■目次

FreeStyleWiki のインストール
レンタルサーバにインストール
■さくら Internet レンタルサーバに インストール
基本的に、そのままで動きます。
1.setup.cgi を使わない場合
2.FSWiki 本体をダウンロードして展開（解凍）する
・FSWiki 3.6.3
・https://sourceforge.jp/projects/fswiki/files/
3. 解凍した「wiki3_6_3_1」フォルダ内に「attach」「backup」「log」「pdf」フォルダを作成
し、フォルダ名を「wiki」等に変更（ルートである「www」でも構わない）
4.FTP ソフトで「wiki」フォルダごと「www」内にアップロード（ルートにする場合は中身
だけをアップロード）
5. サーバ内でディレクトリやファイルのパーミッションを適切なものにする
・http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi/docs?page=readme#p2
・FFFTP の場合を例に取ると、
1. 対象となるサーバ内のディレクトリ又はファイル（例えば「attach」）を右クリッ
クして「属性変更」をクリックする
2. 上記アドレス（またはアーカイブ内）の readme に従ったパーミッションにする。
例えば「attach」ならば「707」にするとあるので、「オーナー」の「呼出」「書込」
「実行」を全てチェック、「グループ」のチェックは全て外す、「その他」も全て
チェックすると現在の属性の欄が「707」になるので「OK」をクリックして変更
を確定します。「現在の属性」の数字を直接「707」などに書き換えて「OK」でも
変更できます（というかこの方が簡単ですね）。
3. 以下すべてのディレクトリやファイルについて適切にパーミッションの設定をし
てください。
6. ブラウザ「http://（アカウント名）.sakura.ne.jp/wiki/wiki.cgi」等でアクセスしてトップ
ページが表示されればＯＫ
FFFTP での属性変更（パーミッション変更）画面
1.setup.cgi を使う場合
2.FSWiki 本体をダウンロードして展開（解凍）する
・FSWiki 3.6.3
・https://sourceforge.jp/projects/fswiki/files/
3.FSWiki 初期設置用 CGI（BugTrack-plugin/252）をダウンロードして展開（解凍）する
1.http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi?page=BugTrack%2Dplugin/252
4. 解凍した「wiki3_6_3_1」のフォルダ名を「wiki」等に変更（ルートである「www」でも
構わない）
5.「wiki」フォルダ内に初期設置用 CGI である「setup.cgi」をコピーまたは移動
6.FTP ソフトで「wiki」フォルダごと「www」内にアップロード（ルートにする場合は中身
だけをアップロード）
7.FTP ソフトで「setup.cgi」のパーミッションを「707」に変更する（上記の「使わない場
合」を参照）
8. ブラウザで「http://（アカウント名）.sakura.ne.jp/wiki/setup.cgi」等でアクセスして指示に
従って実行する
9. 最後に「FreeStyle Wiki の FrontPage を表示する」をクリックしてトップページが表示され
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ればＯＫ
10.「setup.cgi」はインストール後はすぐに削除する

■ XREA に FSWiki を設置する
スイマセン。この項試していません。下記参考サイトをまとめただけです。
（※「現在、一般向け無料サーバーの募集は行っておりません。」とのこと。2008/10/20 現在）
1.「.cgi」では動かないので「wiki.cgi」を「wiki.xcg」にする
2.setup.dat をエディタで開いて script_name = wiki.xcg に変更する
3. 広告を挿入するため「tmpl」ディレクトリ内の「header.tmpl」に指定のタグを挿入する。
【参考】
・XREA に FSWiki を設置する - 物理おもしろ Wiki
・http://physics.s54.xrea.com/wiki.xcg?page=XREA%A4%CBFSWiki%A4%F2%C0%DF%C3
%D6%A4%B9%A4%EB

■ infoseek isweb - 無料ホームページ作成 レンタルサーバー
http://isweb.www.infoseek.co.jp/
・上下に広告が自動的に入ります（ライト、広告オプションを申し込んでいない場合）
・トップページの「wiki.cgi」を違うドメインからリンクで呼び出そうとするとエラーになる
のでトップページは、「index.html」のページにしておき自動ジャンプの設定にする必要あ
ります
・「wiki.cgi」をエディタで開いて、一行目を「#!/usr/local/bin/perl」に変更します
・cgi は「cgi-bin」に入れる必要があるので、「cgi-bin」以下にアップロードします。しかし、
「cgi-bin」は通常直接アクセスできないようになっているのでテーマがあてられずにおか
しな表示になってしまいます。したがって「theme」のみ通常にアップロードします。し
たがってエディタで setup.dat 内の様々なディレクトリの指定で、「theme_dir = ./theme」と
なっている部分を「theme_dir = ../theme」のように「.」（ドット）を二つにして、一階層上
がってからの指定に直します
・同様に、「theme_uri = ../theme」に変更します
・これを wiki.cgi と同じディレクトリ（つまり「cgi-bin」）にアップロードします
・あとはさくら Internet の場合と同様です

■＠ PAGES 無料ホームページスペースサービス
反応が遅かったりしますが、普通に動きます。広告は自動で挿入されます。
http://atpages.jp/
・「wiki.cgi」をエディタで開いて、一行目を「#!/usr/local/bin/perl」に変更します
・「setup.cgi」を使う場合は同じく一行目を「#!/usr/local/bin/perl」に変更します
・あとはさくら Internet の場合と同様です

プロバイダ契約時のオマケ領域にインストール
■ FreeStyleWiki を BIGLOBE に導入する
■ @nifty homepage に FSWikiLite を設置する
【参考】
・@nifty homepage に FSWikiLite を設置する - 物理おもしろ Wiki
・http://physics.s54.xrea.com/wiki.xcg?page=%40nifty+homepage%A4%CBFSWikiLite%A4
%F2%C0%DF%C3%D6%A4%B9%A4%EB
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■ hi-ho/FSWiki 設置 - hi-ho に FSWiki を設置したときのメモ
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/yakira/wiki.cgi?hi-ho%2FFSWiki%C0%DF%C3%D6

イントラネットにインストール
■ Windows に FSWiki をインストール
・Windows での設置方法（公式サイト）
・http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi/docs?page=Windows%A4%C7%A4%CE%C0
%DF%C3%D6%CA%FD%CB%A1

■ Windows + XAMPP + Perl アドインに FSWiki をインストール
XAMPP とは、ローカル環境等でオープン系の web システムをテストする環境をパッケージ化
したもので、web サーバの Apache、データベースの MySQL、phpMyAdmin、web プログラミング
の PHP、FTP サーバの FileZilla FTP Server、メールサーバの Mercury 等が入っています。同梱さ
れている Perl は miniPerl であり、ライブラリなどが全く入っていません。従って、以下の手順で
は Perl のアドオンモジュールを組み込んでいます。
XAMPP はバージョンアップが激しく、あまり相性などを考慮せずにとにかく最新版でセット
が組まれています。ここで紹介するのは、この組み合わせならうまく行ったということですの
で、最新版で動作するかどうかは保証できません。またデフォルトのセキュリティはかなり緩い
ので本番環境で使うのは止めた方が良いと思います。
【用意するもの】
・FSWiki 本体
・FSWiki 3.6.3
・https://sourceforge.jp/projects/fswiki/files/
・FSWiki 初期設置用 CGI(BugTrack-plugin/252)（使う場合）
・http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi?page=BugTrack-plugin/252
・エディタ
・サクラエディタ等
・http://sakura-editor.sourceforge.net/
・圧縮解凍ソフト
・Lhaplus 等（zip ファイルなので必要ないけど）
・http://www7a.biglobe.ne.jp/~schezo/
・Xampp 本体および Perl アドオン
・XAMPP Windows 版 1.6.8 インストーラ（38MB）
・http://www.apachefriends.org/jp/xampp-windows.html
・( 旧バージョン )http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=61776
&package_id=89552
・xampp-win32-perl-addon-5.8.8-2.2.8.zip ZIP アーカイブ（52MB）
・http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=61776&package_id=113693
・Perl 5.10.0-2.2.9-pl1 は一応動作しますが「PDF」機能が動きません。Perl 5.8 系と
Perl 5.10 系では非互換な部分があるためだそうです。
【手順】
1.Lhaplus インストール
・lpls157.exe ダブルクリックで「はい」を連打
2. サクラエディタ インストール
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・sinst1-6-3-0.exe ダブルクリック。基本「はい」だが途中「Sakura で開くを追加」に
チェック
3.setup_rev03.zip 解凍
・setup_rev03.zip ダブルクリック
4.fswiki3_6_3_1.zip 解凍
・fswiki3_6_3_1.zip ダブルクリック
5.xampp-win32-perl-addon-5.8.8-2.2.8.zip 解凍
・xampp-win32-perl-addon-5.8.8-2.2.8.zip ダブルクリック
・長く待たされる
6.Xampp インストール
1.xampp-win32-1.6.8-installer.exe ダブルクリック
2.「Japanese」で OK、その後も OK 連打
・サーバごっこをやる場合は「FileZilla をサービスとしてインストール」すると
FTP ソフトからのアップロードができるようになる
・長く待たされる
7.Perl アドオンインストール
1. 解凍した Perl アドオンを「C:\xampp」フォルダに丸ごとコピー。「すでに存在します」
は「すべて上書き」をクリック
2. コマンドプロンプトを起動。「cd \xampp」でカレントディレクトリを「C:\xampp」に
する
3.「setup_xampp.bat」を実行して Perl アドオン初期化。
8.FSWiki のインストール（setup.cgi を使わない場合）
1. 解凍した「wiki3_6_3_1」フォルダ内に「attach」「backup」「log」「pdf」フォルダを作
成
2.「wiki.cgi」を右クリック「sakura で開く」（コードが EUC だから）
3. 先頭行の「#!/usr/bin/perl」の部分を「#!c:/xampp/perl/bin/perl.exe」に書き換える。
4. フォルダ名を「wiki3_6_3_1」から「wiki」に変更
5. この「wiki」フォルダごと、「C:\xampp\htdocs」に移動またはコピー
6.xampp コントロールパネル起動（デスクトップのアイコンをダブルクリック）
7.「Apache」の「開始」ボタンをクリック。となり「起動」と表示されればＯＫ
8. ブラウザ起動
9. 試しに「http://localhost/」にアクセス。「XAMPP」が表示されれば「Apache」が動作
している。
10.「日本語」をクリックすると、「XAMPP Windows 版へようこそ」の画面が表示され
様々なステータスが確認できる
11.「http://localhost/wiki/wiki.cgi」にアクセスする
1. 無事 FSWiki が起動すればＯＫ
2. 起動しない場合は……かなり色々な原因が考えられるので、頑張って探ってくだ
さい。Apache のログを丹念に見ることが大切だと思います。
9.FSWiki のインストール（setup.cgi を使う場合）
1.「setup.cgi」を右クリック「sakura で開く」（コードが EUC だから）
2. 先頭行の「#!/usr/bin/perl」の部分を「#!c:/xampp/perl/bin/perl.exe」に書き換える。
3.「setup.cgi」を「wiki3_6_3_1」フォルダに移動またはコピー
4. フォルダ名を「wiki3_6_3_1」から「wiki」に変更
5. この「wiki」フォルダごと、「C:\xampp\htdocs」に移動またはコピー
6.xampp コントロールパネル起動（デスクトップのアイコンをダブルクリック）
7.「Apache」の「開始」ボタンをクリック。となり「起動」と表示されればＯＫ
8. ブラウザ起動
9. 試しに「http://localhost/」にアクセス。「XAMPP」が表示されれば「Apache」が動作
している。
10.「日本語」をクリックすると、「XAMPP Windows 版へようこそ」の画面が表示され
様々なステータスが確認できる
11.「http://localhost/wiki/setup.cgi」にアクセスする
12. 指示に従って実行する。最後に「FreeStyle Wiki の FrontPage を表示する」をクリッ
ク
1. 無事 FSWiki が起動すればＯＫ
2. 起動しない場合は……上記と同様。かなり色々な原因が考えられるので、頑張っ
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て探ってください。Apache のログを丹念に見ることが大切だと思います。

おまけ：各種 wiki の wiki 文法比較
整形

FSWiki

YukiWiki

PukiWiki

MediaWiki

livedoorWiki

段落

空行

空行

空行

空行

空行

大見出し

!!!

*

*

==

*

中見出し

!!

**

**

===

**

小見出し

!

***

***

====

***

ボールド

''' で括る

'' で括る

'' で括る

''' で括る

'' で括る

イタリック

'' で括る

''' で括る

''' で括る

'' で括る

''' で括る

下線

__ で括る

できない？

できない？

<u></u>

%%% で括る

打ち消し

== で括る

できない？

%% で括る

<s></s>

%% で括る

水平線

----

----

----

----

----

リスト

* で始める

- で始める

- で始める

* で始める

- で始める ・で
始める

番号リスト

+ で始める

できない？

+ で始める

# で始める

+ で始める

引用文

ダブルクオート
２つで始める

> で始める

> で始める

<blockquote> で
括る

> で始める 半角
スペース

整形済み

半角スペース

--- で括る

半角スペース

半角スペース

^ で始める

定義文

: 用語 : 解説 ま
たは :: 用語 :::
解説文

: 用語 : 解説

: 用語 | 解説

; 用語 : 解説

: 用語 | 解説

？

, 項目 1, 項目 2,
項目 3 または |
項目 1| 項目 2|
項目 3|

テーブル

, 項目 1, 項目 2,
項目 3

, 項目 1, 項目 2,
項目 3

, 項目 1, 項目 2,
項目 3 または |
項目 1| 項目 2|
項目 3|

コメント

// で始める

？

// で始める

<!-- 〜 -->

// で始める

改行

改行（設定によ
る）

できない

行末がチルダ
(~)

<br />

改行 または 行
末が ~~

中央揃え

できない

できない

CENTER: で始
める

インラインのス
タイルシート

できない

右寄せ

できない

できない

RIGHT: で始め
る

インラインのス
タイルシート

できない

《参照》
・FreeStyleWiki：Help
・http://fswiki.sourceforge.jp/cgi-bin/wiki.cgi?page=Help
・YukiWiki：TextFormattingRules
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・http://www.hyuki.com/yukiwiki/wiki.cgi?TextFormattingRules
・PukiWiki：整形ルール
・http://pukiwiki.sourceforge.jp/?%E6%95%B4%E5%BD%A2%E3%83%AB%E3%83
%BC%E3%83%AB
・MediaWiki：Help: ページの編集（Wikipedia）
・http://ja.wikipedia.org/wiki/Help:%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81
%AE%E7%B7%A8%E9%9B%86
・livedoorWiki：Wiki 記法とは ?
・http://wiki.livedoor.jp/staff_wiki/d/Wiki%b5%ad%cb%a1%a4%c8%a4%cf%3f
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