
GEEKLOG CMS
Geeklog is the best choice for 

developer

Geeklog Japan Comunity leader: Tetsuko Komma

第４５回月例スクエアFreeセミナー「テーマ：オープンソース活用で押さえておきたいこと」



GEEKLOG IS CMS!

• Permission system

• User Group
Groupware

• レスポンシブWeb デザイン

• テーマシステム・言語システム
Design

• Geeklog is CMS with Blog.

• Geeklog is not Blog.
Blog



GEEKLOG IS CMS!

• Good designed plugin APIPlugin API

• Caching Template Library(CTL) は高
速・GeeklogオリジナルテーマエンジンTheme Engin

• Geeklog のネーム空間。前置子
COM_, CUSTOM_,DB_,STORY_,…Name Space



GEEKLOG IS CMS!

• Oauth サポートはコア（IVYWE feedback）。
Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, …

Many 
OAuth

• Geeklog はシンプルファースト。Simple

• 英語・日本語のドキュメントを標準提供Document



WHO MADE GEEKLOG?

PLUGIN

Ben, Hiroron,, Tsuchi, …

CORE

Dirk,Tom,mystral-kk, 
Dengen, Sami, Tim, Blaine 

Lang

Geeklog Ripository

ML

SNS

Forum

Skype

IRC chat

http://www.geeklog.net/staticpages/index.php/irc-chat


GEEKLOG FRONT-END FRAMEWORK
GEEKLOG CREATE GROUPWARE, SNS, MEDIAGALLERY, AND MANY KIND OF 

WEB SITE.

コンテンツ

Front-end framework

Javascript, jQuery, HTML,CSS

Geeklog アドオン

Geeklog本体

OS:Linux
Webサーバ: Apache, nginx, IIS

データベース: MySQL

プログラミング: PHP



FRONT-END FRAMEWORK UIKIT



FRONT-END FRAMEWORK UIKIT

 お問い合わせフォーム



FRONT-END FRAMEWORK

 Frontend framework

(Bootstrap, Uikit, Foundation,  Ground Works CSS2)

http://usablica.github.io/front-end-frameworks/compare.html
http://getbootstrap.com/
http://www.getuikit.com/
http://foundation.zurb.com/
http://groundworkcss.github.io/


HOW TO ADD UIKIT: HEADER.THTML

<link rel="stylesheet" href="{layout_url}/uikit/css/uikit"{xhtml}>

{rel_links}

Or add to functions.php for {rel_links}



UIKIT追加 FOOTER.THTML

{plg_footercode}

<script type="text/javascript" src="{layout_url}/docs/js/docs.js"></script>

<script type="text/javascript" src="{layout_url}/uikit/js/uikit.min.js"></script>

Or add to functions.php for {plg_footercode}



UIKIT カスタマイザーでCSS取得

 uikit.cssをカスタマイザーで設定して取得します。

 class id指定方法はこちらのサイトを参照してください。

UIkit: http://www.getuikit.com/



UIKIT追加
modify!

 footer.thtml

 header.thtml

 functions.php



GEEKLOGテーマダウンロード
MODERN GEEK

 http://www.geeklog.jp/downloads/index.php/modern_geek



GEEKLOG 2.1BETA

 http://www.ivywe.co.jp/ … ivywe distribution is now available for 

download.

http://www.ivywe.co.jp/


GEEKLOG EXAMPLE



Otsuma university

http://www.hum.otsuma.ac.jp/

Example: university

http://www.hum.otsuma.ac.jp/


弊社レスポンシブ・デザイン制作事例

大妻女子大学人間関係学部： http://www.hum.otsuma.ac.jp/

RESPONSIVE WEB DESIGN DENIM

http://www.hum.otsuma.ac.jp/


弊社レスポンシブ・デザイン制作事例

大妻女子大学人間関係学部： http://www.hum.otsuma.ac.jp/

JQUERY ISOTOPE PLUGIN
 Floating design

 Custom field database 

http://www.hum.otsuma.ac.jp/


EASY EDIT(1/2)

編集権限のある作業者が
ログインしたときだけ
編集アイコンが表示



EASY EDIT(2/2)



ABOUT GEEKLOG



GEEKLOG FEATURE

 Many acces rights and permission system

 Many Plugin API 

 Fast example:0.04sec per page.

 本家が特定企業のOSSでなくOSSコミュニティ

 リポジトリはMercurial

 OAuthサポートが充実

 ドキュメントが整備

http://project.geeklog.net/
http://www.ivywe.co.jp/admin/configuration.php


GEEKLOGの特徴

 日本人コミッターが２名

 開発環境が整っている。デバッグ環境が親切。

 多種Oauth(Facebook, Twitter, LinkedIn , Google, Yahoo,, Microsoft)

http://wiki.geeklog.net/index.php/Who_made_Geeklog?


GEEKLOG概要

 The secure CMS Geeklogとして2000年に誕生。

 以来、基本設計が変わることなく安定してシステムが進化。

 開発工数が抑えられ、新規着手CMSとして最適。

 高機能ながら軽快に動作（サーバーへの負荷を抑えられる）

 新！Geeklog専用テーマエンジンでさらに高速化。条件文も。

 多言語システム（約40言語）

 リモート認証LDAP

https://www.geeklog.net/
http://wiki.geeklog.net/index.php/Caching_Template_Library


機能一覧

 多言語

 テーマ切り替え

 ユーザー管理

 グループ管理

 アクセス権限（Permission system）

 カスタムフィールド

 データ検索

 テンプレート表示

 Keyword指定

 Description指定

 LDAP認証

 OAuth

 PING

 アドバンストエディタ
 CKEditor

 FCKeditor

 TinyMCE

 全画面表示ページ生成

 パンくずリスト

 カテゴリリスト

 スマートフォンレイアウト

 イベントカレンダー

 Cache

 投稿承認システム

 静的ページPHP

 PHPブロック

 カスタム関数

etc.



GEEKLOG 2.0 2013.4

 パスワードのハッシュ処理の強度を改善しました。

 話題は子の話題を持てるようになりました。

 記事、ブロック、他のプラグインのオブジェクトを複数の話題と関係付けら
れるようになりました。

 話題はパンくずリストをサポートしました。

 Geeklogのインストールに緊急レスキューツールを含めました。

 MySQLiのサポートを追加しました。

 Spam-Xに掲示板のスパム防止とスパムリンク(数)検証のモジュールを追
加しました。

 レスポンシブWebデザインに基づいたテーマ「Denim」を追加しました。

 テーマ「Modern Curve」を追加しました。

 記事と同じページにコメント欄を設けました。



GEEKLOG 2.1 (1/3) 2014.7.23予定

 Caching Template Library(Joe Mucchiello開発のGeeklogオリジナルテー
マエンジン)が搭載されました。

 デフォルトテーマをサポート。テンプレートとCSSファイルを利用できま
す。（テーマのオーバーレイ機能）

 静的ページプラグインとブロックに、キャッシュを利用できるようになり
ました。

 ツリー構造の話題のキャッシュによりスピードがあがりました。

 関連記事ブロックがすべての話題で表示されるようになりました。タイ
トルの長さを設定できます。

 各記事の最下段に、その話題へのリンクが表示されるようになりまし
た。

 新たに関連話題自動タグ「関連話題」が追加。関連するすべての話題
を表示します。

 新たに自動タグ「関連話題」が追加。関連するすべてのコンテンツを表
示します。



GEEKLOG 2.1 (2/3) 2014.6予定

 管理画面レイアウトが改善。プラグインはグループ構成に。

 あたらしくOAuthログイン(Google, Microsoft, Yahoo)をサポート。OAuth

1.0, 1.0a, and 2.0 を含みます。

 JavescriptとCSSが、ロード時の順番を設定できるようになりました。

 多言語システムのバグfixを複数行いました。

 CKEditor 4.3.2を、Geeklogのデフォルトアドバンストエディターとして追
加しました。

 記事の表示の仕組みをあたらしくし、バグfixを行いました。

 アドバンストエディターシステムが新たに追加され、種々のJavascriptエ
ディターを追加しやすくなりました。



GEEKLOG 2.1 (3/3) 2014.6予定

 記事、静的ページ、投稿、話題IDは128文字長になりました。

 ユーザーログインページ(users.php)は、最初に表示したページでエ
ラーを表示させないようにしました。

 セッションテーブルの保存でデッドロックエラーになる問題をfixしました。

 ヘブライ語をアップデートしました。provided by LWC

 jQueryは、ヘッダーにも置けるようになりました。

 jQuery 1.10.2 と jQuery UI to 1.10.3 にアップデートされました。

 ファイルマネージャーを追加しました。

 jQuery によるタイムピッカーが追加されました。

 Nginxに対応しました。

http://nginx.org/ja/


GEEKLOGの本体

Geeklog

プラグイ
ン

Custom
関数

テーマ

静的ペー
ジPHP

PHPブ
ロック

自動タグ
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INSTALL



SITECONFIG.PHP - DEBUG MODE

// If you have errors on your site, can't login, or can't get to the

// config UI, then you can comment this in to set the root debug option

// on and get detailed error messages. You can set this to 'force' (which the

// Config UI won't allow you to do) to override hiding of password and 

cookie

// items in the debug trace.

$_CONF['rootdebug'] = true;



GEEKLOGのLIBRARY

lib
-c

o
m
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.p

h
p

system/lib-admin.php

system/lib-block.php

system/lib-comment.php

system/lib-database.php

system/lib-mbyte.php

system/lib-plugins.php

system/lib-sessions.php

system/lib-custom.php



関数設計



GEEKLOGのアドオン開発
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PLUGIN
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PLUGIN
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FUNCTIONS.INC - LISTING OF THE PLUGIN FUNCTIONS

CORE PLUGIN FUNCTIONS

Function Description of Function

plugin_getmenuitems_{plugin} This places items on the Site Menu

plugin_commentsupport_{plugin} Indicates to Geeklog whether or not this plugin supports Comments

plugin_showstats_{plugin} This expands the Site Stats page.

plugin_cclabel_{plugin} This puts an option for the Plugin in the Command and Control Block

plugin_getadminoption_{plugin} This places a menu option in the Admin Block

plugin_getuseroption_{plugin} This places a menu option in the User Block

plugin_chkVersion_{plugin}
Checks whether the plugin's version is current and asks the admin to 

upgrade the plugin if not.

plugin_uninstall_{plugin}
This uninstalls the plugin and is called by both your install page and the 

plugin administration page. Also see Plugin Auto-Uninstall.

http://wiki.geeklog.net/index.php/Plugin_Auto-Uninstall


FUNCTIONS.INC - LISTING OF THE PLUGIN FUNCTIONS

OPTIONAL FUNCTIONS
Function Description of Function

plugin_ismoderator_<plugin 

name>

Checks if the current user has rights to moderate for the plugin and returns 

true if this is the case, false otherwise.

plugin_submissioncount_<plugin 

name>

Calculates the current number of submissions awaiting moderation and returns 

that number.

plugin_savesubmission_{plugin 

name}
Saves submitted item from a user in {plugin name}submission table

plugin_moderationvalues_{plugin 

name}

Returns the primary key column name, the main table name (called {plugin 

name}) and the list of fields from that table that you'd like to have show up on 

the moderation page.

plugin_itemlist_{plugin name} Shows any items needing moderation for your plugin on moderation.php

plugin_submit_{plugin name}
Shows the submission form for your plugin. Returns a string containing the 

HTML to display the plugin submission form.

plugin_moderationapprove_{plugi

n name}

Takes an ID into {plugin name}submission and moves it to the main table called 

{plugin name}. This optional function supplements moderation.php. While 

moderation.php actually moves data from the <plugin name>submission table to 

the main <plugin name> table, this function executes all other submission 

approval tasks including any other database updates required by your plugin.

plugin_moderationdelete_{plugin 

name}

Takes an ID into {plugin name}submission table and deletes it. This optional 

function supplements moderation.php. While moderation.php actually removes 

data from the <plugin name>submission table, this function executes all other 

submission removal tasks including any other database updates required by your 

plugin.



FUNCTIONS.INC - LISTING OF THE PLUGIN FUNCTIONS

OPTIONAL FUNCTIONS

Function Description of Function

plugin_getsearchtypes_{plugin name}

You will probably want to add a new type in the Type drop down on 

search.php. This function prints the option tags needed. Make sure that the 

value tag is {plugin name}

plugin_dopluginsearch_{plugin name}

Takes the search criteria and lets you build search results for your plugin. This 

returns a string array of table rows, one row for each record returned by 

your search.



FUNCTIONS.INC - LISTING OF THE PLUGIN FUNCTIONS

OPTIONAL FUNCTIONS
Function Description of Function

plugin_commentsupport_<plugi

n name>

This function does not take any parameters but simply returns true 

if this plugin supports comments. This call is made in Geeklog code 

(example article.php) to determine if it should redirect handling to 

the plugin

plugin_handlecomment_<plugin 

name>

This function expects a parameter for the comment id and 

operation. The operation parameter is either 'save' or 'delete'. This 

function will update the plugin record with the total number of 

comments for this plugin item and the then redirect the user back 

to the plugin instead of the main site page

plugin_commentform_<plugin 

name>

This function expects a number of parameters and is called from 

Geeklog article.php and comment.php. Parameters are: comment_id 

(primary key), comment_mode (nested, flat, threaded, none), order 

(Ascending or Descending) and reply (was the reply submit button 

used on the comment bar). Only comment_id is mandatory.

plugin_commentparent_<plugin 

name>

Optional function which can be called from your 

plugin_commentform function to also display the plugin parent 

above the comments. This is how Geeklog articles are displayed with 

the story and then the comment bar and associated comments.



CUSTOM関数
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CUSTOM関数
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接頭子（PRE-）



CUSTOM関数 LIB-CUSTOM.PHP
CUSTOM_*****()が定義されていたらCUSTOM_*()を優先するしくみ

function COM_emailEscape( $string ){

global $_CONF;

if (function_exists('CUSTOM_emailEscape')) {

return CUSTOM_emailEscape($string);

}



LIB-CUSTOM.PHP

関数の置き換え、追加用
 /* テーマ変数をセットする */

 require_once( 'custom/custom_templatesetvars.php' );

 /* 静的ページコンテンツの内容を返す */

 require_once( 'custom/custom_getstaticpage.php' );

 /* テーマ変更時にデフォルトテーマをセットしているユーザのテーマも強制的に変更する */

 require_once( 'custom/custom_forcethemechange.php' );

 /* 新着記事リストを表示する */

 require_once( 'custom/phpblock_lastarticles.php' );

 /* ログインユーザの権限を表示する */

 require_once( 'custom/phpblock_showrights.php' );

 /* ブロック等にメニューとして、話題と記事すべてを展開して表示する */

 // require_once( 'custom/phpblock_sitemapmenu.php' );

 /* サイトのテーマを変更する */

 require_once( 'custom/phpblock_themetester.php' );

 /* アクセス数を表示する */

 // require_once( 'custom/phpblock_stats.php' );

 /* ユーザーエージェント判定のテンプレート変数を追加する */

 require_once( 'custom/useragent.class.php' );



THEME
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HTML5 CSS3 THEME – WINKYE14



THEME

+ functions.php



トップページのヘッダだけに特別にコンテンツ
を埋め込む<THEME>/HEADER.THTML

 CUSTOM関数を使う場合
<?php if( COM_onFrontpage() ) { echo 

CUSTOM_getStaticpage('_toppage_content' ); } ?>

 Assistプラグインを使う場合
[assist:staticpage_content id:_toppage_content mode:home]

Geeklog 2.1より記述がかわります。
{!!autotag assist:staticpage_content id:_toppage_content mode:home !!}



ページだけに特別にコンテンツを埋め込む
<THEME>/HEADER.THTML

 CUSTOM関数を使う場合
<?php if( COM_onFrontpage() ) { echo 

CUSTOM_getStaticpage('_toppage_content' ); } ?>

 （推奨）Auto tagsを活用する場合は、すべてのテンプレート、コンテンツ
に記述的ます。

Assistプラグインを使う場合
[assist:staticpage_content id:_toppage_content mode:home]

Geeklog 2.1より記述がかわります。
{!!autotag assist:staticpage_content id:_toppage_content mode:home !!}



NON-SSLのときだけテンプレート
HEADER.THTML FOOTER.THTMLに読
み込む

 <?php

$request_type = ($_SERVER['SERVER_PORT'] !== '80') ? 'SSL' : 

'NONSSL';

 if( $request_type != 'SSL'){ echo 

CUSTOM_getStaticpage('_non_ssl_content'); }

?>

PHP: header.thtml and footer.thtml only



テーマ変数

 テンプレートごとに利用できるテーマ変数が決まっている。
（自動タグはどのテンプレートにも記述可能）
Header.thtml : {doctype}, {page_title_and_site_name}, {site_url}…

 テーマ変数は，カスタム関数CUSTOM_templateSetVars() に追加する。

 主な、テンプレートとその変数一覧：
http://www.biolog.jp/geeklog/docs/themevars.html

http://wiki.geeklog.jp/index.php?title=CUSTOM_templateSetVars


THTME変数 HEADER.THTML

変数名 例 説明

site_url http://www.exampl

e.com

自分のGeeklogサイトのURL（コンフィギュレーションの $_CONF['site_url']で設定したものと同じ）。

layout_ur

l

http://www.exampl

e.com/layout/profe

ssional

ユーザが現在使用しているテーマディレクトリのURL。

page_titleGeeklog Site -

Another Nifty 

Geeklog Site

サイト名及びスローガンと、現在の記事のタイトル。

backgrou

nd_image

http://www.exampl

e.com/layout/

XSilver/images/bg.g

if

現在のテーマの images ディレクトリ内の bg.gif を指している。背景画像として使用することを想定している。

site_mail admin@example.c

om

ユーザがサイトの管理者と連絡を取るときに使用するEメールアドレス。スパムの問題があるため、サイト
でこのアドレスを表示する代わりに、管理者にメールを送信するフォームへのリンクを提示することを勧め
る。つまり、 {site_url}/profiles.php?uid=2 （2 はこのEメールを受け取るユーザのIDで、ふつう、サイト管理
者である）のようにする。

site_nam

e

Geeklog Site サイト名

site_sloga

n

Another Nifty 

Geeklog Site

サイトのスローガン

welcome

_msg

Welcome to 

Geeklog Site

「ようこそ」のメッセージで、登録ユーザの場合は、この後にユーザ名が続く。

datetime Thursday, 

November 28 

2002 @ 11:43 AM 

PST

現在の日付と時刻で、 $_CONF['date']に従ってフォーマットされる。

site_logo http://www.exampl

e.com/layout/

professional/images

/logo.png

現在のテーマの images ディレクトリ内にあるロゴ画像を指し、ロゴとして表示されることを想定している。
ふつう、GIF画像(logo.gif)であるが、画像タイプはテーマごとに変更することができる（たとえば、

Professionalテーマでは、PNG画像を使用しているので、ロゴは logo.png になっている）。
訳注：画像タイプを変更するには、テーマの functions.php内で、



ブロック別にテンプレートを切り替え

 Block idがabc_blockなら ‘blockheader-abc.thtml,blockfooter-

abc.thtml’; を使う場合：

themeのfunctions.php 後部に以下の記述を追加。

$_BLOCK_TEMPLATE['abc_block'] = 'blockheader-

abc.thtml,blockfooter-abc.thtml';



左ブロック｛LEFTBLOCK｝をフッタに置く

 functions.phpに以下の行を追記してください。

 $_CONF[‘left_blocks_in_footer’] = 1;

参考：テーマ Denim



右ブロック｛RIGHTBLOCK｝を常時表示する

 functions.phpに以下の行を追記してください。

 $_CONF['show_right_blocks'] = true;



THEME/FUNCTIONS.PHP

Theme name（directory name）を変更したらfunctions.phpの以下の関数名
を変更。

 function theme_config_{theme name}()

 function theme_css_ {theme name}()

 function theme_js_libs_{theme name}()

 function theme_js_files_{theme name}()

 function theme_init_{theme name}()



静的ページのレイアウト

静的ページプラグイン（Staticpages）



静的ページPHP

Geeklog

プラグイ
ン

Custom
関数

テーマ

静的ペー
ジPHP

PHPブ
ロック

自動タグ



静的ページPHP



お問い合わせフォーム



お問い合わせフォーム

// +---------------------------------------------------------------------------+

// | FormMail Static Page for Geeklog 1.8 higher

// +---------------------------------------------------------------------------+

// | Copyright (C) 2008-2014 by the following authors:

// | Authors    : Hiroshi Sakuramoto - hiro AT winkey DOT jp

// | Sponser : White Bear Family CO., LTD

// | Coordinate : Adeliae Planning CO., LTD - www.e-adeliae.com

// | Coordinate : IVY WE CO., LTD - www.ivywe.co.jp

// | Version: 2.1.8

// +---------------------------------------------------------------------------+

global $_CONF,$_USER,$_PLUGINS,$_SCRIPTS; // Geeklog変数

global $_fmhelppageurl,$_fmtblcolwidth,$_fmtokenttl; // FormMail変数

if (!defined('XHTML')) define('XHTML', ' /');

// --[[ 初期設定 ]]------------------------------------------------------------

//  静的ページPHPを作成する時に入力したIDを入れてください。



PHPブロック
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OPTION（ノーマル、ポータル、PHP）



LIB-CUSTOM.PHP

PHP_BLOCK関数の追加

日本語版での追加：

/* 新着記事リストを表示する */

require_once( 'custom/phpblock_lastarticles.php' );

/* ログインユーザの権限を表示する */

require_once( 'custom/phpblock_showrights.php' );

/* ブロック等にメニューとして、話題と記事すべてを展開して表示する */

// require_once( 'custom/phpblock_sitemapmenu.php' );

/* サイトのテーマを変更する */

require_once( 'custom/phpblock_themetester.php' );

/* アクセス数を表示する */

// require_once( 'custom/phpblock_stats.php' );



AUTO TAGS - 自動タグ

Geeklog

プラグイ
ン

Custom
関数

テーマ

静的ペー
ジPHP

PHPブ
ロック

自動タグ

記事や静的ページ、ブロックなどのコンテンツだけでなく、すべてのテンプレートで
利用可能です。



AUTO TAG (自動タグ)
機能 タグ

Geeklog本体で用意されている自動タグ

記事 [story:id リンクテキスト（省略可能）],[page_break]

記事画像用
[imageX], [imageX_left], [imageX_right], [unscaledX], 

[unscaledX_left], [unscaledX_right]

※idは該当するidを，Xには画像番号を指定

各種プラグインで用意されている自動タグ

静的ページ
[staticpage:id リンクテキスト（省略可能）][staticpage_content:id]（指
定した静的ページの内容を読み込む）

リンク [link:id リンクテキスト（省略可能）]

イベント [event:id リンクテキスト（省略可能）]

ファイル管理 [file:id リンクテキスト（省略可能）]

掲示板 [forum:id リンクテキスト（省略可能）]

メディアギャラリ
[album:id], [media:id], [slideshow:id], [image:id], [audio:id], [video:id]

※ アドバンストエディタのMGタブで設置すると自動タグで挿入

プラグインは個別に自動タグを提供しています。詳しくはプラグインドキュメントを。



AUTO TAGS PLUGIN（自動タグプラグイン）



OSS JAPANの自動タグ

静的ページ



AUTO TAGS テンプレート記述事例

<p class="site_slogan" style="float:right">{site_slogan}<br{xhtml}>

ただ今のユーザ登録は <input type="text" size="3" name="aaa" value="{!!autotag

assist:usercount !!}" /> 名。<a href="{site_url}/databox/category.php/oss/gcode">OSS</a>登
録数は <input type="text" size="3" name="bbb" value="{!!autotag databox:count

category_code:alloss !!}" /> 件

</p>

{!!autotag assist:usercount !!} {!!autotag databox:count category_code:alloss !!}

header.thtml



AUTO TAGS テンプレート記述事例

<p class="site_slogan" style="text-align:center">

ただ今のユーザ登録は <input type="text" size="3" name="aaa" value="[assist:usercount]" 

/> 名。<a href="/databox/category.php/oss/gcode">OSS</a>登録数は <input type="text" 

size="3" name="bbb" value="[databox:count category_code:alloss]" /> 件

</p>

[assist:usercount] [databox:count category_code:alloss]

静的ページ



CUSTOM FUNCTIONS

404.php

<?php

require_once 'lib-common.php';

COM_handle404();

?>

lib-common.php

<?php

require_once( $_CONF['path_system'] . 'lib-****.php' );

require_once( $_CONF['path_system'] . 'lib-custom.php' );

function COM_handle404($alternate_url = '')

{

global $_CONF, $_USER, $LANG_404;

if (function_exists('CUSTOM_handle404')) {

CUSTOM_handle404($alternate_url);

exit;

} 

……..



CUSTOM FUNCTIONS

 lib-custom.php内でカスタム関数を定義。404.php

<?php

require_once 'lib-common.php';

COM_handle404();

?>

lib-common.php

<?php

require_once( $_CONF['path_system'] . 'lib-****.php' );

require_once( $_CONF['path_system'] . 'lib-custom.php' );

function COM_handle404($alternate_url = '')

{

global $_CONF, $_USER, $LANG_404;

if (function_exists('CUSTOM_handle404')) {

CUSTOM_handle404($alternate_url);

exit;

} 

……..

lib-custom.php

<?php

if (strpos(strtolower($_SERVER['PHP_SELF']), 'custom_handle404.php') !== false) {

die('This file can not be used on its own!');

}

function CUSTOM_handle404($alternate_url = '')

{

global $_CONF, $_USER, $LANG_404;

……..



安心の運用

 直観的でわかりやすい。

 CMS活用により、すぐに編集

 わかりやすいナビゲーション

 安心のサポートサービス
株式会社アイビー・ウィー
http://www.ivywe.co.jp/databox/data.php/consulting-geeklog/code

http://www.ivywe.co.jp/databox/data.php/consulting-geeklog/code


MERCURIAL (ドキュメント管理)

リポジトリの管理、ソースの取得：Workbenchをダウンロードして管理。

 Geeklog 本家版
https://www.geeklog.net
リポジトリ Bug tracker
http://project.geeklog.net/

 Geeklog日本語版
https://code.google.com/p/geeklog-jp/

 GeeklogディストリビューションIVYWE版（開発者専用）
https://code.google.com/p/geeklog2-ivywe/

 dataBoxプラグイン
https://bitbucket.org/tsuchi/box
Assistプラグイン
https://bitbucket.org/tsuchi/assist

 Geeklogプラグイン
https://code.google.com/p/geeklog/source/checkout

http://project.geeklog.net/
https://code.google.com/p/geeklog-jp/
https://code.google.com/p/geeklog2-ivywe/
https://bitbucket.org/tsuchi/box
https://bitbucket.org/tsuchi/assist
https://code.google.com/p/geeklog/source/checkout


ダウンロード
GEEKLOGディストリビューションIVYWE版（開発者専用）

 http://www.ivywe.co.jp/downloads/index.php?cid=geeklog

http://www.ivywe.co.jp/downloads/index.php?cid=geeklog


掲載



書籍の紹介

執筆しました。
Geeklog Japan



GEEKLOG

 Geeklog Japan

http://www.geeklog.jp

DEMO

http://demo.geeklog.jp

Facebook Group

https://www.facebook.com/groups/geeklogjp/

 Geeklog

https://www.geeklog.net

リポジトリ Bug tracker

http://project.geeklog.net/

 株式会社アイビー・ウィー
http://www.ivywe.co.jp

http://www.geeklog.jp/
http://demo.geeklog.jp/
https://www.facebook.com/groups/geeklogjp/
http://project.geeklog.net/
http://www.ivywe.co.jp/
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