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発表順 

[1]  OpenPNE による SNS コミュニケーション研究の基盤構築 

     山田大智（やまだだいち） 外国語学部英語コミュニケーション専攻 3 年（千葉ゼミ） 

沼尻雄一郎（ぬまじりゆういちろう） 外国語学部英語・英米文化専攻 3 年（千葉ゼミ） 

[2] 英語・日本語学習プログラム「英ちゃん・和ちゃん」 

     藤城江美子（ふじしろえみこ） 経済学部経済学科 3 年（大塚ゼミ） 

[3] HTML5 で広がる Web デザインの可能性 

 青柳美紀（あおやぎみき） 外国語学部英語・英米文化専攻 3 年（千葉ゼミ） 

[4] 電力情報集約システム～GRIP～の製作 

渡部伸之（わたべのぶゆき） 経済学部経営学科 4 年（大塚ゼミ）  

[5] γ線放射線量の連続記録システム GRACE（グレース）の開発と福島での試験運用 

潘東一（はんとういち） 経済学部経営学科 4 年（大塚ゼミ）  

[6] Java による Android アプリケーション 試作と評価 

千葉輝久（ちばてるひさ） 経済学部経営学科 4 年（土井ゼミ） 

[7] 一人暮らし老人の見守りシステム“あかずきんちゃん”の開発 

落合あゆみ（おちあいあゆみ） 経済学部経営学科 4 年（大塚ゼミ） 
 
 
 
 
 
 
 

● ご注意 

ホール内は飲食禁止です。 外のロビーをご利用ください。 

建物・敷地内は禁煙です。玄関脇の喫煙コーナーのみ喫煙可能です。 
 
 

● 本資料について 

この資料は口頭発表の配布資料をまとめたものです。 

提出されたものをそのまま印刷しているので通しのページ番号はついていません。 

著作権はいずれも発表者が保有します。 

この資料に記載された内容についての転載は禁止します。 
 
 
 

● WiFi Service について 

会場内には臨時のＡＰが用意されています。 

SSID Penguin でアナウンスしていますので、ご利用頂くことが可能です。 

セキュリティはWEP 40bit で共有キーは R123# です（R は大文字です）。脆弱!! 

本サービスについて生じる障害等については一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 

サービス提供時間は 10:00 から閉会までです。 
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OpenPNEによるSNSコミュニケー
ション研究の基盤構築 

英語コミュニケーション専攻 

山田 大智 

英語英米文化専攻 

沼尻 雄一郎 

はじめに 

 SNSの歴史・価値 

研究の手順 

 Linuxサーバの構築 

 OpenPNEの導入 

調査方法 

 まとめと今後の展望 

 

 

目次 
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 SNSとは・・・ 

 ソーシャルネットワーキングサービスorサイトの略 

 

 知人・友人とのコミュニケーションを円滑にする場 

 メッセージのやりとり、コミュニティの形成などができる 

 

 “Facebook”や“mixi”がその例 

はじめに 
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 2003年 世界初のSNS Friendster が公開される 

 2004年 日本でGREE・mixiがサービスを開始 

 2005年 mixiが100万アカウントを超える 

 2006年 アメリカでFacebookが一般公開される 

SNSの歴史 

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会 4 

 Facebook：約6億6400万人 

 Twitter：約2億1000万人 

 LinkedIn：約1億人 

 MySpace：約6000万人 

 mixi：約2700万人 

 GREE：約2383万人 

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会 5 

主要SNS別のユーザー数 

アンケートなどの表面的な調べだけで
はわからないことがある 

 

管理者側の視点に立てばなにかわか
るのではと考えた 

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会 6 

研究に至る経緯 
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他のコミュニケーションとの違い 

      ☆ブログ           ☆携帯メール・電話  
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SNSの価値 

 ユーザー視点と管理者視点 

 

SNSの価値 
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① サーバーの構築 

② SNSサービス（OpenPNE）の設置と改良 

③ SNSへユーザーを招待する 

④ 利用者のログデータを収集する 

研究の手順 
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 サーバーOSの「CentOS」とは・・・ 

 無料のオープンソースソフトウェア 

 RedHatとの互換性が保たれている 

 設定ファイルの多くがテキスト形式で管理が容易 

 

 

これらの理由からCentOS 6.2を採用した 

Linuxサーバの構築 
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http://www.centos.org/ 

 PC：Lenovo ThinkPad 
 CPU:Intel Core 2 Duo T7100 1.8GH メモリ:4GB 

 インストール済みソフトウェア（推奨環境） 

 OS：CentOS 6.2 

 Webサーバ：Apache 2.2.15 

 アプリケーション言語：PHP 5.5.3（5.2.3以降） 

 データベースサーバ：MySQL 5.1.52（4.1以降） 
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サーバー環境 

 OpenPNEとは 

 SNSアプリケーションの一つ 

 無料でオープンソース 

 

 元からSNSコミュニケーション
に必要なものは入っている 

 さらに自由に機能を加えるこ
とができる 

 

OpenPNEの導入 

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会 12 

http://www.centos.org/
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 CentOSのバージョン5 
 ・・・PHPのバーション5.2.3を満たせなかった 

 フォルダの構造 

 メールサーバの構築 

アクセスの不便さ 

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会 13 

導入時のトラブル・・・ 

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会 14 

学内ネットワーク 

OpenPNE 

SSL- 
VPN 
接続 

自宅回線や携帯からのアクセス 

行動ログによる記録収集 
ex)どのページからどこに飛んでいるか 
  どの時間帯にアクセスが多いかetc… 

 

 プライベートポリシーについて 

 

調査方法 

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会 15 

書籍を読む限り、このように実際にSNSを構築し
て研究する例はほとんどない 

ユーザ視点では見えていないSNSでのコミュニ

ケーションの本質を明らかにできればと考えて
いる 

山下ほか、ウェブログの心理学(2005)のＳＮＳ
版が必要 

まとめと今後の展望 

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会 16 

 CentOSホームページ  
http://www.centos.org/ 

 OpenPNE公式ホームページ  
http://www.openpne.jp/ 

 手嶋屋ホームページ 
http://www.tejimaya.com/ 

 ジョエル・コム『ツイッターでビジネスが変わる』 
ディスカバリー２１,２００９年 

 山下清美他『ウェブログの心理学』 
NNT出版,２００５年 

 
2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会 17 

参考文献 

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会 18 

ご清聴ありがとうございました。 

http://www.centos.org/
http://www.openpne.jp/
http://www.tejimaya.com/
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英語・日本語学習プログラム英語・日本語学習プログラム
「英ちゃん・和ちゃん」「英ちゃん・和ちゃん」

麗澤大学経済学部経済学科 3年

大塚ゼミ 16期生

藤城江美子

1

目次

開発の目的

クイズの概要

ゲームの構成
Visual G++

（アニメーション作成）

HTML・JavaScript

CGI

ゲームの流れ

実演

今後の課題

まとめ・感想

参考文献

2

開発の目的

クイズゲームの制作を通して、PerlやCGIの
理解をより深める

国際交流の盛んな麗澤大学の学生や、

英語・日本語を勉強する人が楽しめるような
クイズ学習ゲームを作成する

3

クイズの概要①

英語モード・日本語モード共に、全て四者択一四者択一
形式で1ゲーム10問解く

イメージキャラクター
→英語モード ：英ちゃん英ちゃん
→日本語モード ：和ちゃん和ちゃん

楽しめる工夫

→物語性のあるゲーム

4
・日本語問題出典先 →「日本語教材図書館」

http://www.n-lab.org/library/

クイズの概要②

特徴・ルール
朝に弱い二人が、授業に遅刻しないように全力
ダッシュしながらクイズに答えて、その正解数で
タイムを競う

問題を正解していくとより早く学校に到着出来るが、
逆に間違えが増えると到着時刻も遅くなる

5

ゲームの構成

Visual G++Visual G++

→ゲーム中に使用する「走る」アニメーションを作成

HTMLHTML・・JavaScriptJavaScript

→Webページを作成

CGICGI（（perlperl））

→インタラクティブなWebページ（クイズゲーム）を
作成

6
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ゲームの構成～Visual G++～

GIFアニメを簡単に作成することが出来る
フリーソフト
http://lnsoft.net/graphicconverter.htm#visualg

7

画像ファイルを
このソフトに
ドラッグドラッグ&&ドロップドロップ
することで、

アニメーションが
作成出来る

BMP, JPEG, 

JPEG2000, GIF, 

TIFF, PNG, FPX, 

PCX から
相互変換可能

ゲームの構成～HTML・JavaScript①～

HHyper TText MMarkup LLanguage

Webページ作成時に使用される言語のひとつ

Webページの文字サイズやレイアウト、リンクなどの
様々な表示や効果を決定する「タグタグ」という文字列を
使用することで作成する

JavaScript

文字や画像、ページ等を動かす仕掛けを作る

HTML内に簡単にプログラムを埋め込める

8

ゲームの構成～HTML・JavaScript②～

9

画像表示画像表示

文章表示文章表示

リンクリンク

ゲームの構成～HTML・JavaScript③～

JavaScriptでは・・・

◎ゲーム中の不正防止対策
「戻る」ボタンを無効化する

◎無回答送信の防止対策
選択しないで回答すると
アラートが表示する

・・・などを設定した

10

ゲームの構成～CGI①～

CCommon GGateway IInterface

WebブラウザとWebサーバマシン上のプログラムとの間で
データのやり取りを行う仕組みのこと

簡単に作れることや文書を操作する機能が豊富であること
などの理由で、 perlperlがCGIの開発によく使われている

「英ちゃん・和ちゃん」は、perlperlで
開発した

11

ゲームの構成～CGI②～

12http://htmldwarf.hanameiro.net/mail/420/sample.html

フ
ォ
ー
ム

フ
ォ
ー
ム

表示表示
表表

示示

CGIにアクセス

結果を返す

メールフォームの
場合



英語・日本語学習プログラム「英ちゃん・和ちゃん」 藤城江美子

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集 3

ゲームの構成～CGI③～
入力データの受け渡し（GETメソッドとPOSTメソッド）

13http://www.futomi.com/lecture/form/index.html

URL(例) ：
http://hogehoge.net/mogemoge.cgi

namaenamae=%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%8

3%83%E3%82%AF%E3%83%9E&OSOS=win&

submitsubmit=%E9%80%81%E4%BF%A1 

◎◎◎◎◎◎◎◎GETGETメソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合
・URLの後ろに付け加える形で送信
・環境変数QUERY_STRINGに収められる

ただし、ただし、

255255文字までしか送れない文字までしか送れない文字までしか送れない文字までしか送れない文字までしか送れない文字までしか送れない文字までしか送れない文字までしか送れない

◎◎◎◎◎◎◎◎POSTPOSTメソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合メソッドの場合
・CGIはSTDIN（標準入力）経由で
データを受け渡す
・プログラムは複雑になるが、URLの
後ろにデータはつかない

しかも、しかも、

文字数の制限がない文字数の制限がない文字数の制限がない文字数の制限がない文字数の制限がない文字数の制限がない文字数の制限がない文字数の制限がない

ゲームの流れ①

14

①時間 = 

正解すると”2”増え、
不正解だと”4”増える

00

4

⑦回答 = 

選んだ選択肢が代入
される

③問数 =        

解答する度に”1”

増える（問題10まで）

1

⑤問題の配列
（×100問分）
⑥選択肢の配列
（1問4つ×100問分）

※ランダムの値要素が
10個入った配列を用意

④問題番号
＝

に代入して1問ずつ
ランダムに取り出す

ランダム[問数]

選択肢[問題番号]

②イラスト =        

解答に合わせて値が
変化（1～7までの範囲)

ゲームの流れ②

15

①時間 = 

正解すると”2”増え、
不正解だと”4”増える

00

②イラスト =        

解答に合わせて値が
変化（1～7までの範囲)

4

④回答 = 

選んだ選択肢が代入
される

③問数 =        

解答する度に”1”

増える（問題10まで）

1

選択肢[問題番号]

⑤問題の配列
（×100問分）
⑥選択肢の配列
（1問4つ×100問分）

⑦正解の配列
（×100問分）

5

02

2

一致するか判断

⑧正解数 = 

正解する度に”1”

増える

１

ゲームの流れ③

16

①時間 = 

正解すると”2”増え、
不正解だと”4”増える

02

②イラスト =        

解答に合わせて値が
変化（1～7までの範囲)

5

③問数 =        

解答する度に”1”

増える（問題10まで）

2

⑤問題の配列
（×100問分）
⑥選択肢の配列
（1問4つ×100問分）

※ランダムの値要素が
10個入った配列を用意

④問題番号
＝

に代入して1問ずつ
ランダムに取り出す

ランダム[問数]

読み込む形式は
1問目と同じだが、

変数が異なるので
全く違った画面が
表示される！

ゲームの流れ④

17

・・・でカウントされた結果がここに
表示される

正解数に応じて、
5段階評価・11種類の評価画面
が表示される

（実際は正解数に応じたページを出してるだけ・・・）

実演

是非お試しください

18

◎こちらの◎こちらの◎こちらの◎こちらのURL or QRコードからアクセスできますコードからアクセスできますコードからアクセスできますコードからアクセスできます
http://ak.penguin55.net/
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今後の課題

Webデザインの改良・拡張

問題素材・バリエーション等の更なる充実

19

まとめ・感想

CGIを利用することで、このような動的クイズ
ゲームが作れることを学んだ

プログラムの流れの仕組みや作成に関する
知識・理解がより向上した

システムの制作では思い通りにいかないこと
だらけで大変だったが、うまく起動した時は
何ものにも代えがたい喜びだった

20

参考文献

webword

http://www.webword.jp/

Web Liberty

http://www.web-liberty.net/

ミスティーネット・perl/CGI講座

http://perl.misty.ne.jp/index.html

21

ご静聴

ありがとうございました

22
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HTML5で広がるWebデザインの可能性 
―閲覧者と制作者の視点から― 

 

麗澤大学 

外国語学部外国語学科 英語・英米文化専攻 

青栁美紀 

Aoyagi, Miki 

a09107m@reitaku.jp 

 

はじめに 

• HTML5ができるまでの歴史 

• HTMLとは何か 

–HTML5の特徴・目的  

• HTML5のメリット・デメリット 

• 作成者と閲覧者との比較 

–閲覧者側の立場 

–サイト作成者側の立場 

• 今後の研究への展望 
 

 

HTML5ができるまでの歴史 

• 1994年-ティム・バーナーズ＝リーがW3C
を設立。情報を一貫した方法で表現する
技術であるHTMLを開発。 

 

• 1997年12月-W3CはHTML 4.0を公開。 

• 2000年1月-W3Cは修正版のHTML 4.01を
XMLにて再定義したXHTML1.0を勧告。 
 

 

HTML5ができるまでの歴史 

• 2004年6月-W3Cは既存のHTML4.01を進化さ
せて最新のWebアプリケーション開発者向けの
機能を追加させるプレゼンテーションを行った。 

だがそれは否決される。（W3Cの構想とは対立さ
れるものであったため）→そこからWHATWG
（Web Hypertext Application Technology Working 
Group）が誕生する。 

• 2006年-W3CはHTMLの進化のために
WHATWGと共同で作業を進めることを発表。 

• 2008年-HTML5がW3C より草案 (Working 
Draft) として発表。 

 

HTMLとは？ 

• HTML(Hyper Text Markup Language)はテキス
トファイルとして用いられるマークアップ言語。 

– マークアップ言語：文書の一部を「タグ」と呼ばれる
特別な文字列で囲うことにより、文章の構造や、修
飾情報を、文章中に記述していく言語。 

 

• W3C（World Wide Web Consortium）によって標
準化がされていて、大半のWebブラウザは標
準でHTML文書の解釈・表示が行える。 

HTML5の特徴と目的 

• HTML5は次世代のHTML 

• 文書の作成が目的であったHTML 4.01や
XHTML1.0に、アプリケーション機能が加わった。 

–  例：動画や音声、グラフィックの描画など。  

• 新たな要素も加わった。 

– 例：nav, article, header, footer, aside, ・・・など 

• ブラウザの互換性：最新のウェブブラウザを使っ
てサイトを見ることによって非互換性を取り除くこ
とがほぼ可能になる。 
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HTML5のメリット・デメリット 

• メリット その① 

文書構造（タグ）がより明確に。 

 

 

 

 

 

 

 

HTML4.01/XHTML1.0          HTML5 

HTML5のメリット・デメリット 
• メリットその② 

Flashなどのプラグインが必要な         
外部APIが不要に。 

↓↓↓ 

HTMLだけを使うことで手間が省ける。 

主な要素：canvas, video, audio, など。 

 

• 編集、動作がオフラインでも可能に。 

Webサイトに初めてアクセスするときに必要
なファイルをダウンロードしておく。 

• デメリット 

閲覧するブラウザごとに実装の差異が出てしまう。 

例：IEのブラウザではvideo要素が表示されない、など実装
に差異が生じてしまう。 

 

HTML5に十分対応していないブラウザが数多く存
在するということが大きな問題。 

HTML5のメリット・デメリット 閲覧者側の立場 

•  iPhone iPad …ブラウザがSafariで統一。 

Flash非対応でも、Canvas要素やJavaScript、
DOM (Document Object Model) などを使ってほ
ぼ同じ機能を再現することが可能に。 

→HTML5と相性が良い→スマフォやタブレット
ユーザーにはHTML5が定着するだろう。 

•  パソコンでWebを利用する場合 

できる限り最新のWebブラウザを利用すること
がHTML5で構築されたコンテンツの閲覧には
重要。 

サイト作成者の立場 

•  新しい要素の導入によって、よりわかりやすく
なった。例：<article>, <section>, <nav>, <header>, 
<footer>, <aside> 

•  外部のAPIを使わず直接HTML5でマークアッ

プすることにより、HTML5以外の技術を習得が 
不要に。 

• オフラインの状態でもWebアプリケーションを

動作させることが可能に。 

サイト作成者の立場 

•  Video/Audio要素のブラウザやバー

ジョンごとの実装の差異。→JavaScript
で非対応のブラウザのためのマークアッ
プを用意。 

 日本のIEのブラウザのシェア55％ 

↓↓ 

後方互換性は重要な問題に。 
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まとめ 

• HTML5の導入は作成者にとっても、閲覧者
にとっても、良いものとして受け入れられる
ことが今後予想される。 

• だが、W3Cがこだわってきた下位互換性の
問題は今後の大きな課題となっている。 

 

• 今後はHTML5の仕様について研究をするために   
自分自身でコンテンツを作成して理解を深める。    
→新しい機能の良さ、問題点などを把握。 

 

 

参考文献 
 テンプレート http://www.kingsoft.jp/office/ 

 Leenheer, Niels「THE HTML5 TEST」 (利用している端末(ブラ
ウザ)がHTML5に対応しているかテストし結果を点数化して表
示する。) URL: http://www.html5test.com/ 

 Pilgrim, Mark (矢倉眞隆監訳)『入門HTML5』オライリー・ジャ
パン, 2011年. (オリジナルは「Dive into HTML5」というサイトで
オンライン公開されている。URL: http://diveintohtml5.info) 

 「HTML5.jp」 (羽田野太巳氏が運営するHTML5情報サイト) 
URL: http://www.html5.jp/ 

 大藤幹『Pocket詳解 HTML5&CSS3辞典』秀和システム, 2010
年. 

 岡部和昌「HTML5とは何かを簡単にまとめてみた」
URL:http://techblog.yahoo.co.jp/html5/ 

 神崎正英『ユニバーサルHTML/XHTML』毎日コミュニケーショ
ンズ, 2000年 

 

 

ご清聴ありがとうございました。 
 

麗澤大学 

外国語学部外国語学科 英語・英米文化専攻 

青栁美紀 

Aoyagi, Miki 

a09107m@reitaku.jp 
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電力情報集約システム
～GRIP～の製作

麗澤大学 経済学部 経営学科 4年

大塚ゼミ 15期生

渡部 伸之

22
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• 開発の目的

• システムの概要

• コマンドとソフトウェア

– GRIPサーバ

– Wget

– crontab

– RRDtool

– ImageMagick

– GD::graph

• システムの仕組み

– データ取得

– グラフ作成

– グラフ合成

– Webページ表示

• Webページの紹介

• まとめと感想

• 参考文献

33

開発の目的

• 2011年3月11日に発生した東日本大震災

• 福島第一原子力発電所事故により深刻な電力不足に

• 現在の電力情報を集約しwebページで公開すること

節電の役に立つシステム

44

電力情報集約システム
～GRIP～とは

• 現在の全国各地の電力使用状況とそれに関連する
気温や電力使用率などをグラフとして作成

• それらのグラフや情報等をwebページで公開

GRIP

GD::graph RRDtool ImageMagick Penguin

55

システムの概要

格納されたデータから
グラフを作成 グラフを合成 webページで表示

アメダスや各電力会社
からデータを取得

66

GRIPサーバ

型番 Fujitsu FMV-E600

OS FreeBSD 7.3R

CPU Intel Pentium4 2.40GHz

メモリ 128MB

HDD 40GB

・RRDtool、GD::graph、ImageMagickを導入

・すべてフリーウェア
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77

wget

• HTTPやFTP経由でファイル取得を行うツール

• webページを丸ごとダウンロードすることが可能

• データを取得する際に使用

88

crontab

• UNIX系OSにおいてコマンドやプログラムを
定期的に実行させることのできるコマンド

• これにより定期的にデータの取得やグラフの
作成を行うことが可能

99

RRDtool

• Round Robin Database tool

• ラウンドロビンと呼ばれる形式のデータベースに
データを蓄積しそのデータをグラフ化するソフトウェア

• グラフの作成に使用

1010

RRD(Round Robin Database)

RRD設定項目

• 要約方法
– LAST(現在値)

– AVERAGE(平均値)

– MAX(最大値)

– MIN(最小値)

• 更新間隔

• データ数

1 2 43 5

3

5時間分

要約方法:AVERAGE

更新間隔:1時間

1+2+3+4+5=15

15÷5=3

25時間分

11

RRDtoolグラフ作成手順

1.rrdtool create

– ラウンドロビンデータベースの作成

– 要約方法、更新間隔、データ数などの設定が可能

2.rrdtool update

– データの蓄積

3.rrdtool graph

– グラフの作成

1212

ImageMagick

• 画像編集に用いられるソフトウェア

• 100種類以上の画像ファイルフォーマットに対応

• グラフの合成に使用
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1313

GD::Graph

• Perlプログラムを利用したグラフ作成モジュール

• GIF,JPEG,PNGなどの画像形式に対応

• グラフの作成に使用

1414

データ取得

crontabにより
一定時間にwget

気温

使用量
供給量

GRIPサーバ

Perlプログラムで
数値を抽出

15

rrdtool create

データベース
15

グラフ作成～RRDtool～

使用率

rrdtool update

気温

使用量

供給量

データ

rrdtool graph

グラフ
1616

作成したグラフ

• 東京電力、東北電力、中部電力、関西電力の4種類

• OSの関係上、RRDtoolで日本語が
入力できないためタイトルは未入力

電力使用状況グラフ 電力使用率グラフ

1717

グラフ表示
• 7タイプの期間表示

• 作成は2011年9月1日からスタート

• それ以前のデータは手入力
30時間 8日間

12時間

1ヶ月間14日間

1年間 2年間

1818

グラフ作成～GD::graph～

桃:軸の値やグラフの値
紫:グラフの形式やサイズ
赤:タイトル
青:タイトルの色・グラフ背景
緑:メーターの色
橙:詳細な設定
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グラフ合成

赤:元グラフの読み込み
青:合成するグラフの読み込み

座標指定での合成

緑:テキスト入力(日本語)

橙:合成後のグラフの書き込み

2020

グラフ合成

Before

なんということでしょう！！

After

赤:グラフタイトル
青:更新時刻
緑:左ラベル単位

橙:右ラベル
紫:右ラベル単位
桃:現在の電力使用率

2121

電力使用状況グラフ

Use
–電力使用量
–緑のエリア

Capacity
–電力供給量
–青線

rate 80% and over
–電力使用率80%以上
–赤線

rate 80% less than
–電力使用率80%未満
–オレンジ線 2222

電力使用率グラフ

rate 80% and over
–電力使用率80%以上
–赤線

temp
–平均気温
–黄緑のエリア

rate 80% less than
–電力使用率80%未満
–オレンジ線

2323

Webページ表示

• HTML、javascriptにより作成

• CSS(Cascading Style Sheets)によりデザイン性を向上

2424

ページ紹介

URL

http://grip.penguin55.net/apache22/cgi-bin/home.html

後でお試しあれ！
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まとめと感想

• Perlやサーバーの構築など様々な
知識を得ることができた

• 「節電の役に立つシステム」を作ることができた

• 卒業論文に取り組んで得たものを
仕事に活かしていきたい

参考文献

• 遠藤啓介 『柏市教育用イントラネット「はやて」におけるネットワークの
総合監視ツールの開発』 (大塚研究室 卒業論文集 第7巻 2008)

• 各電力会社
– http://www.tepco.co.jp/index-j.html

– http://www.tohoku-epco.co.jp/

– http://www.chuden.co.jp/

– http://www.kepco.co.jp/

• 気象庁
– http://www.jma.go.jp/jma/index.html

• RRDtool1.2系を使う
– http://rrdtool.ichijiku.org/

• ImageMagick
– http://hashi4.civil.tohoku.ac.jp/soft/node43.html

• GD::graph
– http://www.gadgety.net/shin/tips/unix/perl-gd.html

2626

2727

ご静聴ありがとうございました
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γ放射線量の連続記録システム
GRACE（グレース）

の開発と福島での試験運用

麗澤大学経済学部経営学科4年生
大塚ゼミ 15期生

潘東一

1
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• 開発の背景

• 開発の目的

• 公表している放射線量

• システムの概要

• 使用した装置

• 使用したソフト

• 基本動作

• 試験運用

• 実演

2

開発の背景

• 2011年3月11日に大地震が発生

• 放射能漏れ事故による大混乱

• 観光客や留学生の数が激減

4月

3月

2月

1月

295,826

352,666

679,398

714,099

788,121

709,684

664,982

640,346

ツーリズムマーケティング研究所
(http://www.tourism.jp/statistics/inbound.php) より (2011/10/6更新)

3

-50.3%-50.3%

-62.5%-62.5%

震災後帰国者で大混雑の成田空港
(http://www.sanspo.com/shakai/photos/110317/sha1103170506021-p1.htm)

開発の目的

• 一般的に入手できる測定器から
連続で放射線量のデータを収集して保存する

• 収集したデータに基づいて
わかりやすいグラフを作成する

• インターネットを通して
離れた場所から状況を把握する

4

過剰な心配を軽減する過剰な心配を軽減する

公表している放射線量

• シーベルト（Sv）とは

– 生体に対する生物学的影響の大きさを表す単位

– 測定器メーカーによって結果が異なる

5

全国放射能情報 - NAVER
(http://www.naver.jp/radiation)

みんなでつくる放射線量マップ
(http://minnade-map.net/)

コンピュータへの入力

• 電子信号でデータを入力

• 写真でデータを入力

6

OCR（光学式文字読取装置）技術を利用
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システムの概要

① 測定器の写真を撮影

② 写真をサーバに転送して保存

③ 写真から数字を抽出して保存

④ 保存データに基づいてグラフを作成

⑤ 情報をWebページに追加

7

①収集①収集 ②記録②記録 ③分析③分析 ④作図④作図 ⑤伝達

システム名

放射線量の「収集、記録、分析、作図、伝達」

8

Gamma-Radiation’s Analysis Communication of Engine

γ放射線の分析かつ伝達の装置

GRACE（グレース）

使用した装置

• 放射線量測定器 Mｒ.Gamma

• ロアス社製 USBカメラ

• IBM社製 ノートパソコン

• 富士通社製 デスクトップコンピュータ

9

測定器測定器 USBカメラUSBカメラ 測定用PC測定用PC サーバサーバ

放射線量測定器

• クリアパルス社製

• 信頼性が高い

• 24時間連続動作可能

• 数字のフォントが読み取りやすい

10

型式 A2700
名称 Mr.Gamma（ミスター・ガンマ）

測定放射線 γ線
感度 0.01μSv/hlに対して毎分10カウント以上

測定範囲 0.001~9.999μSv/h　デジタル4桁表示
表示間隔 60秒の積算値（移動平均）を10秒毎に表示
外形寸法 75(W)*27(H)*135(D)mm

電源 単3電池2本　20時間以上
yaato@web
(http://www.ayatoweb.com/ae_lab/lab07.html より)

USBカメラ

• ロアス社製

• USBインタフェース

• 24時間撮影可能

11

型式 MCM-01SL
解像度 最大640*480(VGA)

総画素数 35万画素
撮影距離 最短5cm~

フレームレート 最大30fps(320*240時)
インターフェース USB1.1

測定用PC

• IBM社製 ノートパソコン

• 2003年1月発売

• Windows XP Professional

12

品名 2681-BHJ
CPU Intel(R) Pertium 4(1.80GHz-M)

チップセット Intel(R) 845MP
メモリ 512MB
HDD 30GB

USBポート USB1.1
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サーバ

• 富士通社製 デスクトップコンピュータ

• 2005年10月発売

• FreeBSD 7.3

13

品名 FMV-D5210
CPU Intel(R) CeleronD 331(2.66GHz)

チップセット Intel(R) 915GV Express
メモリ DDR2-533 512MB
HDD 7200rpm 80G

基本動作（前半）

ListCamを使い

① 測定用PCが撮影命令をUSBカメラに出す

② 撮られた写真をサーバに転送する

14

パシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャ

① ②

測定器 USBカメラ 測定用PC サーバ

撮影に関して

• 撮影環境を一定にする

- +

信
号

信
号

放射線測定器

発光ダイオード

木製ボックス

USBカメラ

基板

ダイオード
可変抵抗器

USBケーブル

15

可変抵抗

Mr.Gamma’s Room

USBパワー

Mr.Gamma’s Room の外観

• 木製（ベニヤ板を加工して作成）

• 湿気対策や保護のためラッカーとニスを塗装

• 明るさ調整のため可変抵抗（ボリューム）を使用

• 接続のため基板を使用

16

正面 裏面 内側

屋外に設置する場合

• 雨や生き物などから守る必要がある

• ミスターガンマズハウスを制作した

• USBエクステンダー使用

– 40メートル延長できる

17

Mr.Gamma’s House

USBエクステンダー

使用したソフト

• 桜時計

• ListCam

• ImageMagick

• OCRad

• RRDtool

18

さくら時計さくら時計 ListCamListCam ImageMagickImageMagick OCRadOCRad RRDtoolRRDtool

測定用PCで動作

サーバで動作
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桜時計

• NTPサーバにアクセス

• PCの内蔵時計を同期する

• フリーソフト

19

ListCam

• 定期的に写真を撮影する

• FTPで画像を自動的に転送

• フリーソフト

20

OCRad

• 画像に含まれる文字をテキスト化する

• 対応画像形式（PNM,PBM,PGM,PPM）に制限

• フリーソフト

21

ImageMagick

• たくさんの画像形式が編集可能

• 多数のOSで使用可能

• フリーソフト

22

元写真

切り取り

モノクロ化

縮小

RRDtool

• ラウンドロビンデータベースを利用する

• グラフ化や再サンプリング

• フリーソフト

23

基本動作（後半）

撮影

転送

編集抽出

作図

24

• バケツリレー式で処理を行う

測定器 USBカメラ

測定用PC

サーバ
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データの表示

• Webに通じてデータを伝達する

– 日本地図から観測地の分布がわかる

– 各観測点のページを作成する

– 昔のデータを検索できる

25

トップページ
放射線検索ページ

測定ポイントページ

試験運用

• 福島モラロジー研究所に設置

– 2011年11月20日から今までのデータを記録した

– 測定用PCのHDDが故障したため、新品に入れ替えた

– 協力
• モラロジー研究所情報センター

• 松本顧問@大塚ゼミ

26

実演

27

まとめ

• 放射線の連続測定システムを開発した

• 福島モラロジー研究所にシステムを設置した

• トラブルを解決し、バックアップした

• 複数の観測地に対応できるが、
測定器が高価であるため、

観測地は現在１箇所だけである

28

参考資料

• 大木涼子 インターネットによる定点気象観測ユニットの試作,

大塚研究室 卒業論文集,第4巻,2005

• 遠藤啓介 柏市教育用イントラネット「はやて」におけるネットワークの総合監視
ツールの開発,大塚研究室 卒業論文集,第7巻,2008

• 本当は怖いだけじゃない放射線の話,大朏博善,ワック 社,2002

• C言語 プログラミングの初歩の初歩,西村広光,株式会社加藤文明社,2002

• Google Maps入門, http://www.ajaxtower.jp/googlemaps/

• ImageMagick, http://hashi4.civil.tohoku.ac.jp/soft/node43.html

• UNIXの部屋, http://x68000.q-e-d.net/~68user/unix/

• [ホームページ作成] All About, http://allabout.co.jp/gm/gt/1053/

29

ご静聴ありがとうございました。
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#include <stdio.h>                 /*アウトライン*/ 
#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <time.h> 

#include <unistd.h> 

#include <sys/stat.h> 

 

#define DIR "/homedirectory "    /*ホームディレクトリ*/ 
 

int main(){ 

    int hour,min,PARAMETER2,counter=0,loop; 

    char buf[512],name[64],value[224],comment[224],temp[512],AREA[224],PARAMETER1[224]; 

    time_t timer; 

    struct tm *t_st; 

    pid_t main_pid,sub_pid; 

    FILE *fp; 

 

    main_pid=getpid();          /*親プログラム PIDの取得*/ 

    time(&timer);                /*日付の取得*/ 

    t_st=localtime(&timer); 

    hour=t_st->tm_hour;         /*時間の取得*/ 

    min=t_st->tm_min; 

 

    printf("親プログラム実行: [%d]¥n",main_pid); 

    printf("|-現在 UNIX時間: %ld¥n",timer); 

    printf("|-現在時刻: %02d:%02d¥n",hour,min); 

 

    fp=fopen("/homedirectory/setting","r");                     /*setting ファイルの確認*/ 

    if(fp==NULL){ 

printf("|-settingが開けない¥n");exit(1); 
} 

    while(fgets(buf,512,fp)!=NULL){                               /*設定値の取得*/ 

        sscanf(buf,"%s = %s %s",name,value,comment); 

        if(strcmp("Area",name)==0){strcpy(AREA,value);}        /*エリア開始*/ 

        if(strcmp("/*",name)==0){                                  /*観測点開始*/ 

while(fgets(buf,512,fp)!=NULL){ 

                sscanf(buf,"%s = %s %s",name,value,comment); 

if(strcmp("Parameter1",name)==0){strcpy(PARAMETER1,value);}    /*パラメータ 1*/ 

if(strcmp("Parameter2",name)==0){PARAMETER2=atoi(value);}      /*パラメータ 2*/ 

if(strcmp("End",name)==0){                        /*エリア・観測点終了*/ 

counter++; 

                    switch(sub_pid=fork()){                        /*子プロセスの生成*/ 

                        case 0: 

sub_pid=getpid();                      /*子プロセス PIDの取得*/ 

                             printf("|-子プロセス実行: [%d]¥n",sub_pid); 

                             sprintf(temp,"%s/program1 %s",DIR,PARAMETER1);system(temp); /*プログラム 1*/ 

sprintf(temp,"%s/program2 %d",DIR,PARAMETER2);system(temp); /*プログラム 2*/ 

                             exit(0); 

                        case -1: 

                             perror("fork"); 

                             break; 

                        default: 

                             break; 

                    } 

                    break; 

    } } } } 

    for(loop=0;loop<counter;loop++){                             /*子プロセス終了待ち*/ 
        sub_pid=wait(0); 

        printf("|-子プロセス終了: [%d]¥n",sub_pid); 

    } 

    fclose(fp); 

    printf("親プログラム終了: [%d]¥n",main_pid); 

 

    return 0; 

} 

例:環境変数 = 値 コメント----------セッティングファイル----------> 

Area = /area1 --------------------エリア 1--------------------> 

/* = 観測点 1 */ 

Parameter1 = /area1/point1 パラメータ 1 

Parameter2 = 2 パラメータ 2 

END = 観測点 1 */ 

Area = /area2 --------------------エリア 2--------------------> 

/* = 観測点 2 */ 

Parameter1 = /area2/point2 パラメータ 1 

Parameter2 = 3 パラメータ 2 

END = 観測点 2 */ 



 

 

  



 

 

  



JavaによるAndroidアプリケーション 試作と評価 千葉 輝久
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～卒業論文～

Ｊａｖａによる
Ａｎｄｒｏｉｄアプリケーション

試作と評価

麗澤大学 経済学部経営学科
土井ゼミナール所属・大塚ゼミナール聴講生

学籍番号 1084420910
千葉 輝久

1111

本研究の目的
iOSとのアプリ開発コスト比較
開発言語
開発環境ＯＳ
開発者登録料
登録時の審査

Androidアプリ開発環境
Java Development Kit

Android Software Development Kit

Eclipse

制作アプリの紹介と実演
ファイル構造とマルチ言語化
評価と今後

2222

① プロジェクト進行のノウハウ

② プログラミング能力の向上

③ モバイル端末に関する知識理解

画像出典元：
http://store.apple.com/jp/browse/home/shop_iphone/family/iphone
http://www.fmworld.net/product/phone/is12t/
http://www.htc.com/jp/smartphones/isw12ht/ 3333 4444

出典元:http://japan.zdnet.com/mobile/analysis/35002978/

26.4%UP

1.5%UP

5555

比較項目

主な開発言語

開発環境OS

開発者登録料

登録時の審査

iOS

Objective-C

Mac

年間＄９９

有り

AndroidOS

Java

Win, Mac, Linux

登録時＄２５

無し

6666
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Android MarketApp Store

7777

①開発環境を選ばない

②開発者登録、開発環境の維持に
コストがかからない

③配信後のアフターケアが
迅速に行える環境にある

8888

9999

Windows, Mac, Linuxを搭載したＰＣで作成可能

JavaによるAndroidアプリ作成に必要なソフトウェア

Java Development Kit

Android Software Development Kit

Eclipse

10101010

Java Development Kit

Javaの開発環境
Java言語での開発に必須

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads
/java-se-jdk-7-download-432154.html

11111111

Android Software Development Kit

Ａｎｄｒｏｉｄ用のアプリケーションを
開発するために必要な開発環境

Ｅｃｌｉｐｓｅと関連付けさせることで
Ａｎｄｒｏｉｄで使える機能を参照できる

http://developer.android.com/sdk/index.html

12121212
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Eclipse IDE for Java Developers

変数や、for、ifといった制御構文の色付け、
文法ミスを指摘する等、様々な機能で
プログラミングの補助を行うツール。

http://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/indigosr1 13131313 14141414

イラスト ： 藤城江美子

音 響 ： ｎｕｃｏ

15151515 16161616

では、実演に
入らせていただきます

17171717

プログラム・パッケージ

src

res

drawable

layout

raw

values

AndroidManifest.xml
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プログラム・パッケージ

src

res

drawable

layout

raw

values

AndroidManifest.xml

タイトル画面でのソースコード.java

ゲーム画面でのソースコード.java

遊び方説明画面でのソースコード.java

画像を表示させる命令：
view1.setImageResource(R.drawable.画像のファイル名画像のファイル名画像のファイル名画像のファイル名);

ボタンを押した際の動作：
button1.setOnClickListener (new View.OnClickListener () {

@Override

public void onClick (View v) {

ボタンの動作を記述するボタンの動作を記述するボタンの動作を記述するボタンの動作を記述する;

}

}); 19191919

プログラム・パッケージ

src

res

drawable

layout

raw

values

AndroidManifest.xml

・・・ リソース

・・・ 画像

・・・ 画面レイアウト

・・・ SEやBGMなど

・・・ 文字列

20202020

プログラム・パッケージ

src

res

drawable

layout

raw

values

AndroidManifest.xml

・・・ リソース

・・・ 画像

・・・ 画面レイアウト

・・・ SEやBGMなど

・・・ 文字列

①の画面 ②の画面

マニフェストに「②の画面」を書いていないと・・・

強制終了強制終了強制終了強制終了

21212121

翻訳者

中 国 語 ：

フ ラ ン ス 語 ：

ド イ ツ 語 ：

魏 伝 旗

山野辺絵玲

廣 田 紫

22222222

values

res

strings.xml

values-ja

strings.xml

国際標準化機構の定めた言語コード国際標準化機構の定めた言語コード国際標準化機構の定めた言語コード国際標準化機構の定めた言語コード
ＩＳＯ６３９－１ＩＳＯ６３９－１ＩＳＯ６３９－１ＩＳＯ６３９－１

日本語 j a

中国語 z h

英語 en

… …

23232323

values ・・・ 機種設定に対応したvaluesフォルダが無ければ読み込む

res

・・・ 日本語設定なら読み込む

strings.xml

values-ja

strings.xml

文字列変数文字列変数文字列変数文字列変数a =

文字列変数文字列変数文字列変数文字列変数a =

記入するコード：
text1.setText(R.string.a);

24242424
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評価
初めて開発したプログラムとしては上出来？

ゲームという性質上、イラストと音楽で見た目がＧｏｏＤ！

ソースコードの拙さは今後の課題

今後について
バグフィックス

追加コンテンツの作成
スコアの取得と保存

フリック機能とエフェクト

ゲームモードの増加

25252525

得られたもの

Javaの知識

AndroidOSの知識

ゲーム制作のノウハウ

26262626

『ゼロからわかるJava超入門』
著者佐々木整 ㈱技術評論社
2009年10月5日 初版第１刷発行

『Android 2.1プログラミングバイブル』
著者布留川英一 ㈱ソシム
2010年5月25日 初版第１刷発行

『週末プログラミング
サクサクつくろう！Androidアプリ』

著者石黒尚久 ㈱秀和システム
2011年7月1日 第１版第１刷発行

『マンガでわかる
Androidプログラミング』

著者柳井政和 ㈱秀和システム
2011年9月1日 第１版第１刷発行

27272727

『android developers』
http://developer.android.com/intl/ja/sdk/index.html
参照日：2011年11月5日

『日本Androidの会』
http://groups.google.com/group/android-group-japan
参照日：2011年11月5日

『TechBooster』
http://techbooster.jpn.org/
参照日：2011年11月5日

『Y.A.Mの雑記帳』
http://y-anz-m.blogspot.com/ 
参照日：2011年11月5日

28282828

『チョークでかいたようなフォント』
http://falseorfont.web.fc2.com/

『SofTalk』
http://www35.atwiki.jp/softalk/

『Google翻訳』
http://translate.google.co.jp/#

『QRコード（二次元バーコード）作成【無料】』
http://www.cman.jp/QRcode/

29292929

ご清聴
ありがとうございました
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一人暮らしの老人の 

      見守りシステム  

 “あかずきんちゃん”の開発 

麗澤大学経済学部経営学科4年 

大塚ゼミ15期生 

落合あゆみ 

1 

目次 

開発の背景と目的 

既存のシステム 

概要 

システム名 

設置する装置 

 

 

 

サーバー 

運用テスト 

まとめ 

参考文献 

 

2 

開発の背景と目的 

震災で多くの人が家を失い、仮設住宅で 

 一人暮らしを強いられたお年寄りも多い 
 

そこで 
 

一人暮らしのお年寄りの安否確認を  

   ネットワークを応用して行う 

さらに、安くシステムを構築する 

 

3 

既存のシステム紹介 

見守り歩数計 Mi-Look 
歩数計やセンサーとして使用 

活動量をメールで通知 

 

みまもりほっとライン i-PoT 
電気ポットの使用状況で確認 

通信端末が組み込まれている為、
 電源を入れるだけで使用可能 

4 

つまり 
  専用の回線を必要とするため使用料がかかる 

au 象印 

システムの概要 

お年寄りの確認 

 

 

定期的な報告 

 

5 

 

お年寄りを確認する 

 

おばあちゃんの家に 

  お使いに行く 

 

メーラーボード 

人体感知センサー 

無線LANブリッジ 

 

使用する装置 

6 



一人暮らしの老人の見守りシステム“あかずきんちゃん”の開発 落合あゆみ 

2011年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集 2 

メーラーボード  

品名 メーラーボード キット 

価格 8,500円 

電源 DC8~24V 

寸法 100×70mm 

メール送信に使用 

無線LAN経由でIPアドレスを取得 

スイッチが入るとメールを送信 

7 

設定画面 

自分のメールアドレスや 

 送信に使うサーバーを設定 

スイッチ毎のメールの件名
   と本文を設定 

8 

人体感知センサー 

センサー部分で感知することにより
スイッチを入れる 

メーラーボードと接続して感知    
したらメールを送信することを実現 

9 

品名 リレー付き 人体感知センサー 

価格 2,646円  

電源 DC9V～20V 

寸法 W75×H80×D36mm 

検出範囲 約1m~5m 

無線ブリッジ 

本体に組み込むため軽くて小さい
ものを使用 

メーラーボードと繋ぐことで無線を
通してメールを送信 

10 

品名 MZK-MF300N2 

価格 2,340円 

電源 DC5V1A 

重量 約60g 

寸法 W5×H28.8×D65.6mm 

無線ブリッジのとは 

11 

有線で 

 繋がっている 

無線LANで端末間を接続する電波中継機 

          IT用語辞典より 

木のお家 

12 
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中身はこのように 

13 
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動作概要 

14 

1. センサーが人を感知 

2. 情報を送る 

3. サーバーで情報処理 

4. ファイルに記録 

5. 報告メールを送る 

 

 

 

情報 

保護者 
テキストファイル 

センサー 

あかずきんサーバー 

プログラム 

 

管理者ファイル 

 

一人分のファイル 

カウントを記入したもの 

記録を保存したもの 

15 

 

 

 

 

一定時間ごとに    

  カウントするプログラム 

16 

User.dat 

./count/ 

     naemA.txt 

./count/ 

    nameB.txt 

./count/ 

    nameC.txt 

＋1 

＋1 

＋1 

 crontab 

countup 

 

警告メール 

17 

 確認しているお年寄りの名前が挿入された 

     メールが送られてきます 

 

 

センサーが感知した時と 

  赤いボタンが押された時 

18 

 
./Log/name/日付 

日時、状態 

./count/ 

       name.txt 

 0 

    active 

 

アドレス 

件名 

name 

User.dat 
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青いボタンが押された時の処理 

19 

    active 

 

アドレス 

件名 

name 

./Log/name/日付 

日時、状態 

./count/ 
        name.txt 

 
01 02  

 

User.dat 

報告と記録ファイル作成 

20 

 mkfile 

 

Name1  
の保護者 

User.dat 

報告メール 

21 

 

 確認しているお年寄りの名前 
 

 1月19日のお年寄りの確認記録 

 

ここで数についても説明 

 

設置日 2011年11月2日 

場所   北海道函館市にある大塚トメさん宅 

 

3日後システム停止 

テスト運用 

 

22 

センサーの位置が悪いため上手く感知しない 

設計のやり直し 

 

突発的なシステム停止からの   

    回復にはどうするか 

リセットボタンを付けた 

問題と対策 

23 

現在の運用報告 

2号機 函館市  

    大塚トメさん宅 
現在も正常に動いています 

 

 

3号機 研究室 
今ここにあるものです 

 

24 
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実演内容 

赤外線センサーの感知の様子 

 

緊急ボタンを押してメールが来る様子 

実演 

25 

木の家の合計金額 

26 

品名 金額 

メーラー・ボード Ｖｅｒ．２・キット 8,500円 

リレー付き人体感知センサー  2,646円  

MZK-MF300N2 2,340円 

ベニヤ合板 409円 

ヒューズホルダー 200円 

ヒューズ 105円 

インターホン用押しボタン 2個 420円 

配線器具 480円 

合計 15,100円 

“一人暮らしのお年寄りの安否確認を 

 ネットワークを利用して行う”という目標
       を達成できました 

 

既存のシステムと比べて安価に  

    制作することもできました 

まとめ 

27 

大木涼子、「インターネットによる定点気象観測ユニットの試作」、大塚研究室
卒業論文集 第4巻 

 林飛峰、「赤外線センサーを用いた防犯システムについて」、大塚研究室卒業
論文集 第8巻・第9巻 

HTML＆CSS＆JavaScript辞典 第5版、 大藤幹/半場方人著、秀和システム、
2011年8月1日 

象印マホービン株式会社 見守りホットラインI-POT 
http://www.mimamori.net/ 

au KDDI株式会社見守り歩数計Mi-Look 
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/mobilephone/milook/ 

エレキット・ウェブ・ワールド  人体感知センサー 
http://www.elekit.co.jp/product/50532d33323431 

有限会社トライステート メーラーボードの説明サイトです 
http://www.tristate.ne.jp/mailer.htm  

PLANEX 無線LANブリッジ 
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf300n2/ 

IT用語辞典 

http://e-words.jp/w/E784A1E7B79ALANE38396E383AAE38383E382B8.html 
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図 1.ファイル構造 

15スライドで示している    

 サーバー内のファイル構造です 
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