1） 研究データ交換システムの個人用 Wiki を閲覧する場合は、

“https://user-wiki.sys.affrc.go.jp/□□□/”と入力します。 

“□□□”には、個人用 Wiki を公開している利用者のログイン名を入

力します。 

参考★ ログイン名の入力を省略すると 

AFFRIT Wiki のトップページを表示させることができます。 

（2） メーリングリストの Wiki を閲覧する場合は、“https://ml-

wiki.sys.affrc.go.jp/□□□/”と入力します。 

“□□□”には、メーリングリスト名を入力します。 

参考★ メーリングリスト名の入力を省略すると 

AFFRIT Wiki のトップページを表示させることができます。 

操作2 「Enter」キーを押します。 

Web ブラウザに Wiki が表示されます。 
>参照先> Wiki の操作については、以下を参照してください。 

http://www.dokuwiki.org/ja:dokuwiki 

参考★ 個人用 Wiki へのログインについて 

個人用 Wiki を公開している利用者の設定によっては、本システムにログ

インしないと、Wiki を閲覧できない場合があります。そのような場合は

Wiki の“ログイン”ボタンをクリックして、本システムにログインして

ください。 

>参照先> 本システムにログインする方法については、「3.1 本システムの利

用を開始する」を参照してください。 
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B.2 Wiki を編集する 

ここでは、Wiki を編集する方法を説明します。 

注意！ Wiki の編集について 

Wiki を編集できるのは、編集権限がある利用者のみです。 

参考★ 本書に掲載されている Wik のページについて 

本書に掲載されている Wiki のページは、ご利用の環境により、実際に表示される 

ページと異なる場合があります。 

B.2.1 Wiki の編集を開始する 

 

操作1 Wiki のページが表示されていることを確認します。 

 

操作2 Wiki のページ右上の“ログイン”ボタンをクリックすると、＜Login＞

画面が表示されますので、ログイン名・パスワードを入力、表示言語を

選択して、“OK”ボタンをクリックします。 

本システムにログインされます。 

>参照先> 本システムにログインする方法については、「3.1 本システムの利

用を開始する」を参照してください。 
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操作3 Wiki のページで、“文書の編集”ボタンをクリックします。 

Wiki の編集ができる状態になります。 
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B.2.2 参照リンクを挿入する 

Wiki のページに、利用者自身の共有フォルダや所属メーリングリストへの参照リ

ンクを簡単に挿入することができます。 

 

操作1 Wiki のページが編集できる状態であることを確認します。 
>参照先> Wiki のページを編集できる状態にする方法については、「B.2.1 

Wiki の編集を開始する」を参照してください。 

操作2 編集画面上側のツールバーから、“M”ボタン配下のいずれかのボタン

をクリックします。 

参照リンクが挿入されます。 
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B.2.3 コメント欄を設置する 

Wiki のページに、利用者がコメントを入力することができるコメント欄を設置す

ることができます。コメント欄を設置すると、Wiki の編集権限をもたない利用者

でも、コメントを入力することができます。このため、幅広く意見を募りたい場合

などに、コメント欄を設置すると便利です。 

なお、利用者に書き込まれたコメントは、Wiki のページとは別に管理されます。 

注意！ 設置できるコメント欄の数について 

1 つの Wiki のページに対して、設置できるコメント欄は 1 つのみです。 

 

操作1 Wiki のページが編集できる状態であることを確認します。 
>参照先> Wiki のページを編集できる状態にする方法については、「B.2.1 

Wiki の編集を開始する」を参照してください。 

操作2 コメント欄を設置するには、“~~DISCUSSION~~”記法を使用しま

す。 

書式：~~DISCUSSION~~ 

 

 

 

＜コメント欄設置ページの表示例＞       ＜コメント管理画面の例＞ 
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参考★ 既にコメント欄が設置されている場合には 

コメント欄の状態を、コメント受け付け可能状態にします。 

参考★ コメント欄をコメント受付け不可能状態にする場合には 

“~~DISCUSSION:closed~~”記法を使用します。 

書式：~~DISCUSSION:closed~~    

なお、コメント欄が設置されていない場合には、新規投稿を受け付けないコメント

欄が設置されます。 

参考★ コメント欄を非表示にする場合には 

“~~ DISCUSSION:off~~”記法を使用します。 

書式：~~DISCUSSION:off~~    

また、管理画面の“すべてのコメントを見る”から、非表示にすることもできま

す。 

なお、非表示にしたあとは、Wiki のページから“~~DISCUSSION:off~~”記法を 

削除しても、非表示のままとなります。 

 

注意！ コメント欄の削除について 

いったん設置したコメント欄を、完全に削除することはできません。 

Wiki のページから、“~~DISCUSSION~~”記法を削除しても、コメント欄は残っ

たままとなります。 
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B.2.4 ブログのように時系列に並べて表示する 

特定の名前空間（フォルダ）内にある Wiki のページの内容を、時系列に並べて 

表示することができます。お知らせページなどに利用すると便利です。 

 

操作1 Wiki のページが編集できる状態であることを確認します。 
>参照先> Wiki のページを編集できる状態にする方法については、「B.2.1 

Wiki の編集を開始する」を参照してください。 

操作2 ブログのように時系列に並べて表示するには、“{{blog>...}}”記法を使

用します。 

書式：{{blog>[名前空間]?[表示記事数]&[include プラグインの表示フラ

グ]}} 

・[名前空間] 

 Wiki のページの内容を時系列に並べて表示する名前空間（フォルダ） 

 を指定します。 

 省略すると、“blog”という名前空間が指定されたものとみなされ 

 ます。 

・[表示記事数] 

 1 ページに表示する記事の数を指定します。 

 省略すると、“5”が指定されたものとみなされます。 

 なお、表示記事数を超えた場合には、ページが分割され、“より古い 

 記事”などのリンクが適宜表示されます。 

・[include プラグインの表示フラグ] 

 表示される各記事の内容や体裁を指定できます。 

>参照先> include プラグインの表示フラグについては、以下のページ（英語）

を参照してください。 

https://www.dokuwiki.org/plugin:include#configuration_and_

flags 
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  ＜ブログのように時系列に並べた表示例＞ 

 

参考★ 特定の名前空間（フォルダ）内にある Wiki のページを、一覧表形式で表示する場

合には 

“{{autoarchive>...}}”記法を使用します。 

書式：{{autoarchive>[名前空間]}}    

参考★ 特定の名前空間（フォルダ）内にある Wiki のページを、年月別の一覧表形式で表

示する場合には 

“{{archive>...}}”記法を使用します。 

書式：{{archive>[名前空間]?[年月]&[pagelist プラグインの表示フラグ]}}    

・[名前空間] 

 Wiki のページを年月別の一覧表形式で表示する名前空間（フォルダ）を指定 

 します。 

 省略すると、“blog”という名前空間が指定されたものとみなされます。 

・[年月]（必須） 

 YYYY または YYYY-MM 形式で指定します。 

 なお、全期間の記事を表示する場合には、“*“を指定します。 

・[pagelist プラグインの表示フラグ] 

 表示されるページ一覧の体裁を指定できます。 

>参照先> pagelist プラグインの表示フラグについては、以下のページ（英語）

を参照してください。 

https://www.dokuwiki.org/plugin:pagelist#flags 

  



B.2 Wiki を編集する 

 57 

参考★ ブログ機能の関連プラグインについて 

ブログ機能は、いくつかのプラグインを組み合わせて動作しています。前述の

include プラグインや pagelist プラグインのほかに、以下のプラグインの機能も 

利用しています。 

・bloglinks プラグイン 

 ブログ記事の上部に挿入される前後の記事へのリンクの表示を担当します。 

 詳細は、以下のページ（英語）を参照してください。 

 https://www.dokuwiki.org/plugin:bloglinks 

・tag プラグイン 

 Wiki ページにタグを付けることができます。 

 詳細は、以下のページ（英語）を参照してください。 

 https://www.dokuwiki.org/plugin:tag 

・discussion プラグイン 

 コメント機能を担当します。 

 詳細は、「B.2.3 コメント欄を設置する」を参照してください。 
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◆ お知らせページの作成例 

■ページ名 

・お知らせトップ    ：/info 

・年別のお知らせ一覧：/archive/２０２１ 

・個々のお知らせ記事：/info/記事名 

 

■上記ページの Wiki テキスト内容のサンプル 

・お知らせトップ    ：/info 

  ===== お知らせ ===== 

  {{blog>info}} 

 

・年別のお知らせ一覧：/archive/２０２１ 

  ===== ２０２１年のお知らせ ==== 

  {{archive>info?2021}} 

 

・個々のお知らせ記事：/info/記事名 

  ===== 記事名 ===== 

  お知らせのサンプル記事です。 

 

参考★ 新しいお知らせ記事を追加する場合には 

“お知らせトップ”に表示されている新しい記事の入力フォームに、“記事名”と

入力すると、ブログ記事用のひな形を使用して新しい記事を作成することができま

す。 
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B.3 Wiki のページを一括ダウンロード・一

括アップロードする 

B.3.1 Wiki のページを一括ダウンロードする 

注意！ Wiki のページの一括ダウンロードについて 

Wiki のページを一括ダウンロードできるのは、管理権限がある利用者のみです。 

 

操作1 Wiki のページが編集できる状態であることを確認します。 
>参照先> Wiki のページを編集できる状態にする方法については、「B.2.1 

Wiki の編集を開始する」を参照してください。 

操作2 編集画面右上の“管理”ボタンをクリックします。 

管理者メニューが表示されます。 
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操作3 “データのインポートとエクスポート”のリンクをクリックします。 

データをインポート・エクスポートする画面が表示されます。 

 

操作4 “データをエクスポートする”のリンクをクリックします。 

Wiki のページが一括ダウンロードされます。 
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B.3.2 Wiki のページを一括アップロードする 

注意！ Wiki のページの一括アップロードについて 

Wiki のページを一括アップロードできるのは、管理権限がある利用者のみです。 

注意！ アップロードする zip ファイルの形式について 

アップロードする zip ファイルは、以下の形式である必要があります。 

●フォルダ構成について 

・zip ファイル内のルートフォルダに、“pages”および“media”フォルダが 

 あること。 

●“pages”フォルダの内容（Wiki ページ） 

・すべてのファイル名・フォルダ名が、半角英数文字のみであること。 

・日本語のファイル名・フォルダ名は、UTF-8 エンコードの日本語文字列を 

 URL エンコードしたものであること。 

・ファイルの拡張子は、“.txt”であること。 

・ファイルの内容は、UTF-8 エンコードのテキストであること。 

●“media”フォルダの内容（メディアファイル） 

・すべてのファイル名・フォルダ名が、半角英数文字のみであること。 

・日本語のファイル名・フォルダ名は、UTF-8 エンコードの日本語文字列を 

 URL エンコードしたものであること。 

・ファイルの拡張子が、AFFRIT Wiki にメディアファイルとしてアップロード 

 可能な拡張子であること 

 

操作1 Wiki のページが編集できる状態であることを確認します。 

>参照先> Wiki のページを編集できる状態にする方法については、「B.2.1 

Wiki の編集を開始する」を参照してください。 

操作2 編集画面右上の“管理”ボタンをクリックします。 

管理者メニューが表示されます。 

 

  



付録 B Wiki を閲覧・編集する 

 62 

 

操作3 “データのインポートとエクスポート”のリンクをクリックします。 

データをインポート・エクスポートする画面が表示されます。 

 

操作4 “参照”ボタンをクリックして、アップロードするファイルを選択しま

す。 

操作5 “データをインポートする”のリンクをクリックします。 

Wiki のページが一括アップロードされます。 
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