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1インストールの環境

1 インストールの環境

1.1 OS と OXID eShop の環境

OS：　Debian

OXID eShop ：　OXID eShop Community Edition 4.5.0

1.2 インストールのシステム要件

・Web サーバー

    Apache Version 1.3 以上

    Zend Optimizer 3.3.0 以上

    Minimum 100 MB of free webspace

    mod_rewrite module 必須

・MySQLデータベース

    MySQL 5.0.33 以上

    Due to a bug in MySQL 5.0.36 and 5.0.37 as well as 5.0.41, the OXID eShop does not 　

　　run properly with these versions. If you are using MySQL 5.0.36 or 5.0.37, update 

　　MySQL to a newer version.

    Database user permissions must allow views creation/deletion

・PHP 言語

    PHP 5.2.0* 以上　PHP 5.2.6 以上を推奨

    memory_limit set at least to 14 MB. 30MB recommended.

    Activate allow_url_fopen or  fsockopen to port 80

    Apache server variables REQUEST_URI or SCRIPT_URI must be set.

    Switch off PHP4 compatibility mode. (zend.ze1_compatibility_mode = Off)

    ini_set allowed
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    register_globals off

    以下の PHP 言語のエクステンションモジュールが必要です:

        GD LIB Version 2.x

        MySQL client connector for MySQL 5

        bcmath

        JSON

        php-xml

        libxml2

        iconv-extension

        tokenizer

        mbstring

        cURL
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第 2章　インストール手順

第 2 章　インストール手順

1.1  ダウンロード

・コミュニティエディションのダウンロード　以下のサイトから最新版をダウンロードします。

OXID には、ほかに、有償のプロフェッショナル版とエンタープライズ版があります。

http://www.oxidforge.org/downloads

・データベースの作成

MySQL のデータベースを作成します。UTF-8 で作成することを推奨します。

CREATE  DATABASE  'database-name'  DEFAULT  CHARACTER  SET  utf8  COLLATE 
utf8_general_ci;

確認しましょう　　　　sql>    show databases;

データベースユーザーへの権限で、一般的な CMS 作成時の権限に追加して、CREATE 
VIEW を設定します。OXID ではインストール時に必要となります。

1.2 ソースプログラムの解凍、設定

ダウンロードしたソースファイルは ZIP 形式です。そのまま解凍すると同じディレクトリに全
てのデータが解凍されるので、事前に解凍先のディレクトリを作成します。

その後、インストール先の OS が Debian および FreeBSD の場合は、ファイルのパーミッショ
ンを以下のように修正します。

　

・書き込み権限を設定します。

    /out/pictures/ (recurse into subdirectories)

    /out/media/ (recurse into subdirectories)
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    /out/<sTheme from config.inc.php>/src/ (recurse into subdirectories) (/out/basic/src/ 
during setup)

    /log/ (recurse into subdirectories)

    <sCompileDir from config.inc.php> (recurse into subdirectories) (/tmp/ during setup) 

インストール作業中は書き込み可能にします。　chmod 777 などで

    /config.inc.php

    /.htaccess 

インストール終了後は、読み込み専用にします。　chmod 444 などで

    /config.inc.php

    /.htaccess 

その他、インストールの詳細手順、以下の英語サイトを参参照しましょう。

http://wiki.oxidforge.org/Installation#Files_.26_Folder_Permission_Setup

1.3  インストールウィザードの実行

サイトの URL を入力するとインストールプログラムが実行されます。　もし、表示されない場
合は、.htaccess などの設定が原因の場合がありますので、確認しましょう。

UTF-8 を選択します。

1.4  インストール後

インストール終了後、setup ディレクトリを削除、 config.inc.php　ファイルを読み込み専用に
設定します。
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第 2章　インストール手順
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第 3 章　スクリーンショット

インストール後に、サイトへアクセス( http://www.ドメイン名/ )すると以下のような画面が表示さ
れます。赤の箇所がインストール環境として問題があるところで、修正し、再実行します。
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第 3章　スクリーンショット

ファイルのパーミッションなど、問題がある箇所を修正すると以下のようにすべて緑になりますの
で、再度、実行します。
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インストール先の国、Japan などを選択します。　言語は英語を選択します。日本語は作業中で
す。
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第 3章　スクリーンショット

ライセンス情報の確認
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データベースの設定をします。　UTF-８を使用する設定を使います。
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第 3章　スクリーンショット

サイトの URL を設定します。

アドミニストレーターのログイン名、パスワードなどを設定します。　
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インストール終了後、setup ディレクトリを削除、 config.inc.php　ファイルを読み込み専用に設定し
ます。
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第 3章　スクリーンショット

インストール後、最初のサイトのトップ画面
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管理画面
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お問い合わせ

お問い合わせ

このマニュアルに関するお問い合わせ、もしくはご意見、ご質問、ご要望などは以下のところま
でご連絡下さい。

Gennai3 株式会社　〒 210-0844　神奈川県川崎市川崎区渡田新町１ー４ー９ー２０１　

TEL 044-220-1588　　FAX 044-220-1588

このマニュアル作成担当者宛ての電子メール：　hodota@gennai3.co.jp まで
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クレジット 謝辞 ライセンス

1.5 クレジット

このマニュアルの著者は、Gennai3 株式会社です。

1.6 謝辞

1.7 ライセンス

本マニュアルの著作権は、以下のライセンスになります。

GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free 
Software Foundation; A copy of  the license is included in the appendix entitled "GNU 
Free Documentation License".

OXID　eShop および本マニュアルで使われている製品および名称については、それぞれの
所有者の商標または登録商標です。
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