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1．「アイオーWebパイロットブログ」によるブログの開設
1-1．ブログアカウント設定
初回登録完了後、ログインすると以下の画面が表示されます。お使いのサーバーのブログ生成先とCGI
設置先の指定など、各種設定を行います。全て入力後、確認ボタンを押します。ブログアカウント設定ページ
で入力した内容を確認後、変更が無ければ【○次へ】をクリックします。

・ブログ生成先：
ブログを公開するURLを設定します。生成先ディレクトリはパーミッション
（ファイルの属性）は777 又は 707 に設定します。

・CGI(プログラム)設置先：
記事生成CGI（プログラム）の設置先URLを設定します。CGIファイルの
パーミッションを 755 は設定します。URLはCGIのファイル名まで必要です。

・記事生成パスワード：
記事生成時にCGIに問合せる認証パスワードを設定します。（任意）

・記事生成キー：
記事生成時にＣＧＩに問合せる認証キーを設定します。（任意）
記事生成パスワードと記事生成キーは合わせて使用されます。

・Perｌパス：
設置するサーバーのPerlパスを設定します。
Perlパスが分からない場合はお使いのプロバイダ若しくはホスティング
業者にご確認ください。
（例）「/usr/local/bin/perl」や「/usr/bin/perl」など

・SSL(暗号化)利用選択：
設置するドメイン以下でSSL(暗号化)通信を利用しているか
選択してください。※URLが https://xxxxxxx.jp の場合、SSL(暗号化)通信
が行われております。

・ファイル生成方法選択：
記事生成時のCGIの動作をSOCKET型(推奨)とPUSH型から
選択します。SOCKET型で記事が正しく生成されない場合等には
PUSH型を選択してください。

・メールアドレス：
ブログの記事に対してコメントやトラックバックがあった際の
通知先メールアドレスを設定します。
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ブログアカウントの設定後、記事生成のプログラム（CGI）ファイルをお使いのサーバーに設置します。設定
済みのCGIファイルをダウンロードできますので、ダウンロードしたファイルを設定したCGIの設置場所にFTP
ソフトなどで保存します。

1． 「アイオーWebパイロットブログ」によるブログの開設
1-2．記事生成CGIの設置

ダウンロードしたCGIファイルをFTPソフトなどで
指定した「CGI設置場所」に保存します。
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1． 「アイオーWebパイロットブログ」によるブログの開設
1-3．ブログ基本設定

ここではブログのタイトルやカテゴリー等の基本的な情報を設定します。
必要事項を入力し【□確認】をクリックすると確認画面が表示されるので、変更がなければ【○転送】を
クリックしてください。転送後にブログが生成されます。



6投稿メニュー：新規投稿、記事の編集、ファイル管理、カテゴリーの設定をします。

タイトル／カテゴリー：投稿する記事のタイトルの入力、メイン、サブカテゴリーの選択をします。
改行の設定：改行した文章を改行しないで表示するか、改行して表示するかを選択します。

2．投稿
2-1．新規投稿①

HTMLエディター
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2．投稿
2-1．新規投稿①

2-1-1．HTMLエディタ・詳細地図機能

HTMLエディタの詳細地図をクリックするとGoogleMap入力画面が開きます。
GoogleMap画面の【OK】をクリックするとマップ情報が保存されます。
※登録されるマップの座標軸は表示されているマップの中央座標になります。
{G_MAP_a} と {/G_MAP_a} はマップリンクを表示するために必要な記述のため、変更できません。

操作：地名や住所で検索を行います。

操作：情報ウィンドウを追加します。
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2．投稿
2-1．新規投稿①

2-1-2．HTMLエディタ・詳細地図機能 (座標検索)

検索したい地名、もしくは住所を入力し検索すると、条件に当て
はまった箇所にマップが移動し、該当の箇所にピンを立てます。

※注意

検索結果が見つからなかった場合は動作
しません。
検索結果が複数あった場合、検索結果の
一番目のみに移動します。

検索後にマップを移動した場合、検索箇
所とマップ中央にピンが立ちますが、作業
完了時に登録される座標は画面中央に
表示されているピンの座標になります。
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2．投稿
2-1．新規投稿①

2-1-3．HTMLエディタ・詳細地図機能 (情報ウィンドウ追加)

情報ウィンドウを追加することが出来ます。

情報ウィンドウの内容には文章、画像、動画などを
使用することができ、ブログの「詳細地図はこちら
(※文章は変更可能)」から見ることが出来ます。

※注意

複数の情報を登録した場合、内容によっては情報
ウィンドウの形が崩れる場合があります。

画面の読み込みが完了していない段階で何らかの
処理を行うと 「～はNULLまたはオブジェクトでは
ありません」 と警告が表示され、正しく動作しなく
なる可能性があります。
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トラックバック先のURL：トラックバックを送りたいブログのトラックバック先URL
トラックバックの概要：トラックバック先に表示されるトラックバックの概要
投稿日時：ブログの記事に表示される投稿時間
公開日時：ブログの記事が反映される時間。
コメント／トラックバック：この記事に対するコメント・トラックバックの受け入れ可否
状態：投稿記事を公開するか、下書き状態にするかの選択

2．投稿
2-1．新規投稿②

画像添付：【ファイルを選択】をクリックするとファイル管理のページが表示されます。
画像を添付する場合はファイル管理の【投稿】をクリックしてページを
閉じてください。

追記：投稿済みの記事に追加で投稿する場合ここから追記します。
追加された記事はブログの「続きを見る．．．」から見ることができます。

投稿画面の【□確認】をクリックすると確認画面が表示されます。
投稿画面の【○保存】または確認画面の【○保存】をクリックすると記事が投稿されます。
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投稿メニューの【投稿した記事を編集する】をクリックすると投稿記事の一覧が表示されます。
操作メニューの【編集】をクリックすると記事が入力された状態で表示されます。
記事の編集後【○保存】をクリックして記事が編集された状態で投稿されます。

2．投稿
2-2．投稿記事編集

操作メニュー
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操作メニューの【削除】をクリックすると記事削除の確認画面が表示されます。
確認画面で【○削除】をクリックすると記事が削除されます。

2．投稿
2-3．投稿記事削除

全て選択：ここで選択された記事は全て削除されます。
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投稿メニューの【ファイル管理】をクリックするとファイルの一覧が表示されます。
ここではブログにアップしたい画像やエクセルなどのデータを管理します。
※表示される画像は[JPEG][GIF][PNG][BMP]となり、その他のデータはすべてリンク形式で表示されます。

2．投稿
2-4．ファイル管理

操作：ファイルの編集・削除・投稿をします。
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ファイル管理のページで【＋ファイル追加】をクリックするとファイル管理のページが下図のように表示されます。
【参照】をクリックし追加したいファイルを選択します。
ファイル選択後タイトル、ファイル名、画像の設定等を入力し【□確認】をクリックし、【○変更を保存】をクリックす
るとファイルが追加されます。※ファイル名を入力する場合は既存ファイル名と同じ名前での登録はできません。

①【参照】をクリックしファイルを選択

②タイトル、ファイル名、画像の設定等
を入力後、【□確認】をクリック

③最後に【○変更を保存】をクリックし保存

2．投稿
2-4．ファイル管理

2-4-1．ファイルの追加
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①ファイルの編集：操作メニューの【編集】をクリックするとファイル管理のページが下図のように表示されます。
タイトル、ファイル名、ファイルの設定等の編集後【○変更を保存】をクリックすると
ファイルが編集されます。

2．投稿
2-4．ファイル管理

2-4-2．ファイルの編集

①ファイルの編集
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②ファイルの削除：操作メニューの【削除】をクリックすると削除確認画面が表示され、
【○変更を保存】をクリックするとファイルが削除されます。

2．投稿
2-4．ファイル管理

2-4-3．ファイル削除

②ファイルの削除
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投稿メニューの【カテゴリーの設定】をクリックするとカテゴリーの一覧が表示されます。
ここでは投稿する記事を分類するためのカテゴリーを管理します。
カテゴリはそれぞれ上位カテゴリと下位カテゴリに分類されます。

操作：カテゴリーの編集・削除をします。

並び順：カテゴリー表示順を設定します。

全て選択：ここで選択された全てのカテゴリーを削除します。

2．投稿
2-5．カテゴリーの設定

2-5-1．カテゴリーの管理
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カテゴリー管理のページで【＋新規カテゴリーの追加】をクリックするとカテゴリー管理のページが右図のよう
に表示されます。
カテゴリー名を入力後【□確認】をクリックすると確認画面が表示され、【○保存】をクリックするとカテゴリーが
追加されます。
上位カテゴリを選択し保存すると、選択したカテゴリを上位にもつ下位カテゴリとして追加されます。

2．投稿
2-5．カテゴリーの設定

2-5-2．カテゴリーの追加
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①カテゴリーの編集：操作メニューの【編集】をクリックするとカテゴリー管理のページが左図のように表示されます。
カテゴリー名編集後【○保存】をクリックするとカテゴリー名が編集されます。

2．投稿
2-5．カテゴリーの設定

2-5-3．カテゴリーの編集

①カテゴリーの編集(上位カテゴリ)

①カテゴリーの編集(下位カテゴリ)
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②カテゴリーの削除：操作メニューの【削除】をクリックすると削除確認画面が表示され、【○削除】をクリックすると
カテゴリーが削除されます。

2．投稿
2-5．カテゴリーの設定

2-5-4．カテゴリーの削除

②カテゴリーの削除(上位カテゴリ)
②カテゴリーの削除(下位カテゴリ)
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ブログ状態の設定
ブログを非公開にする場合は
ブログ状態を【非公開】にし、
ログインIDとパスワードを設定します。

ブログ基本設定
ブログのタイトルやカテゴリー等の
基本的な情報の設定をします。

Blog設定メニュー
【blogの再構築】は【ブログの設定】、【動作の設定】、【プラグインの設定】、【プロフィール設定】で
設定、変更をしたときに再構築することで表示されるブログに反映させます。

3．Blog設定
3-1．ブログの設定

ブログ生成先 : ブログの生成先
CGI設置先 : ブログ生成CGI設置先
CGIパスワード : CGIパスワードを生成するための文字列
記事生成パスワード : ブログ生成パスワード
記事生成キー : ブログ生成パスワードキー
SSL利用選択 : ブログの生成先を選択
ファイル生成方法選択 : SOCKET型で通らない場合は

PUSH型を選択してください
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3．Blog設定
3-2．動作の設定

記事の投稿に関わる動作の設定をします。

※操作を一通り完了した後Blog設定メニューの【blogの再構築】をするか投稿しないと表示されるブログに反映されません

ここで設定した値は投稿での
初期値として設定されます。

ブログの表示件数と表示件数の
単位を設定します。

指定したIPアドレスから書き込まれる
コメントやトラックバックを拒否します。
※改行区切りで複数登録が可能です。

ブログを更新する毎にping送信先で
更新したことを通知します。
※改行区切りで複数登録が可能です。

禁止語に指定した単語が含まれる
コメントやトラックバックを拒否します。
※改行区切りで複数登録が可能です。

承認機能を“利用する”を選択すると管
理者が承認したときのみコメントやト
ラックバックが表示されます。
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プロフィールの設定ではブログに表示されるプロフィールの設定・変更をします。
Blog設定メニューの【プラグインの設定】でプロフィールを追加することでブログに表示されます。

ここでホームページのタイトルとURLを
設定しておくことでブログのプロフィール上に
ホームページのリンクを貼ることができます。

プロフィール上に表示される画像を設定します。
【参照】をクリックして画像を選択してください。

3．Blog設定
3-3．プロフィールの設定
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デザイン設定ではテンプレートを選択することでブログのデザインの設定・変更をします。

3．Blog設定
3-4．デザイン設定①
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デザインを設定する場合、まずデザインのテンプレートを選択します。テンプレートを選択すると
サンプルが表示されるのでレイアウトを選択し、次のページで【○変更】をクリックすると
デザインの設定が完了します。

縦3列から縦2列（左）に変更

変更後

3．Blog設定
3-4．デザイン設定②

変更前
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ブログのCSSの編集をします。
編集したい箇所を選択するとCSSが入力されたページが表示されるので
編集後【◎保存】をクリックするとCSSが編集されます。

3．Blog設定
3-5．CSS編集

→ アーカイブ
→ カレンダー
→ 全体
→ 左段構成の枠
→ 右段構成の枠
→ 三段構成の枠
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ブログのHTMLの編集をします。
編集したい箇所を選択するとHTMLが入力されたページが表示されるので
編集後【◎保存】をクリックするとHTMLが編集されます。
※編集箇所によってはブログが正しく生成されなくなる可能性があります。

3．Blog設定
3-6．HTML編集
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ブログのHTMLの編集をします。
編集したい箇所を選択するとHTMLが入力されたページが表示されるので
編集後【◎保存】をクリックするとHTMLが編集されます。
※編集箇所によってはブログが正しく生成されなくなる可能性があります。

3．Blog設定
3-6．HTML編集

→ インデックス
→ カテゴリ詳細
→ カテゴリ一覧
→ 日別詳細
→ 日別一覧
→ 月別詳細
→ 月別一覧
→ エントリー
→ 携帯版インデックス
→ 携帯版エントリー詳細
→ 携帯版カテゴリ一覧
→ 携帯版エントリー詳細(追記)
→ 携帯版エントリー一覧
→ アクセスランキング
→ 携帯版ブログカテゴリ詳細
→ 携帯版ブログカテゴリ一覧
→ 携帯版新着記事一覧
→ 携帯版コメント削除
→ 携帯版コメント一覧
→ 携帯版コメント概要
→ 携帯版コメント編集確認
→ 携帯版コメント編集入力
→ 携帯版コメント投稿確認
→ 携帯版コメント投稿完了
→ 携帯版コメント投稿入力
→ 携帯版トラックバック概要
→ 携帯版トラックバック削除
→ 携帯版トラックバック一覧
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Blog設定メニューの【プラグインの設定】をクリックするとプラグインの一覧が表示されます。
ここではブログに追加される機能を管理します。

操作：各プラグインの設定・削除をします。

並び順：プラグインの表示順を設定します。

配置場所：プラグインの表示位置を設定します。

タイトル：プラグインの表示名を設定します。

全て選択：ここで選択された全てのプラグインを削除します。

3．Blog設定
3-7．プラグインの設定
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プラグイン管理のページで【＋新規プラグインを追加】をクリックするとプラグイン管理のページが
右図のように表示されます。
追加したいプラグインと追加場所を指定しタイトルを入力後、【□確認】をクリックすると確認画面が表示され
確認画面の【○保存】をクリックするとプラグインが追加されます。

※操作を一通り完了した後Blog設定メニューの【blogの再構築】をするか投稿しないと表示されるブログに反映されません

3．Blog設定
3-7．プラグインの設定

3-7-1．プラグインの追加

【追加できるプラグイン】
カレンダー 月間アーカイブ
最近の投稿 最近のトラックバック
プロフィール カテゴリ別アーカイブ
最近のコメント フリーエリア
リンク集 カテゴリ別（サブカテゴリ対応）
携帯サイトQRコード
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①プラグイン詳細設定：操作メニューの【詳細設定】をクリックするとプラグインの設定ページが表示されます。
詳細設定では一覧の設定や表示件数など各プラグインの表示設定や編集ができます。

②プラグイン削除：操作メニューの【削除】をクリックするとプラグイン削除の確認画面が表示されます。
確認画面で【○削除】をクリックするとプラグインが削除されます。

※操作を一通り完了した後Blog設定メニューの【blogの再構築】をするか
投稿しないと表示されるブログに反映されません

3．Blog設定
3-7．プラグインの設定

3-7-2．プラグインの詳細設定・削除

①プラグイン詳細設定

②プラグイン削除
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Blog設定メニューの【コメント管理】をクリックするとコメントの一覧が表示されます。
ここでは投稿されたコメントを管理します。

操作：各コメントの編集・削除・禁止をします。

記事タイトル：選択した記事に対してのコメントを表示します。

全て選択：ここで選択された全てのコメントを削除します。

3．Blog設定
3-8．コメント管理

承認：各コメントの承認状態を変更します。
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操作メニューの【編集】をクリックすると指定したコメントが記入された状態で表示されます。
コメント編集後【□確認】をクリックすると確認画面が表示され、【○保存】をクリックすると
コメントが編集されます。

3．Blog設定
3-8．コメント管理

3-8-1．コメント編集

※実際には投稿IPにIPアドレスが表示されます。
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①コメントの削除：操作メニューの【削除】をクリックするとコメント削除の確認画面が表示されます。
確認画面で【○削除】をクリックするとコメントが削除されます。

②コメントの禁止：指定IP先からのコメントの投稿を禁止します。
操作メニューの【禁止】をクリックすると禁止する投稿IPが表示されます。
禁止確認画面で【○禁止】をクリックすると指定IP先からのコメントを禁止できます。

①コメントの削除 ②コメントの禁止

3．Blog設定
3-8．コメント管理

3-8-2．コメント削除・禁止

※実際には投稿IPにIPアドレスが表示されます。
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3．Blog設定
3-8．コメント管理

3-8-3．コメント承認
承認状態（承認待ち、承認済み、NG承認済み）をクリックすると指定したコメントが記入された
状態で表示されます。
変更したい承認状態をクリックするとコメントの承認が変更されます。

例 ： “承認待ち”から“承認済み”に変更する場合
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Blog設定メニューの【トラックバック管理】をクリックするとトラックバックの一覧が表示されます。
ここでは投稿されたトラックバックを管理します。

操作：各トラックバックの編集・削除・禁止をします。

全て選択：ここで選択された全てのトラックバックを削除します。

記事タイトル：トラックバック先ブログの該当記事を表示します。
該当記事：トラックバックされた記事を表示します。

3．Blog設定
3-9．トラックバック管理

承認：各トラックバックの承認状態を変更します。



37

3．Blog設定
3-9．トラックバック管理

3-9-1．トラックバック編集

操作メニューの【編集】をクリックすると指定したトラックバックが記入された状態で表示されます。
トラックバック編集後【□確認】をクリックすると確認画面が表示され、【○保存】をクリックすると
トラックバックが編集されます。

※実際には投稿IPにIPアドレスが表示されます。
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3．Blog設定
3-9．トラックバック管理

3-9-2．トラックバック削除・禁止
①トラックバックの削除：操作メニューの【削除】をクリックするとトラックバック削除の確認画面が表示されます。

確認画面で【○削除】をクリックするとトラックバックが削除されます。
②トラックバックの禁止：指定IP先からのトラックバックを禁止します。

操作メニューの【禁止】をクリックすると禁止する投稿IPが表示されます。
禁止確認画面で【○禁止】をクリックすると指定IP先からのトラックバックを禁止できます。

①トラックバックの削除

②トラックバックの禁止

※実際には投稿IPにIPアドレスが表示されます。
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承認状態（承認待ち、承認済み、NG承認済み）をクリックすると指定したトラックバックが記入された
状態で表示されます。
変更したい承認状態をクリックするとトラックバックの承認が変更されます。

3．Blog設定
3-9．トラックバック管理

3-9-3．トラックバック承認

例 ： “承認待ち”から“承認済み”に変更する場合
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3．Blog設定
3-10．アクセス解析

アクセス解析では日別ごとの訪問者数を解析します。
【日時】をクリックするとアクセス解析の詳細が表示されます。

※実際には訪問者IPにIPアドレスが表示されます。
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携帯電話からブログに投稿するための設定をします。

携帯電話から投稿する記事の
カテゴリーを設定します。

携帯電話から投稿するための
携帯メールアドレスを設定します。

複数の携帯電話から投稿するために
投稿を許可する携帯メールアドレス
を設定します。
※改行区切りで複数登録が可能です。

登録した携帯メールアドレスのみ
投稿を許可するか、登録していない
携帯メールアドレスからの投稿も
許可するかの選択をします。

携帯電話からの投稿での画像の
レイアウトの設定をします。

設定した携帯メールアドレスに投稿用の
ブログのアドレスが送信されます。

3．Blog設定
3-11．携帯設定
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Blogの再構築では【ブログの設定】、【動作の設定】、【プラグインの設定】、【プロフィール設定】で
設定、変更をしたときに再構築することで表示されるブログに反映させます。
再構築対応表で ○ が表示されている部分が再構築の対象となります。

3．Blog設定
3-12．Blogの再構築



43

ここではブログの生成に必要なCGIをダウンロードします。ダウンロードしたCGIは
「3．Blog設定 3-1．ブログの設定」のCGI設置先で設定してください。
CGIの設置チェックでエラーが出なければCGIが設置されます。

4．システム設定
4-1．CGI設定
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ここではログインに必要なパスワードの変更をします。
現在のパスワードを入力して【□確認】をクリックすると新しいパスワードに変更するためのページが
表示されます。新しいパスワードを入力し【○保存】をクリックするとパスワードが変更されます。

4．システム設定
4-2．パスワード変更
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4．システム設定
4-3．通知メールアドレス設定

システム設定メニューの【通知メールアドレス設定】をクリックするとブログの記事に対してコメントやトラッ
クバックが行われた場合に通知が行われるメールアドレスを設定できます。メールアドレスを入力後【□
確認】をクリックすると確認画面が表示されます。確認画面で【○保存】をクリックすると管理通知用のメー
ルアドレスの登録が完了します。


