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■ 第 1 部 卒論発表会[13:00-15:00]
[1] 「Web おみくじ」の製作
渡部伸之(わたべ のぶゆき)

（大塚ゼミ 15 期）

経営学科 3 年（※卒業論文ではありません）

[2] 電子メール自動応答システム「ツンデレやぎさん」開発物語
落合あゆみ（おちあい あゆみ） （大塚ゼミ 15 期）
経営学科 3 年（※卒業論文ではありません）

[3] ウェブによる TA 勤務のサポートアシスタントの試作
潘 東一（はんとういち）

（大塚ゼミ 15 期）

経営学科 3 年（※卒業論文ではありません）

[4] 音声通知を行うネットワーク死活監視システムの開発
馮 嶷威（ひょう ぎい）

（大塚ゼミ 14 期生卒業論文）

国際産業情報学科 4 年

■ 第 2 部 牧野先生を偲ぶ“三回忌”

[15:10-16:30]

情報システムセンター（生涯学習プラザ 3 階）システム開発室
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牧野ゼミ卒業論文全集配布(OBG へ)
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発表概要
[1] 渡部伸之（わたべ のぶゆき）

「Web おみくじ」の製作

概要：
おみくじとは、神社仏閣等で運勢を占うためのくじです。今回は、C 言語による CGI を用いてこのおみくじゲームを開発
しました。このおみくじゲームでは、入力された氏名、性別、生年月日によってあなたの運勢を占います。また、運勢に
応じて作成者からの様々なメッセージがあります。今回の発表では、おみくじゲームの利用方法と Web サーバ上で稼
動する際のプログラムの基本動作について説明します。あなたもこのおみくじゲームで運勢を占ってみませんか？
分野キーワード：CGI,ゲーム

[2] 落合あゆみ（おちあい あゆみ）

電子メール自動応答システム「ツンデレやぎさん」開発物語

概要：
情報の入門科目の授業教材で人気の高いシステムが「白やぎさん」です。これは学習者が送信する電子メールに対し
て自動応答しながら電子メールの仕組みの説明やセキュリティ問題やマナーついての注意事項を解説しくれるもので
す。私自身もこの「白やぎさん」でメールを学習しました。この発表では、その「白やぎさん」をもっと親しみ易く、楽しくす
るために作成したシステムを紹介します。システムの名称は「ツンデレやぎさん」です。「ツンデレやぎさん」は「白やぎさ
ん」のように電子メールに自動的に応答しますが、ちょっと「ツンデレ」です。発表では利用方法と応答内容を紹介します。
発表を聞いたらきっとあなたも「ツンデレやぎさん」にメールを出したくなります！
分野キーワード：電子メール,白やぎさん,授業教材

[3] 潘 東一(はん とういち)

ウェブによる TA 勤務のサポートアシスタントの試作

概要：
TA は授業中のサポートをしたり、自習室を管理したり、学生に対する質問を答えたりする業務を行います。TA は勤務
に関する報告やトラブルに関する解決方法、勤務時間の統計情報の収集は電子メールを用いたり、ファイルに記入し
たりすることで行ってきました。今回試作するシステムは、これら TA 業務中のデータ収集や記録、統計等をすべて Web
システムによって行い、TA 業務を支援することを目的とします。このシステムの運用により TA 業務がより簡単に行える
ようになると予想しています。
分野キーワード：TA, 業務支援システム, CGI, C 言語

[4] 馮 嶷威（ひょう ぎい）

音声通知を行うネットワーク死活監視システムの開発

概要：
本研究の目的は管理者に音声で通知を行うネットワーク死活監視システムを開発することである。これまで、麗澤大
学情報システムセンターでは大塚ゼミ 8 期生の大波先輩が開発した「リモート de パトライト」が長期に渡って使われてき
た。しかし、このシステムは開発から 5 年が経過しており、後継システムの開発が必要となってきた。そこで、本研究で
はリモート de パトライトの後継機となる、ネットワーク監視システムを開発する。死活監視の方法は、一定間隔の ping
コマンド実行で行う。ネットワーク機器の故障を検知した場合にはディスプレイに警告メッセージを点滅表示すると同時
に警報音とともに音声により障害装置の IP アドレスを通知する。また、電子メールでネットワーク管理者に障害を通知
する。回復時にも電子メールで管理者に報告する。さらに、CGI を利用した管理用 Web ページも作成し、監視対象の追
加や削除容易に行うことができるようになっている。
分野キーワード：ネットワーク管理ツール,死活監視,音声通知,電子メール
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Web おみくじの製作
渡部伸之
麗澤大学
経済学部経営学科
渡部伸之
a08726n@reitaku.jp
概要：本報告は Web アプリケーション作成の学習のためのものである。Web ベースのアプリケーションでは
CGI を用いたものが基本となる。一般に CGI は perl を用いて作成するが、ここでは授業で履修した C 言語に
よる開発を行うこととした。誰でも使えるアプリケーションとするため、テーマを「おみくじ」とした。おみくじとは、
神社仏閣等で運勢を占うためのくじである。今回は CGI を用いて、このおみくじゲームを開発した。このおみく
じゲームでは、日付、入力された氏名、性別、生年月日によって運勢を占う。また、運勢に応じて作成者からの
様々なメッセージがある。この発表では、おみくじゲームの利用方法と Web サーバ上で稼働する際のプログラ
ムの基本動作について説明する。
キーワード：C 言語,CGI, ゲーム, おみくじ
勢の順番は、大吉・中吉・小吉・吉・半吉・末吉・末小

1.

はじめに
本報告は Web アプリケーション作成の学習のた
めのものである。Web ベースのアプリケーションで
は CGI を用いたものが基本となる。CGI は Web ブ
ラウザからで入力された内容に従って Web サーバ
上で処理を行い、結果を Web ブラウザへ送るもので
ある。日本語処理を行う場合、開発言語として perl
を使用することが多い。しかし、ここでは授業科目で
ある「プログラミングⅠ・Ⅱ」で履修した C 言語で開発
を行うこととした。作成するアプリケーションは、誰で
も使えて親しみやすいものとして「おみくじ」をテー
マとした。このおみくじをCによるCGIを用いたWeb
アプリケーションとして制作した。
発表では、おみくじゲームの利用方法と Web サ
ーバ上で稼働する際のプログラムの基本動作につ
いて説明する。
この Web おみくじは、現在も開発中であるが、最
終目標は、ゼミの標準おみくじとして多くの人に使っ
てもらいたいと考えている。

1

吉・凶・小凶・半凶・末凶・大凶である 。

3.

Web おみくじとは
本システム「Web おみくじ」は、当日の日付、入力
された氏名、生年月日、性別から当日の運勢の結果
を表示するおみくじである。また、運勢の結果は全
部で 16 種類である。おみくじの内容はやり直しても
2
変化しない 。

図.1 実際のトップページ
これが Web おみくじのトップページになる。文字のサイズや色の変
化や、入力フォームはタグの効果によるものである。入力フォームに
データを打ち込み、「おみくじ！」ボタンを押すと結果が返ってくる。

2.

おみくじとは
おみくじとは神社・仏閣等で運勢を占うためのくじ
である。本来は国の重要事項や後継者などを選ぶ
際に神の意志を占うために使われていた。正式な運

1

出典:Wikipedia おみくじ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%BF%E3%8
1%8F%E3%81%98
2
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結果の特徴として制作者からの憎たらしいコメントがついている。
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7.

4.

Web おみくじを使うにあたって
この Web おみくじを使うには、まず URL を入力、
もしくは図.4 の QR コードを読み取り、トップページ
にアクセスする。次に、図.1 のように表示されたトッ
プページの入力フォームに、氏名、生年月日、性別
を入力し、「おみくじ！」ボタンを押す。すると、図.2
のように結果のページが表示されることとなる。

HTML について
HTML(Hyper Text Markup Language)とは
Web ページを作成するための言語のことである。タ
グと呼ばれる特別な文字列で文章などを囲うことで、
そこに囲われた文章などを実際に Web ページに表
示することができる。
5. CGI について
CGI(Common Gateway Interface)とは、Web サ
ーバ上で Web ブラウザからの要求に応じてプログラ
ムを起動するための仕組みである。これにより入力さ
れたデータを運勢の結果に反映する。

図.4 トップページの QR コード
URL は http://www.penguin55.net/watabe/omikuji.html

8. 今後の課題
今後の課題として、トップページのレイアウトを充実
させ、もう一度使ってみたいと思えるようなものにして
いきたいと考えている。

図.2 CGI の動作
CGI を動かす際には、まず IE や Firefox などの Web ブラウザを起
動する。次にこういった Web ブラウザのタグの中に記述されたアドレ
スをサーバに要求する。そして、それを受け取ったサーバが URL を
見て、CGI プログラムであるかどうかを判断し、CGI プログラムであっ
た場合は CGI プログラムが起動される。そして、そこで起動された
CGI プログラムが結果を求め出し、その結果サーバを経由し、最終的
に Web ブラウザに表示される仕組みになっている。

9.

まとめ
今回の Web おみくじの製作は、主に気軽に気分
転換のできるゲームを作成するという目的で開発を
始めた。そして、実際に氏名、生年月日、性別を入
力するだけで、毎日違う結果を返してくれるというお
みくじゲームを開発することができた。
また、今後トップページの充実などを図っていくこと
で、多くの人により使ってもらえるページへと進化し
ていくと考えている。
参考文献

図.3 CGI による結果ページ

[1] とほほの CGI 入門

トップページで入力フォームにデータを打ち込み、結果として表示さ
れるページはこのようになっている。

6.

http://www.tohoho-web.com/wwwcgi.htm
主に CGI の学習のために使用。CGI 初心者なら誰もが見るページ。

CGI プログラムの構造

[2] C 言語 INDEX
http://www.kumei.ne.jp/c_lang/index_c.html

実際に使用されるプログラムは、まず CGI を用い
て図.1 の入力フォームに入力されたデータをプログ
ラムに読み込む。続いて、そこで読み込まれた当日
の日付と、氏名、生年月日、性別をそれぞれ変数に
代入し、整数に変換する。そして、それぞれ変換さ
れた整数を合計し、別の変数に代入する。その後、
その合計の値に秘密のアルゴリズムを加えることで、
図.3 のような結果を返すプログラムとなっている。ま
た、一日の中では同じ結果しか返ってこないように
プログラムされている。

主に C 言語の学習のために使用。C 言語について分かりやすく解説
している。
主に用語を調べるために使用。
[3]C の絵本 （株）アンク 翔泳社 2003 年
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電子メール自動応答システム「ツンデレやぎさん」開発物語
落合あゆみ
麗澤大学
経済学部経営学科
Ochiai Ayumi
a08609a@reitaku.jp

概要： 情報の入門科目の授業教材で人気の高いシステムが「白やぎさん」です。これは学習者が送信する電
子メールに対して自動応答しながら電子メールの仕組みの説明やセキュリティ問題やマナーついての注意事
項を解説してくれるものです。著者もこの「白やぎさん」でメールを学習しました。「白やぎさん」システムは開発
から長い期間が経過していて更新時期に入っています。そこで、この研究では、「白やぎさん」改編するととも
に、親しみ易く、楽しくすることを目的としました。また、これまでは添付ファイルの扱いができなかった問題が
ありましたが、応答メールに添付ファイルをつけることを可能としました。システムの名称は「ツンデレやぎさん」
です。「ツンデレやぎさん」は「白やぎさん」のように電子メールに自動的に応答しますが、ちょっと「ツンデレ」だ
ったり「ギャル語風」だったり、「メイド風」だったりします。発表ではこのシステムの仕組みと利用および応答内
容を紹介します。
キーワード：電子メール, 白やぎさん, ツンデレ, 授業教材

1.

た、メル友状態になると画像や写真や音声で応答す
るようになっています。ここでは「白やぎさん」システ
ムの概要と「ツンデレやぎさん」に追加された機能を
紹介します。

はじめに

学生が「やぎさんメール」と呼ぶ、「白やぎさん」メ
ールシステムは、以前から麗澤大学で使用されてき
た学習教材だそうです。10 年以上前に藤森先生に
よって開発されたもので、その後牧野先生が改良を
加えながら管理されてきたそうです。このシステムは
メールに対する理解を深めることを目的として情報
入門科目の教材として利用されてきたそうです。私も
1 年生の時にこのシステムで結構真剣にメールを学
習しました。今年大学のメールが gmail に変更にな
り、電子メールの環境も大きく変わったことから、「白
やぎさんメール」の改編が求められるようになったそ
うです。そこで、改編の機会に内容の更新と一層の
関心が得られるように若者向けの編集を行うことにし
ました。このシステムの名称を「ツンデレやぎさん」と
呼ぶことにします。「ツンデレやぎさん」は「白やぎさ
ん」と同様に電子メールを自動応答しますが、その
名の通り、ちょっと「ツンデレ」だったり、いまどきの
「ギャル語風」だったり、「メイド風」だったりします。ま

2.

「白やぎさん」システムについて

このシステムは麗澤大学国際経済学部の藤森先
生により開発され、同学部の牧野先生により改良さ
れてきた電子メールによる授業教材です。その仕組
みは、学習者が「白やぎさん」に対してメールを送る
と、しばらく時間をおいてメールが自動返信されてく
るというシンプルなものです。返信されるメールの内
容は、電子メールの使い方やマナー、ヘッダの意味
やエラーメールのこと、返信の仕方など様々な内容
で、途中から「やぎさんトピックス」という整理番号付
きの記事になっています。この記事番号が乱数で選
択されて応答されるバージョンもあったそうです。メ
ールの送信件数はカウントファイルに記録され、そ
の送信者のアドレスから何通送られてきたか数えら

9
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れており、それをメールの本文に埋め込んで返信す
る記事もあります（図 1 返信例参照）。

3.1

落合あゆみ

画像

画像は一定以上のメールを送信すると画像メール
を受け取るためのキーワードが示され、そのキーワ
ードを件名に入力することによって画像メールを受
け取ることができます。
また、メール数が規定以上に達していない場合は
キーワードを送っても画像メールを受け取ることはで
きません。図 2 にあるメールのソースのとおり文字列
として画像のデータを格納する形式、マルチパート
MIME の形式を用いて送信しています。

図１．しろやぎさんメール
しろやぎさんは自動的にメールを返信します。しろやぎさんの出
す本文には送信者の名前が表示されます。

この教材は自分の好きな時にメールを送ることが
できるので気軽で、何通返事をくれるのか分からな
いために多くのメールを送信する学生が多い人気
課題となっています。しかし、内容的には少々古さを
感じる表現やネットワークの速度や電子メール容量
など、最近の状況と合わなくなってきている部分も見
受けられます。そこで卒論発表会用のテーマとして
この「白やぎさん」システムの改編に取り組むことに
しました。

3.

図 2．画像や音声で使用されているマルチパート方式のメールソース
バイナリデータは MIME 文字列化して送られることになります。

「ツンデレやぎさん」に追加した機能

「白やぎさん」システムの改編の内容は記事の内容
と同時に表現方法の変更でした。学習者の好みを
考えて「ツンデレ」風にすることとしました。しかし、全
ての記事をツンデレ表現に置き換えるのが（ネタ的
に）難しいので、一部を「ギャル語風」「メイド風」「子
ヤギ風」で表現しました。
また、単にメールの文章の置き換えということでは
なく、新規の機能を追加することにしました。従来の
「白やぎさん」システムでは出来なかった添付ファイ
ルを可能とし、「ツンデレやぎさん」側から添付ファイ
ルを返信できるようにしました。そのために MIME
化し multipart/mixed のメールを送信できるように
1

しました。具体的にはイラスト ・写真・音声を添付ファ
イルとして送るようにしました。
1

図 3．送信されたメール
図 2 のデータが添付されたメールを表示したもの。メールツールに
もよるが、Gmail ではこのようなメールが送られてきます。

大塚ゼミ 7 期生の新井（現細野）可乃子先輩作の情報システムセン
ターニュース連載マンガ「麗ちゃんと澤田君」より一部の画像を無断で
拝借いたしました!!（汗）。高校も後輩ですから許してください!!
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3.2

音声

ルが来てしまうなどのトラブルもありました。こうした

音声に関しても画像と同様の方式で送信しており、
「ツンデレやぎさん」に対して一定以上のメールを送
らなければ受け取ることはできません。
データ量はできるだけ軽いものが好ましいと考え、
音声データを作るに当たりデータ量の奇異際データ

失敗をしてみて学んだことは不足の事態に陥った場
合にはできるだけ冷静に思いついたことを思いつい
たままに対処しないということです。

6.

2

として携帯電話の録音機能を用いて作成した amr
という拡張子を持つデータで作りました。しかし転送
はできても受信者側でデータを開けない場合がある
というので、添付するファイルのデータを作り直しま
した。形式は一般的に使用されいる形式である mp3
としました。

4.

落合あゆみ

今後の課題
今後の課題としては2 つあります。１つ目は来年

の卒業論文のためのシステム制作に向けて今回失
敗したプログラムを新規に書き直し、また失敗した時
に組もうとしていたプログラム（ループを用いて特定
のメールが選択された場合のみ時間差で別のメー
ルを送信するプログラム）を完成させることに重点を

開発環境・開発期間

置きながら更なる学習をすること、2 つ目はメールの
本文についてのさらなる改善です。

この卒論発表会に向けて研究を始めたのは秋頃の

現在このプログラムは駒沢大学の学生に実際に

ことです。送信データのうちテキスト部分については
現役ギャルの妹の力も借りて作成しました。従来、

使用してもらっていますが、メール数30 を超える人

「白やぎさん」システムは麗澤大学情報システムセン

は26 人中僅か6 人と少ないためこれを直していき、

ターの教育用UNIX システムで稼働していましたが、

当初の目的としていた「より沢山の人に使用してもら

開発にはroot 権限が必要となります。そこで、今回

える」ようにしたいです。

の開発のために研究室で最も性能が高いマシンで

7.

あるplog.pengui55.net に移植してもらい、その上

白やぎさんメールシステムを拡張・改編した「ツン

で開発を行いました。音声や画像の制作は比較的

デレやぎさん」システムを開発しました。従来のシス

容易ですが、送信の判断を行う部分は新規作成とな

テムでは扱うことができなかったファイルの添付を可

3

るため多くの時間を要しました 。

5.

まとめ

能としました。規定回数以上のメールを送信した場

開発物語

合で特定のキーワードがサブジェクトに含まれる場

この研究の目的として、プログラムに対する理解を

合に画像や音声が送られる機能も追加されました。

深めること、４年時に行う卒業研究の足掛かりとして
はじめました。大まかなプログラムの内容は理解でき

参考文献

るという程度の知識しかなかったためいろいろ試行

[1]IT 用語辞典

錯誤しながらの作業の部分もありました。

（http://e-words.jp/w/E3839EE383ABE38381E38391E83BCE38
388.html）
[2]SAK 図書館
（http://homepage2.nifty.com/sak/w_sak3/doc/sysbrd/pe_
k02.htm）
[3]はてなダイアリー
（http://d.hatena.ne.jp/perlcodesample/20080326/120654
4036）
[4]拡張子辞
（http://www.7key.jp/data/ext_new/a/amr.html）
[5]とほほのwww 入門
（http://www.tohoho-web.com/wwwperl.htm）
[6]「Perl の絵本」,株式会社アンク著, 翔泳社,2006 年.
[7]「Perl 教科書」,檜垣 博章著, ソフト･リサーチ･センター,2001 年.
[8] QR コード[二次元バーコード]作成
（http://www.cman.jp/QRcode/）

その中で、命令文ひとつを誤操作で消してしまい
プログラムが動かなかったり、プログラムに付け足し
をして無限ループを起こしてしまい2000 通ものメー
2

arm の正式名称は“Advanced Multi Rate CODEC”で、会話に特
化された音声圧縮形式ファイルです。これはDoCoMoのFOMA900i
シリーズで着うたとして採用されているファイル形式。QuickTime や
RealPlayer などで再生可能です。
* 拡張子辞典より
3

研究を始める前に一通りPerl について勉強していたため、元のプ
ログラムを見てもおおよそ理解できましたが、画像や音声の送信につ
いては新たに方法を考える必要があった為、追加された部分の開発
には多くの時間がかかりました。そこで、信じられないようなトラブルも
数多く発生したんだからね。^^ 詳細は別の物語としたいと思います。
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落合あゆみ

① メル友モード

はじめ

モードの選択
初期値の設定
“S”をオープン
ヘッダの読み取り

“P”をオープン
“G”をオープン

count ファイルから数を
読み出す

multi.txt をオープン
lock ファイル作成
②通常モード
読み出した

mailbody にオープンした

メールアドレスに１を加算

ファイルの内容を入れる

カウント数を書き出す

Subject,From,To を
MIME 文字へ変換

lock ファイル消去
mailbody のファイルの
内容を sailbody に足し込む

モードを選択する
以上

mailbody の漢字コードを

Count 数は規定値

JIS にする

以下

①へ

MTA をオープン

番号.txt をオープン
送信

②へ
図4. ツンデレやぎさんシステムのフローチャート
今回のメールシステムをフローチャートとして書いたもの。
＊緑色に塗りつぶされた箇所が今回新たに作成したプログラム。。
規定回数（現在は 40 通）以上となるとメル友モードとなる。メル友モードで
は特定の文字に反応して画像や音声を送るんだからね。
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ウェブによる TA 勤務のサポートアシスタントの試作

潘 東一

ウェブによる TA 勤務のサポートアシスタントの試作
潘 東一
麗澤大学
国際経済学部国際経営学科
Dongyi Pan
a08689d@reitaku.jp

概要：TA は授業中で教員のサポートをしたり、図書館自習室を管理したり、学生からの質問に対して答えたり
する勤務を行っている。さらに、勤務終了の際、管理者に報告しなければならない。図書館自習室の勤務報告
を例にすると、「自習室の使用者人数」や「備品の在庫」、「トラブルの解決方法」などをメールで通知する。一方、
管理者側はスケジュールを組んだり、TA に指示を下したり、勤務時間を統計するなどの作業が行っている。今
回の試作するシステムは、これらの勤務内容の実行作業をすべて一つの作業台にまとめて、コンピュータ言語
や Web によって統計と通信を行い、TA 勤務を支援することを目的とする。このシステムの運用により TA 勤務
がより簡単に行えるようになると予想している。
キーワード：TA, 勤務支援システム, CGI, C 言語

1.



はじめに

TA は大学生が自らの意志でチームに参加し、教
室や図書館などの場所で、先生やほかの学生にサ
ポートしたり、トラブルを解決したりするのが主要な
勤務内容である。
私が自ら勤務を実践したところ、勤務中に不便な
点がいくつかあることが分かった。そこで、その不便
な点を改善するための即時性が高く、簡単に業務を
進めるサポートシステムを試作しようと考えた。そこ
で本研究では C 言語を用いて Web-CGI を開発し、
Web インターフェースを使って TA 勤務の支援を行
うこととした。このシステムを「サポートアシスタント」と
呼ぶことにする。
2.

3.

報告内容は同じなのに、メールで一から作るため誤
りが多くなる

サポートアシスタントの性能

現在のところ、「サポートアシスタント」に実装され
ている機能は大きく分けて次の 4 つである。(1) 勤
務表の表示機能、(2) 報告者の特定機能、(3) 報告
メールの作成機能、(4) 勤務者の変更機能である。

従来の TA 勤務の連絡方法の欠点

現在の TA 勤務の連絡方法には以下のような問題
がある。
 勤務変更を TA に伝えにくい
 校内の TA 用ML に送信しても、いろんなメールが送


られてくるため、重要なメールがわかりにくい
勤務報告は誰でもどこでも（勤務場所に居なくても）
送信できてしまう

図 1 サポートアシスタントの勤務表ページ
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図 2 プログラムとコンピュータ言語の関係
今回試作プログラムのソースは複数のコンピュータ言語を
ミックスし、実行することによって、求めたい機能を実現す
るのである。

3.1 勤務表表示機能
編集済みの勤務データを勤務表の曜日と時限に合
わせて表すことが目的である。

図 3 報告メール作成ページ

従って、1 週間の TA 勤務情報が得ることができ、勤
務変更をより簡単に伝える。

4.2 報告者特定機能の実用性

3.2 報告者特定機能

現在のユーザ認証は暗号化性能などのない、とても

勤務報告を送信するために、Id と Password の認証

シンプルのプログラムであり、認証機能を整備するなら、

が必要となっている。

精進しなければならない。

これによって、勤務報告者が特定することができ、誰

4.3 過去データの記録

でも送信するのができなくなる。

動作データを記録することにより、今後勤務に関わる

3.3 報告メール作成機能

情報を見繰り返すことが可能である。

作成提示に踏まえて、簡単に勤務報告を作成するこ

4.4 サポートコンテンツの充実

とができ、入力忘れてもシステムが親切に教えてもらえ

トラブルの解決方法をシステムに書いたり、お知らせ

る。TA 勤務がはじめての方でも、間違いなく、短い時

掲示したりすることで、利用率が増える上に、即時性も

間で作成できる。

上昇する。

3.4 勤務者変更機能
勤務データを取出し、表示させる上に、編集可能に

5.

なっている。

まとめ
本システムは Web による TA 勤務支援システムとし

これより、現勤務を参考しながら、勤務の変更を行う
ことが可能である。編集した結果は直ちに勤務表ペー

て試作された。現勤務表示機能や勤務者特定機能、報

ジに反映される。

告作成機能、勤務作成機能が実装されていて、簡単な

4.

TA 勤務のサポートができた。今後は「試作システムの

試作システムの課題

課題」に沿って、システムを築こうと計画した。

現在の試作システムは実用性まだ高くない上、バグ
が潜在している。このいくつの問題を含めて、卒業論文

参考文献

レベルまでシステムを築くのが今後の課題となる。

[1]

4.1 サポート機能の増加

[2]

Java と Java script は別々の言語だが、その間の親

[3]

しい関係を活用することにより、多方面の支援機能が組
むことができる。

[4]
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株式会社加藤文明社,2002.
とほほ WWW 入門
(http://www.tohoho-web.com/www.htm)
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音声通知を行うネットワーク死活監視システムの開発
馮 嶷威
麗澤大学
国際経済学部国際産業情報学科
Feng YiWei
yfeng10@cs.reitaku-u.ac.jp

概要：本研究の目的は管理者に音声で通知を行うネットワーク死活監視システムを開発することである。これま
で、麗澤大学情報システムセンターでは大塚ゼミ8 期生の大波先輩が開発した「リモートde パトライト」が長期
に渡って使われてきた。しかし、このシステムは開発から5 年が経過しており、後継システムの開発が必要とな
ってきた。そこで、本研究ではリモート de パトライトの後継機となる、ネットワーク監視システムを開発する。死
活監視の方法は、一定間隔の ping コマンド実行で行う。ネットワーク機器の故障を検知した場合にはディス
プレイに警告メッセージを点滅表示すると同時に警報音とともに音声により障害装置の IP アドレスを通知す
る。また、電子メールでネットワーク管理者に障害を通知する。回復時にも電子メールで管理者に報告する。さ
らに、CGI を利用した管理用 Web ページも作成し、監視対象の追加や削除を容易に行うことができるように
なっている。
キーワード：ネットワーク管理ツール,死活監視,音声通知,電子メール
1.

た。本稿ではこのシステムの機能と開発方法につい
て簡単に説明する。なお、このシステムの開発名を

はじめに

ネットワークシステムの運用ツールにはさまざまな
ものがあるが、装置が正しく動作していることを確認
するものを死活監視システムと呼ぶ。麗澤大学の情
報システムセンターでは、大塚ゼミ 8 期生の大波先
輩が開発した「リモート de パトライト」と呼ばれるシス
テムが稼働している。これは先輩自身が開発した、
遠隔電源管理システム（リモート de ポン）を応用した
もので、ICMP に応答しない機器があるとパトライト
（回転赤色灯）が 1 分間点灯し、同時に管理者へ電
子メールを送る。このシステムは運用開始から 5 年
以上経過しており、ハードウェアの耐用期限（もともと
中古 PC を用いて作成されている）となっている。現
在では同様のシステムが市販されているが、いずれ
も機能に対して価格は高価である。そこで、本研究
では、安価に後継システムを新規開発することにし
た。
開発は、(1) 音声で故障を知らせることができ、
(2) GUIで監視したい IP アドレスを編集するなどの
管理ができ、(3) 障害や回復を電子メールで管理者
へ通知することができることを目標とした。開発は
2010 年夏から開始し、2011 年 1 月より稼働を始め

1

Super PON3 と呼ぶこととした。

図 1.ALARM 発生中の画面
本システムではパトライトの代わりに警告画面が点滅するようにした。
これにより、これまではパトライト装置が必要であったが、PC だけで死
活監視ができるようになった。
1

大塚ゼミ 8 期生の大波先輩が作成した初代のリモート de PON は
RS232C インターフェースをコントロールしたものであった。9 期生の
掛野先輩が作成した外部機器制御の第二世代であるネットワークチャ
イムシステムはパラレルインタフェースを利用して制御をおこなってい
た。このシステムは第三世代システムということで Super PON3 と呼
ぶこととした。読み方は「すーぱーぽんさん」である。
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2.

本システムの機能

本システムでは UNIX サーバの pinｇコマンドを
利用して、ネットワーク機器の故障を検知する。また、
CGI を利用して、管理用 WEB ページを作った。本
システムの機能は（１）監視機能、(2) 管理機能、(3)
通知機能である。以下に各機能を具体的に説明す
る。なお、全ての機能は perl によって記述されてい
る。
3.

この管理用 Web ページでは監視対象の追加や
削除が可能である。また、LOG 情報とエラー機器の
IP アドレスも確認できる。
4.2

管理者のメールアドレスの変更

管理画面上で管理者のメールアドレスの確認と変
更することができる。本システムでは管理用のアドレ
スとして 2 つの電子メールアドレスを登録することが
できる。

監視機能

本システムはネットワーク死活を監視する機能が
ある。以下にこの機能を実現する方法について説明
する。
3.1

ping コマンド

UNIX サーバ(FreeBSD7.3R)の ping コマンドを
利用して、１分間ことに監視されているネットワーク機
器にパケットを送る。応答の有無によって、監視対象
のネットワーク機器の死活を確認する。
4.

管理機能

本システムを管理する機能である。機能の詳細に
ついて以下に説明する。
4.1

図 3.管理者メールの変更ページ画面
現在は 2 つのメールアドレスを登録している。メールアドレスは 1 つだ
けでも登録が可能である。

管理用 Web ページ

html のフレームと CGI を用いて、管理用 Web
ページを作成した。管理用 Web ページへのアクセ
スはベーシック認証を利用しているため、ユーザ ID
とパスワードが必要となる。

4.3

携帯からの動作確認

携帯用のページもあるので、管理者が外出しても
ネットワークの死活確認ができる。この機能により、
本システム自体の動作も確認することができる。

図 2.ALARM 発生中の画面

図 4.携帯画面上で本システムが動作する様子

管理用 Web ページの画面である。ここで本システムの監視対象の
追加や削除を容易に行うことができるようになっている。さらにエラー
や LOG 情報の確認を行う事もできる。

携帯の画面に故障があるネットワーク機器の IP アドレスが表示されて
いる。この機能で外出先でも運用状況を確認することができる。確認
画面は http://penguin55/yfeng/error.cgi からアクセスする。
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5.

通知

知らせる。
音の再生には UNIX の音源再生フリーソフトであ
る MPG123を用いた。これはmpeg形式のオーディ
オファイルをコンソール上で再生できるツールであ

障害発生時には警告メッセージを画面に表示す
る。従来（リモートでパトライト）はパトライトが 1 分間
点灯したが、本システムでは警告画面を表示する。
同時に音響（警報音と音声）による警報を発する。
また、故障の発生時と、故障が解決し復旧したとき
に、管理者に電子メールで通知する。以下はこの機
能について説明する。なお、電子メールサーバが機
能しない場合や電子メールの経路上の機器の障害
時にはメールは送られないことになる。以下、順に
警報の詳細を説明する。

3

る。警報音はフリーの警報音 をダウンロードして使
用した。警報音に続いて音声で障害を通知し、続い
てネットワーク機器の IP アドレスを知らせる。IP アド
レスを音声で表現するために、0 がら 9 までと「点」を
録音した。また、障害発生を知らせる言葉を別々の
ファイルとして録音した。IP アドレスを知らせる方法
は数字を組み合わせて再生している。警報音と音声
4

5.1

の編集には MixPad Audio Mixer と WavePad

警告メッセージの表示

5

Sound Editor を用いた。

エスケープシーケンスを用いて、ディスプレイに
赤い背景に文字「ALARM」を点滅表示する。エス
ケープシーケンスとは出力結果を制御したり、表示
色や字飾りなどの文字の属性を変えたりするための
特殊な文字列で、画面に表示されないが画面のさま
ざまな機能を制御することができる。例えば文字の
色や点滅などを指定することができる（図 5 参照）。

5.3

電子メールによる通知

故障発生時および障害が解決したときに電子メー
ルで管理者に報告する。この機能は Postfix を利用
して管理者に通知する。この通知は連続してメール
が送られないようにするために、新しい故障が発生
したときだけ送信されるようにした。図 5 は障害発生
時に通知されるメールの例である。

図 5.エスケープシーケンスを利用例の画面
Windows のコマンドプロンプトや FreeBSD のコンソール画面ではエ
スケープシーケンスを用いて、文字色や背景色などを変えることがで
きる。

5.2

図 6.故障の通知メール
この例では IP アドレス[157.17.40.74]のサーバに ping が届かなかっ
たため障害として通知メールを送っている。このメールは 1 通だけで
回復するまで重複して送られることはない。

音響による警報
- 音声による IP アドレスの通知 3

故障を検知すると、警報音を発する。さらに音声
で障害を通知する。続いて障害が発生した装置の

4

http://www.nch.com.au/mixpad/index.html MixPad はプロの
オーディオ生産のために設計された強力なマルチトラックミキシング
プログラムである。

2

IPv4 アドレス を読み上げる。また、すべての故障が
解決した場合には､正常動作に戻ったことを音声で
2

http://www11.ocn.ne.jp/~piew/wav/alart02.wav
(フリー効果音集だよ～！)

5

http://www.nch.com.au/wavepad/index.html WavePad Sound
Editor は MP3 などオーディオファイルを編集するためのフリー・ソフ
トである

コロンという音声を録音すれば IPv6 にも対応できる。
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音声通知を行うネットワーク死活監視システムの開発

6.

ONE キー操作機能

に、今後の機能拡張としてエラーの種類によって違
う管理者に通知することを検討している。

このシステムには簡単なコマンド実行機能があり、
運用中にコンソールのキーボードのキーを押すだけ
で、さまざまな機能を呼び出して実行することができ
る。例えばエラー音声を再度再生したり、再度接続
性を確認したりできる。またエラーリストの確認やネッ
トワーク機器の死活を確認することも出来る。さらに、
動作中に音声を中国語バージョンやアニメバージョ
ンに切り替えることもできる。以下に各機能について
簡単に説明する。
6.1

8.

本システムは音声でエラーを知らせるネットワーク
監視システムとして開発された。簡単に本システムを
管理するために、管理用 Web ページや ONE キー
操作の機能を作った。また、中古 PC を利用したの
で、コストはあまりかからなかった。音声の録音､音量
の調整と音声のミックスのところは意外に苦労だった。
いろいろな機能を実現したいが、出来なかったとこ
ろもある。出来なかったところはこれからのゼミの後
輩に任せる。

サウンド再生 S キー

音声による警報を再度再生する機能である。S キ
ーを押すと直前のエラーを知らせる音声をもう一度
を再生する。
6.2

エラーリスト表示

9.

E キー

｢2｣ 柴崎 恭一郎,｢学校単位に設置する不正侵入検知シス
テムの構築｣,大塚研究室 卒業論文集 第 4 巻, 2005.
｢3｣ 掛野 裕行,｢NTP を用いた学校チャイム管理システムの
試作と運用｣, 大塚研究室 卒業論文集 第5巻, 2006.
｢4｣ FreeBSD ビギナーズ バイブル 改定第二版 2005
後藤 大地著,(株)毎日コミュニケーションズ
｢5｣ エスケープシーケンス
(http://www.rfs.jp/sb/perl/02/02.html)

ping 実行 P キー

P キーを押すと､監視対象に対して、すぐに ping
による検査を実行する。
6.4

｢6｣ 入門 Postfix , 野村 直 著,株式会社アスキー, 2004.
｢7｣ Smart 開発者うれしい Web 講座
(http://www.rfs.jp/sb/perl/02/08.html)

日本語モード J キー

｢8｣ mpg123 (http://www.freebsdsoftware.org/audio/
Mpg123.html)

J キーを押すと､音声モードを日本語に変更する。
日本語モードのときに操作してもエラーとはならな
い。
6.5

｢9｣ とほほの CGI 入門
(http://www.tohoho-web.com/wwwcgi.htm)
｢10｣ HTML タグ辞典 , アンク 著, 株式会社テクニカル
コア, 1998.

中国語モード C キー

｢11｣Perl プログラミング,Larry Wall and Randal L.
Schwartz 著, 近藤嘉雪 訳, ソフトバンク（株）出版
事業部,1993.

C キーを押すと､音声モードは中国語に変更され
る。警報と IP アドレスの発声が中国語となる。
6.6

｢12｣ Perl スクリプティング入門,内田 保雄 福田 満 共著,
株式会社 オーム 社, 2000.

アニメモード A キー

A キーを押すと､音声モードとはアニメモードに変
更される。アニメモードでは警報と IP アドレスの発声
が日本語のアニメ的表現となる。
7.

参考文献

｢1｣ 大波 純子,｢遠隔再起動システム”リモートでポン”の開
発と運用｣, 大塚研究室 卒業論文集 第 4 巻, 2005.

E キーを押すと､管理用 Web ページのエラーリス
トと同じものを表示する。これにより本システム状況
を管理用 Web ページではなくコンソールで知ること
が可能となる。
6.3

まとめ

謝辞
本システムの開発とテスト運用のために、多くのみ
なさんに協力していただきました。大塚先生や遠藤
先輩には重要なコメントをもらいました。後輩の落合
さんには音声データの作成に協力してもらいました。
また、ゼミの後輩達からはたくさんの意見や、バグの
指摘をして頂きました。皆様に、心から感謝の意を
表します。謝謝。

今後の課題

本システムはノートパソコンへ移植する予定であ
る。ノートパソコンで稼働すると､短時間の停電にも
対応できる。また設置する場所も少なくてすむ。さら

18

麗澤大学大塚ゼミ UTP ケーブルプレゼント企画
学校や福祉施設にネットワークケーブルをプレゼント（送料は着払いとなります）
最長 100 メートルの長いケーブルも作成します。
(Cat5E 配線用ケーブル）

2011 年 2 月プログラム実施開始!!
詳しくは Web で
http://UTP.Penguin55.NET/
ケーブル申し込みページは
http://UTP.Penguin55.NET/m.cgi
HP/CGI 制作 落合あゆみ

この企画は麗澤大学自主活動支援制度によって運
営されます。
UTP ケーブル・プラグ等については旧柏インターネ
ットユニオンおよび麗澤大学情報システムセンター
からの提供を受けています。
提供を受けているケーブルが無くなり次第本プログ
ラムは終了します。

第 9 回 麗澤大学 国際経済学部 国際産業情報学科
大塚研究室卒論発表会論文集
2011 年 1 月 29 日 金曜日
12:50-18:00 麗澤大学 1 号棟 1304 教室
主催 大塚研究室
制作 大塚研究室 http://penguin55.net
Team@Penguin55.NET & NetTeam@Penguin55.NET
2011.1.29

