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課題

例題のプログラムを拡張してログイン後の情報をセッション変数に保存し

たまま遷移可能な別ページを作成せよ．

・ユーザ情報変更ページ

各ユーザ亊のログイン名，ハンドル名，本名，生年月日等をセッション変

数として登録

・訪問履歴 (日時)参照ページ
カウンタを拡張して，クッキーもしくはセッション変数に前回 (可能であれ
ば，過去３回程度まで)のログイン日時を表示するページ

・ログインページの拡張１

現在はログインのパスワードを未設定としているが，ユーザ名入力時に表

示するページ内に任意 (乱数)の英数字 (六文字程度)を表示させて，これを
パスワードとするようなページに拡張せよ．

・ログインページの拡張２

ログインページにおいて，クッキー変数が利用可能であれば，ユーザ名の

デフォルト値として予め表示せよ．

・ユーザ情報変更ページの拡張

ユーザ情報変更ページにおいて，変更された個人情報をユーザ宛にメール

送信するようにせよ．
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プログラム

0.1 session-login.php

<?

session_start();// セッション開始

$rand = mt_rand(100000, 999999);//パスワードに使用するランダムな数

字

?>

<? header("Content-type: text/html;charset=EUC_JP"); ?>

<html><head><title>○×システム</title></head>

<body bgcolor="white">

<?

if(isset($HTTP_POST_VARS["student_id"])){ // データが POST され

たかどうか

$student_id = trim($HTTP_POST_VARS["student_id"]);//ID

$password = trim($HTTP_POST_VARS["password"]);//パスワード

$check = trim($HTTP_POST_VARS["check"]);//ランダムに設定され

た数字

if(empty($student_id) || empty($password)){ //もし記入漏れが

あった場合

?>

<h1>ログイン失敗</h1>

IDとパスワードのいずれかが未入力です．<BR>

<a href="session-login.php">再ログイン</a>

<?

} elseif($password != $check) {//パスワードが指定したランダム

な数字と合っていなかった場合

?>

<h1>ログイン失敗</h1>

パスワードが違います．<br>

<a href="session-login.php">再ログイン</a>

<?

} else{//正常にログインできた場合

$_SESSION[’student_id’]=$student_id; //セッション変数の代

入

?>
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<h1>ログイン完了</h1>

<?= $student_id ?>さん ○×システムへようこそ！<br>

<? $_SESSION[’frlog’] = 1 ?>

<a href="session-main.php?<? echo strip_tags(SID) ?>">メ

インページ</a><br>

<a href="session-login.php">別 IDでのログイン</a>

<?

}

}

else{//ログインがまだの場合

?>

<h1>ログインフォーム</h1>

IDとパスワードを入力して下さい。

<form action="<? $PHP_SELF ?>" method="post">

ID：

<input type="text" name="student_id" value="<?= $_COOKIE[$coid] ?>"><br><br>

パスワードには下の数字を入力して下さい。<br>

<input type="text" name="check" value=<? echo $rand ?> ><br>

パスワード：

<input type="password" name="password"><br><br>

<input type="submit" value="ログイン">

<input type="reset" value="クリア">

<br>

</form>

<?

}

?>

</body></html>

0.2 session-main.php

<?php

session_start();

header("Content-type: text/html;charset=EUC_JP");

$coid = "STUDENT_ID";//ID保存用

$cono = "COUNT";//訪問回数保存用

$coda = "DATE";//前回の訪れた日付保存用

$expire = time()+365*24*3600;//有効期限

$cs = $_SESSION[’student_id’];//入力された ID
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if (isset($_COOKIE[$cono])){//もし訪問回数が保存されていたら

$no = $_COOKIE[$cono];//保存回数を no変数に入れる

}else{

$no = 0;//保存されていなかった場合、リセットする

}

if( isset($_COOKIE[$coid])) {//IDが保存されているものと同じだった

場合

if(isset($_SESSION[’flags’])){//ユーザー情報変更のページからの場合

setcookie($coid,$cs,$expire);//IDを変更する

}elseif($cs != $_COOKIE[$coid]){//保存されていた IDと違う場合

unset($_SESSION[’handle’]);//ハンドルネームをリセットする

unset($_SESSION[’name’]);//名前をリセットする

unset($_SESSION[’birth’]);//誕生日をリセットする

setcookie($coid,$cs,$expire);//IDを変更する

$no = 1;//訪問回数を 1回目にする

setcookie($cono,$no,$expire);//訪問回数を変更する

unset($_COOKIE[$coda]);//前回訪れた日にちをリセットする

}else{

if(isset($_SESSION[’frlog’])){//上に当てはまらず、またログインペー

ジからの場合

$no++;//訪問回数を増やす

setcookie($cono,$no,$expire);//訪問回数を変更する

}

}

} else {

unset($_SESSION[’handle’]);//ハンドルネームをリセットする

unset($_SESSION[’name’]);//名前をリセットする

unset($_SESSION[’birth’]);//誕生日をリセットする

setcookie($coid,$cs,$expire);//IDを変更する

$no = 1;//訪問回数を 1回目にする

setcookie($cono,$no,$expire);//訪問回数を変更する

unset($_COOKIE[$coda]);//前回訪れた日時をリセットする

}

if (isset($_COOKIE[$coda])){//前回訪れた日時がセットされてた場合

$date = $_COOKIE[$coda];//前回訪れた日時を$dateに入れる

}

$new_date = date("Y/m/d H:i:s");//新しい日時を設定
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if( isset($_SESSION[’frlog’])){//ログインページからの場合

setcookie($coda,$new_date,$expire);//新しい日時に前回訪れた日時を

変更する

}

unset($_SESSION[’frlog’]);//ログインページからという情報を消す

unset($_SESSION[’flags’]);//変更ページからという情報を消す

?>

<html>

<head><title>セッションメインページ</title></head>

<body bgcolor="white">

<?

if(isset($_SESSION[’handle’])) {//ハンドルネームが設定されていた場

合それを表示する

$hn = $_SESSION[’handle’];

} else {$hn = $_SESSION[’student_id’];}//それ以外の場合は IDを表

示する

?>

<h1>メインメニュー</h1>

<?= $hn ?>さんこんにちは<BR><BR>

<?= $hn?>さんは、<?= $no ?>回目の訪問です。<BR>

<?

if (isset($date)){//前回訪れていた日時が設定されていたら、表示する

?>

前回の訪問は<?= $date ?>です。<BR>

<?

}

?>

今回のログインは<?= $new_date ?>です。<BR>

<BR><?= $hn ?>さんのユーザ情報は以下の通りになっています。<BR>

ID：<?= $_SESSION[’student_id’] ?><BR>

本名：<?= $_SESSION[’name’] ?><BR>

ハンドル名：<?= $_SESSION[’handle’] ?><BR>

誕生日：<?= $_SESSION[’birth’] ?><BR><br>

<a href="session-login.php">ログイン画面に戻る</a><br>

<a href="session-change.php?<? echo strip_tags(SID) ?>">ユーザ情

報を変更する</a><br>

</body>

</html>
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0.3 session-change.php

<?

session_start();

header("Content-type: text/html;charset=EUC_JP");

?>

<html><head><title>ユーザ情報変更画面</title></head>

<body bgcolor="white">

<?

if(isset($HTTP_POST_VARS["student_id"])){ // データが POST され

た場合

//ポストされた情報を変数に代入

$student_id = trim($HTTP_POST_VARS["student_id"]);

$name = trim($HTTP_POST_VARS["name"]);

$handle = trim($HTTP_POST_VARS["handle"]);

$birth = trim($HTTP_POST_VARS["birth"]);

$mail = trim($HTTP_POST_VARS["mail"]);

if(empty($student_id) || empty($name) || empty($handle) || empty($birth) || empty($mail){

//もし未入力の情報があった場合

?>

<h1>変更失敗</h1>

未入力状態のものがあります．<BR>

<a href="session-change.php">変更画面へ戻る</a>

<?

}else{//全て入力されていた場合

mb_language("japanese");//メールの文字を日本語に設定

mb_internal_encoding("EUC-JP");//メールの文字をEUC-JPに設定

$_SESSION[’student_id’]=$student_id;

$_SESSION[’name’]=$name;

$_SESSION[’handle’]=$handle;

$_SESSION[’birth’]=$birth;

$_SESSION[’flags’] = 1;

$subject ="登録情報を変更しました";//メールタイトル

$from = "master";//送信元メールアドレス

mb_send_mail($mail,$subject,"変更した情報　ID:".$student_id." 本

名:".$name." ハンドル名:".$handle." 誕生日:".$birth,"From:".$from);//

メールを送る

?>

<h1>変更完了</h1>
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<?= $handle ?>さんの情報は、以下のように変更されました。<br>

ID：<?= $student_id ?><BR>

本名：<?= $name ?><BR>

ハンドル名：<?= $handle ?><BR>

誕生日：<?= $birth ?><BR><BR>

以上の情報を<?= $mail ?>に送信しました。<BR>

<a href="session-main.php?<? echo strip_tags(SID) ?>">メ

インページ</a><br>

<a href="session-lognin.php">別 IDでのログイン</a>

<?

}

}

else{

?>

<h1>ユーザ情報の変更</h1>

<?

if(isset($_SESSION[’student_id’])) {

//IDが既にあった場合、それを既に入力された状態にする。以下同様な作業

$student_id = $_SESSION[’student_id’];

} else { $student_id = ""; }

if(isset($_SESSION[’name’])) {

$name = $_SESSION[’name’];

} else { $name = ""; }

if(isset($_SESSION[’handle’])) {

$handle = $_SESSION[’handle’];

} else { $handle = ""; }

if(isset($_SESSION[’birth’])) {

$birth = $_SESSION[’birth’];

} else { $birth = ""; }

?>

以下の情報を入力して下さい。<BR>

メールアドレスは、変更情報の送信先です。<BR><BR>

<form action="<? $PHP_SELF ?>" method="post">

ID：

<input type="text" name="student_id" value="<?= $student_id ?>"><br>

本名：
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<input type="text" name="name" value="<?= $name ?>"><br>

ハンドル名：

<input type="text" name="handle" value="<?= $handle ?>"><br>

誕生日：

<input type="text" name="birth" value="<?= $birth ?>"><br>

メールアドレス：

<input type="text" name="mail" value="<?= $mail ?>"><br>

<input type="submit" value="変更">

<input type="reset" value="クリア">

<br>

</form>

<a href="session-main.php?<? echo strip_tags(SID) ?>">メインペー

ジ</a><br>

<a href="session-login.php">別 IDでのログイン</a>

<?

}

?>

</body></html>

考察及び感想

プログラムの説明は、プログラム中のコメントを見て下さい。

プログラムがいろいろ改変していたらちょっとぐだぐだになってしまった

ので、もっとすっきりとしたプログラムが書ければ良かったかなと感じまし

た。また、変更された個人情報をメールで送信する際に、今回は一行しか送

信できなかったので、もっと長い行で送信でき、もっと丁寧な登録情報変更

の通知が出せたらもっと良かったかなと感じました。

また、今回のプログラムはすぐに応用できそうなものばかりで、作るのが

とても楽しかったです。

8


