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2011 年度 麗澤大学情報系ゼミ合同卒論発表会
プログラム
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場所 麗澤大学生涯教育プラザ 1 階プラザホール
主催 大塚研究室・千葉研究室

■ 第 1 部 研究発表会[10:30-12:00]
[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）

（昼食休憩）

■ 第 2 部 卒論発表会 [13:30-16:00]
[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）
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発表概要
[1] 山田大智（やまだだいち）・沼尻雄一郎（ぬまじりゆういちろう）
OpenPNE による SNS コミュニケーション研究の基盤構築
概要： 近年，若者のコミュニケーションツールとして SNS の役割は無視できないものになっている。
SNS はその本質において個人の行動記録やメッセージのやりとりにとどまらない社会活動的な側面を
持っている。SNS ユーザがどのようにコミュニケーションを行っているかを通常ユーザの立場から十分
に観察することは難しい。SNS 研究のためにはユーザの活動を積極的にコントロールし，かつ情報を
詳細に記録可能な研究インフラの整備が望まれる。本発表では，オー プンソースの SNS サービスであ
る OpenPNE を用いて，学内ネットワークで利用できるコミュニケーションツー ルを構 築・公開し，そのサ
ービスの利用情報の把握から，ユーザの行動履歴の分析を試みるとともに，今後展開予定の SNS コ
ミュニケーション研究のための基盤整備をおこなうものである。
分野キーワード：SNS,OpenPNE,コミュニケーション,行動ログ

[2] 藤城江美子（ふじしろえみこ） 英語・日本語学習プログラム「英ちゃん・和ちゃん」
概要：麗澤大学には、毎年多くの留学生が日本語を学びに来ています。また、日本人学生の海外留学
も多く、英語をはじめ、語学に対する関心が非常に高く、国際交流の盛んな大学です。この発表では、
そのような学生が楽しみながら学習できるクイズプログラムを作成したので紹介します。プログラムは
HTML と perl の CGI を利用して作成したものです。ゲ ー ムは選択式で問題を解きます。ただ単に問題
を解くだけではなく、英語モードでは「英ちゃん」、日本語モードでは「和ちゃん」というイメージキャラクタ
ーを用意し、ストーリー性のあるゲームで楽しく学習出来るという工夫がなされています。
分野キーワード：キーワード：CGI,クイズゲーム

[3] 青柳美紀（あおやぎみき）

HTML5 で広がる Web デザインの可能性

概要：HTML5 は「よりセマンティックになった」マークアップ言語である。HTML5 は最新の Web ブラウ
ザとの親和性が高く，一方で既存の HTML の規格との互換性をもたない。本発表では，ビジュアル・デ
ザインからみた HTML5 の機能と特徴を概観し，HTML 4.01 や XHTML 1.0, 1.1 などの諸規格との差
異を検討する 。 そのうえで，新旧の HTML の規格に基づく Web ページを比較し，HTML5 の導入によ
り Web デザインの方策がどのように変化するか，またそ こで注意す べき点は何かを検討する。
分野キーワード：HTML, XHTML, CSS, プラグイン, 互換性, Web デザイン

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

[4] 渡部伸之（わたべのぶゆき）

電力情報集約システム～GRIP～の製作

概要： 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災。この日から日本全国で節電の必要性が一気に高まりまし
た。そこで節電を支援するシステムを開発することにしま した。このシステムを GRIP と呼びます。GRIP
は全国の電力会社の電力供給量や電力使用量や気温などを基にグラフを作成し、現在の使用電力量
に関する様々な情報を web ページとして公開することで、節電に役立てるものです。データの取得は
UNIX(FreeBSD)の wget コマンドを用い、それによって得たデータを perl プログラムで解析し、rrdtool
によって、蓄積すると同時に一定間隔毎にグラフ化します。得られた複数のグラフは画像処理を行い、
1 つの画像として作成後 web ページとして表示しま す。
分野キーワード：節電,東日本大震災,Perl,RRDtool
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[5] 潘東一（はんとういち）
γ 線放射線量の連続記録システム GRACE の開発と福島での試験運用
概要：本システムは東北地方太平洋沖地震による放射能漏れ事故を背景として開発を始めたもので
ある。事故以来さまざまな装置により、いろいろな場所で測定した結果が暫時公表されているが、この
研究では我々が一般に入手できる測定器を使って比較的簡単にかつ連続してデータを収集できるよう
にすることが目的である。連続したデータを表示することにより、設置場所の現在の状況や過去の傾
向を的確に知ることができようになる。そのため、本研究では携帯用の放射線測定器の表示画面を
USB カメラで撮影し、その画像から放射線量値をテキストデータとして読みだすという方法を実現して
いる。さらに、そのデータを蓄積記録し、それらのデータを用いてグラフを作成するシステムとした。通
常の放射線量計は電池で動作するが、本システムでは USB 電源を用いることで 24 時間の連続測定
を可能としている。開 発したシステムは 2011 年 11 月末から福島県伊達市にあるモラロジー研究所東
日本センターで試験運用を行っている。発表では本システムの動作概要およびグラフ化の方法、累積
放射線量記録方式などを紹介する。
分野キーワード：地震,放射線,放射 線量計,OCR,USB,rrdtool

[6]

千葉輝久（ちばてるひさ）
Java による Android アプリケーション 試作と評価

概要：近年、iPhone に代表されるモバイル端末が携帯電話市場で賑わいを見せている。これは通称ス
マートフォンと呼ばれ、われわれの生活にも欠かせないものになりつつある。タッチパネルによる直感
的な操作と、ネット上に用意された多種多様なアプリケーションをインストールすることで従来の携帯電
話にはない、様々な機能を付加させることができる。本研究においては、AndroidOS を搭載したスマー
トフォンやタブレット PC で動作するトランプゲー ムを Java 言語で作成した。内容は表示されたトランプ
の数字（１～１３まで）より、次に表示されるトランプの数字が大きいか小さいかを当てるものである。ま
た、発表では AndroidOS と iOS、双方での開発環境の比較と作成したゲームについて説明する。
分野キーワード：Android,スマートフォン,ゲーム,Java,アプリケーション,トランプ

[7]

落合あゆみ（おちあいあゆみ）
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

概要：東日本大震災では多くの人が家を失い、そのために多くの仮設住宅が建設されました。それま
での地域の相互扶助的なコミュニティが崩れ周囲と疎遠な環境で生活しなければならない老人も増え
たと聞きます。そこで、本研究では一人暮らしの老人の安否確認をネットワークを応用して行うことを目
的としました。その方法は、トイレや廊下などに赤外線センサーを組み込んだ箱を置き活動を検知する
ものです。箱に取りつけられている赤外線センサーが人の移動を感知してスイッチを押します。そのス
イッチはメーラーボードと呼ばれる SMTP による電子メール送信装置に接続されます。これにより、人
が通ったという情報を取得し、その情報をインターネット回線を通じてメールとしてサーバーに送信しま
す。サーバはメールを受け取るとカウンタの値をゼロにします。カウンタはサーバが一定時間間隔で加
算していくもので、ある値以上になると活動がなくなった 状態として対象を見守るべき人にメールで通知
を行う仕組みです。この装置の周囲に既存または無料のインターネット接続点があれば通信費用はか
かりません。また、この箱には保護者に緊急に連絡したい場合に押すボタンや長時間外出する場合に
押すお出かけボタンが付けられており、それぞれのボタンに対応したメールがサーバーに送信され処
理されます。検知情報については記録を行い、定められた時間に一日の報告を保護者に行ないます。
メールの他に Web を通じて記録状況を確認することもできます。発表ではこの装置の仕組みと運用テ
ストの状況を報告します 。
分野キーワード：メール通知,独居老人,仮設住宅,孤独死対策,赤外線センサー,SMTP,メー ラーボー
ド,Apache,Perl
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OpenPNE による SNS コミュニケーションの基盤構築

山田大智 沼尻雄一郎

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
麗澤大学
外国語学部外国語学科 英語コミュニケーション専攻
Yamada, Daichi
a09103d@reitaku.jp

沼尻 雄一郎
麗澤大学
外国語学部外国語学科 英語英米文化専攻
Numajiri, Yuichiro
a09198y@reitaku.jp
概要：近年、若者のコミュニケーションツールとして SNS の役割は無視できないものになっている。SNS はそ
の本質において個人の行動記録やメッセージのやりとりにとどまらない社会活動的な側面を持っている。SNS
ユーザーがどのようにコミュニケーションを行っているかを通常ユーザーの立場から十分に観察することは難し
い。SNS 研究のためにはユーザーの活動を積極的にコントロールし、かつ情報を詳細に記録可能な研究イン
フラの整備が望まれる。
本発表では、オープンソースの SNS サービスである OpenPNE を用いて、学内ネットワークで利用できるコミ
ュニケーションツールを構築・公開し、そのサービスの利用情報の把握から、ユーザーの行動履歴の分析を試
みるとともに、今後展開予定の SNS コミュニケーション研究のための基盤整備をおこなうものである。
キーワード：SNS、OpenPNE、コミュニケーション、行動ログ

1.

はじめに

現 代 の 情 報 社 会 に お い て SNS (Social
Networking Service or Site)は著しい成長を遂げ
社会的側面の一端を担っている。SNS とは人と人と
のつながりを促進・サポートする、コミュニティー型の
Web サイトのことである。友人・知人間のコミュニケ
ーションを円滑にする手段や場を提供したり、趣味
や嗜好、居住地域、出身校、あるいは「友人の友人」
といったつながりを通じて新たな人間関係を構築す
る場を提供する、会員制のサービスである(IT 用語

その実態は明らかではない。本研究では、オープン
ソースの SNS サイトを立ち上げ、我々がその管理者
となりユーザーの SNS における行動を観察・分析す
ることを念頭に、研究基盤の整備をおこなったので、
今後の展望と併せて報告する。

2.

SNS の歴史

まず、ユーザーが友人を発見し、管理できる新し
いサービスである SNS が世界にひろまるまでの歴
史を概観したい。

1

辞典 e-Words )。一般的に、SNS でユーザーがど
のような行動をし、コミュニケーションを図っているか、
1

「ソーシャルネットワーキングサイト」の項を参照。URL:
http://e-words.jp
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2003 年 、 ア メ リ カ で 世 界 初 の SNS
Friendster が公開される。
2004 年、日本で GREE・mixi サービスが開
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始される。
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。

現在、主要 SNS 別のユーザー数は以下のように
なっている。
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

山田大智 沼尻雄一郎

かは SNS を見れば一目瞭然となった。そこからさら
なる話題が広がっていくのである。
次に管理者視点から見た SNS の価値であるが、
一般的に SNS の管理者がどのようなことをしている
のかは現時点では不明であり、今後の調査を待た
ね ば な ら な い 。 し か し 現在既に 様々 な 企業が
Facebook に自分のページを持ち、さらに独自の
SNS を構築・公開し、企業内外で活用している事例
2

も多い。 このような企業は活用すべきサービスとし
て SNS の特定の機能に着目しているに違いない。
では、SNS を利用している中で、ユーザーはどこ
に利用価値を見出しているのだろうか。ウェブブログ
を対象とした山下ほか(2005, 文献[5])のような研究
3

複数の SNS サービスに重複するユーザーがいる
としても、単なる閲覧者ではない SNS ユーザーがこ
のように世界規模で存在することは、SNS 研究の必
要性を示唆するに十分であろう。

3.

SNS の価値

ここでは SNS の価値を“ユーザー視点”と“管理
者視点”の 2 つの視点から分析することにする。
ユーザー視点から見ると、SNS の価値というもの
は主に「相互コミュニケーション」と「交友関係」にあ
る。SNS の普及以前にブログが浸透していた頃、ユ
ーザーが日記を投稿し、不特定多数のユーザーが
閲覧するだけという、いわば「一方向のコミュニケー
ション」となっていた。しかし SNS の急速な普及によ
り、それまでの一方通行のコミュニケーションに革新
が起こった。SNS では他ユーザーと交友関係を保
つことが可能となり、様々な情報が共有可能になっ
たのである。ブログは SNS のコンテンツの 1 つとし
て組み込まれ、友人や見知らぬユーザーとのコミュ
ニケーションツールとして変わった。それは以前の
ブログとは全く異なる「新しさ」の発見であった。
さらに、SNS の特徴としてコミュニティーの存在が
挙げられる。コミュニティーとは同じ趣味や価値観を
持ったユーザー同士が集まり作り上げるものである。
ブログとは違い、SNS は現実世界とは別に仮想世
界の中に自分の身を置くことにより、そこに居心地の
良さを感じるのである。普段接することのない人とネ
ットの世界を通じて知り合い、コミュニケーションを取
ることも可能となり、他ユーザーが今何をしているの

6

は SNS においてはまだ殆どみられない。 我々は、
活用方法は千差万別であっても、その中に何らかの
共通している部分があるはずだと考える。そこで今
回は、独自の SNS サイトを構築してその管理人とな
り、ユーザーがどのような行動を取り SNS を活用し
ているのかを研究すること考えた。この計画に基づ
き、今回、研究のための環境整備をおこなった。この
ような行動パターンの観察と分析は、ユーザーにと
って、ひいては SNS にとって本当に必要な機能・情
報はいったい何かをつきとめ、さらにビジネスでの
利用を最適化するのに役立つと考えられる。

4.

研究の手順

SNS でのコミュニケーションを観察するためのイ
ンフラ構築および観察実験を、我々は以下の手順
で進めようと考えている。
①
②
③
④

サーバの構築
SNS サービス(OpenPNE)の設置と改良
SNS へユーザーを招待する
利用者のログデータを収集する

現在の段階で①と②までがほぼ終了した。今後使
用にあたっての同意書の作成をおこない、実際にテ
ストユーザを招待して OpenPNE を試用してもらい
2

ビジネス活動を専門に扱う「LinkedIn」のようなSNSも誕生している。
URL: http://jp.linkedin.com
3

コム(2009, 文献[4])は簡易な SNS サービスといえるツイッターとビ
ジネスの関係について考察しているが、SNS ユーザーの行動や心理
について実証的に調査してはいない。
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ながら、行動ログの取得方法を検討していく予定で
ある。以下、①および②の作業の概略を述べる。
サーバを立ち上げにあたってはノートパソコンを
用い、OS にはオープンソースの OS である Linux
のディストリビューションの一つである CentOS を用
いた。また、SNS サービスとしてオープンソースの
OpenPNE を導入することにした。次節では、サー
バ OS と SNS サービスについてより具体的に述べる
ことにする。

5.

山田大智 沼尻雄一郎



これらのソフトウェアも全てオープンソースとして公
開されおり、無償で使用することができる。現在サー
バ PC にインストールされているソフトウェアのバー
ジョンは以下の通りである：




Linux サーバの構築

今 回 の OpenPNE の 基 盤 と な る サ ー バ は
CentOS 6.2 を用いて作成されている。私たちがこ
の CentOS (文献[1])を選んだのにはいくつか理由
がある。ひとつはこの CentOS がオープンソースソ
フトウェアであり、なおかつ無料で使えるという点だ。
また、企業などでサーバを立てる際には RedHat
Linux など有償の Linux OS が多く用いられている
が、CentOS は無料で使うことができ、なおかつ
RedHat との互換性が保たれているのである。
CentOS はこうした理由から企業だけでなく、個人で
自宅サーバを立ち上げる時などにもよく用いられる、
人気のオープンソースソフトウェアなのである。さら
にもうひとつの利点として、管理のしやすさが挙げら
れる。その理由として、サーバを管理・運営していく
上で必要な設定ファイルの多くがシンプルなテキス
ト形式になって保存されているため、非常にわかり
やすく変更や閲覧が容易に行える。こうした理由か
ら、今回のサーバ構築には CentOS を用いた。
サーバ本体には Lenovo ThinkPadR61 (CPU:
Intel Core 2 Duo T7100 1.8GHz, メモリ: 4GB)を
用い、設置場所は大学院や麗澤オープンカレッジ
が入っている「生涯教育プラザ棟」にあるネットワー
ク研究室を選んだ。ここは私たちのゼミの活動場所
としても使用している場所であり、アクセスが簡単で
メンテナンスしやすい。サーバは現在学内ネットワ
ークに接続しているが、これによりセキュリティが確
保される利点がある(一方で、後述するアクセスの問
題が発生する。§8 注 6 参照)。
後述の OpenPNE を動かす際に推奨されるソフト
ウェアのバージョンは以下の通りである。



Web サーバ: Apache
アプリケーション開発言語 PHP: バージョン
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5.2.3 以降
データベースサーバ: MySQL 4.1 以降

Web サーバ: Apache 2.2.15
アプリケーション開発言語: PHP 5.5.3
データベースサーバ: MySQL 5.1.52

これらサーバの動作環境の準備と同時に、メール
配信が可能なシステムとしてメールサーバ(postfix
2.6.6)を動作させ、SNS システムからのメール送信
に用いている。

6.

OpenPNE の導入

今回の研究基盤構築において最も重要なソフトウ
ェアは SNS アプリケーション OpenPNE (文献[2])
である。OpenPNE は SNS サービスを構築するソフ
トウェアであり、最新バージョンは 3.6 である。株式会
4

社手嶋屋(文献[3])を中心とした OpenPNE Project
が開発を行なっている。こちらも CentOS と同じくオ
ープンソースになっているため、誰でも無料で自由
に使うことができる。パッケージのなかにはメッセー
ジの交換やコミュニティーの形成、誰がページを見
に来たのかわかるあしあと機能、情報を発信する日
記の機能など、SNS で行われているコミュニケーシ
ョンを観察する上で必要な機能がもとから入ってい
るのに加え、機能を自由に追加することも可能であ
る。現在主に企業や学校といった場面で使われて
おり、30,000 以上の組織で利用されているとされる
(文献[3])。
今回 OpenPNE 3.6 をインストールし、正常に稼
働するまでにはいくつかのトラブルを経験した。当初、
サーバを立ち上げる際、CentOS のバージョン 5 を
使っていた。そのため、OpenPNE 3.6 に必要な環
境であった PHP のバージョン 5.2.3 を満たすことが
できていなかった。これに気づき CentOS のバージ
ョン 6.2 を導入したところ正常にインストールできた。
他にも、ファイルの関連付けがうまくいかず、CSS が
4

http://sourceforge.net/projects/openpne/
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適用されない状態に陥ったこともあった。さらにメー
5

ルサーバを構築し 、SNS からのメールの送信が可
能になるまで時間がかかり、招待メールが送れる状
態になかなかならなかった。
参考まで、以下に OpenPNE の利用画面のサン
プルを挙げる。

山田大智 沼尻雄一郎

ことをしっかりと説明し了承を得る必要があると考え
ている。このことを保証するプライバシーポリシーの
作成も、今後の研究の推進には不可欠である。

8.

まとめと今後の展望

現在ではまだユーザーの招待を開始していない
段階であり、実験を始めるまでの環境整備にはもう
少し時間を要する。不慣れな管理作業ということもあ
6

り、なかなか運営が軌道に乗らないかもしれない。
しかし、それを乗り越えて環境整備をすすめ、文献
を読むだけではわからない部分にまで足を踏み入
れ、これまで明らかになっていない、SNS における
ユーザーのコミュニケーション行動を明らかにするこ
とができればと考えている。

図.1 構築した OpenPNE サービスの使用例

参考文献

ユーザログイン後のトップページを表示したところ

[1] CentOS ホームページ：

7.

http://www.centos.org/
[2] OpenPNE 公式ホームページ：

調査方法

この研究の目的は「SNS 上ではどのようなコミュニ
ケーションをとっているのかを、管理者視点ではどの
ように見えるか」ということである。そこで私たちは数
十人程度の人にサンプルとなってもらい、彼らには
実際に自分たちが構築した SNS を使ってもらい、そ
の行動を管理者側の視線から観察する予定である。
具体的には、Web サーバ Apache のログデータや
PHP のコードを改造してログ収集機能を追加するこ
とにより、誰がどの時間にどのページからどのペー
ジを閲覧したかなど、各種行動ログを記録収集し、
研究材料としていきたいと考えている。研究の体制と
しては 、サ ーバの構築と管理・ 運営を山田、
OpenPNE の運用および改善を沼尻で分担し、ログ
データの分析を共同でおこなう予定である。
なお、この研究を行う上で忘れてはならないのが、
個人情報の取扱いである。SNS を使ったコミュニケ
ーションには少なからずプライベートな内容が含ま
れている。したがって、SNS に招待したユーザーに
は、研究利用のため行動ログを取ってデータを使用
するが、個人名は公開せず、また研究成果に個人
が特定できるプライバシーに関わる内容を含めない

http://www.openpne.jp/
[3] 手嶋屋ホームページ：
http://www.tejimaya.com/
[4] 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.
[5] 山下清美他 『ウェブログの心理学』NTT 出版,
2005 年.

6

5

メールサーバ postfix の構築と設定に関しては、麗澤大学情報シス
テムセンタースタッフの矢野孝三様に大変お世話になりました。記し
て感謝申し上げます。

8

たとえば、現在我々の SNS サーバはセキュリティを考慮して学内ネ
ットワークからのみアクセスできるが、学外のパソコンや携帯端末から
はもちろん、スマートフォンなどが接続できる学内の Wi-Fi サービス
(anzu) からさえ学内ネットワークには直接アクセスすることができな
いので、アクセスの利便性が損なわれてしまっている。
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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
麗澤大学
経済学部経済学科
Fujishiro Emiko
a09505e@reitaku.jp
概要：麗澤大学には、毎年多くの留学生が日本語を学びに海外から来ている。また、日本人学生の海外留学
も多く、英語をはじめ、語学に対する関心が非常に高く、国際交流の盛んな大学である。そこで、そのような学
生や英語・日本語を学ぶ人達が楽しみながら学習できることを目標に、英語・日本語のクイズゲームを制作した。
プログラムは主に HTML と perl の CGI を利用して作成し、ゲームは英語モード・日本語モード共に 4 択形
式で解いていく。また、ただ単に問題を解くだけではなく、英語モードでは「英ちゃん」、日本語モードでは「和
ちゃん」というイメージキャラクターを用意し、「朝の登下校」を舞台にストーリー性のあるゲームでより楽しく学習
出来る様な工夫を施している。この発表では、クイズプログラムの構成や流れについて紹介する。
キーワード：CGI, クイズゲーム

1.

はじめに

麗澤大学には国際交流及び海外留学する生徒が
多く、また海外から日本語を学びに来る留学生も非
常に多い。私自身、英語が好きで語学留学をし、語
学を学ぶ難しさ、そして楽しさを身をもって実感した。
この経験と、これまでゼミナールで学習した perl、
CGI の知識を活かして、誰もが楽しみながら気軽に
語学学習の出来るゲームを目標に、クイズプログラ
ムを制作することにした。
上記で述べた CGI とは、メールフォームや掲示板
など、様々なインタラクティブ（動的）な Web ページ
を作成する際に利用される仕組みの事である。この
クイズプログラムも perl を用いた CGI から成り立っ
ており、CGI の理解をより一層深める為に制作した。
ここでは、「英ちゃん・和ちゃん」の概要、プログラム
の構造などについて説明する。

2.

流れだ。そして 10 問解いた後、正解数によって登校
時刻、成績結果が表示される仕組みとなっている。
そして「英ちゃん・和ちゃん」の最大の特徴は、回
答する度に時間表示と走るアニメーションが変化す
る所にある。例えば問題に正解すると時刻が 2 分進
み、やや早く走るアニメーションに変化する。逆に間
違えると時刻が 4 分進み、アニメーションも若干遅め
のスピードで走るものになる。こうした工夫を入れる
ことで、より気軽にクイズを楽しめるようにしている
（図.1 参照）。

「英ちゃん・和ちゃん」の概要

「英ちゃん・和ちゃん」では、その名の通り、2 人の
女の子が登場する。舞台は朝の登下校、英語モード
では英ちゃん、日本語モードでは和ちゃんが授業に
遅刻しないように問題（1 ゲーム 10 問）に答えていく
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図.1 さまざまな環境で実行できるクイズ画面
時刻とアニメーションの変化を楽しみながらクイズに答えていく。
PC だけではなく、ガラパゴス携帯やスマートフォンからでも気軽に
遊びながら勉強できる。
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3.

開発期間と開発環境
当プログラムの構想を始めたのは 2011 年の夏頃
1

2

である。それから問題資料 やイラスト素材 を作成し、
同年 11 月頃から CGI クイズの制作に着手した。
なお、Web サーバーは研究室の BLOG 用のサ
ー バ ー を利用した 。Web サ ーバ ー プログラムは
httpd として有名な apache を利用している。
また、当プログラムの開発にあたり、Visual G++、
HTML、JavaScript、そして perl による CGI の大き
く分けて 4 つのソフト及び言語を使用した。この 4 項
目について以下で詳しく説明する。
3.1

Visual G++

異なる速度のアニメーションを複数作成するにあ
たり、Visual G++というフリーソフトを利用した。この

藤城江美 子

プ言語である。普段私達が閲覧するホームページも、
この HTML タグによって作成されている。「タグ」と
いう文字列を使用することで、Web ページの文字サ
イズやレイアウト、リンクなど、様々な表示や効果を
決定する事が出来る。
3.3

JavaScript

JavaScript は、文字や画像、ページ等を動かす
仕掛けを作るものである。HTML で作成された「静
的ページ 」に 対し，「動的ペー ジ」とも呼ばれ る 。
HTML に JavaScript を組み込むと、文字や画像，
ページ等に様々なバリエーションや動きが与えられ
る。今回はゲーム中での不正防止対策である「戻る」
ボタン無効化や、無回答のままゲームを進ませない
為のアラート表示などを作る際に使用した。

3

ソフトは、LNSOFT（エルエヌソフト）社 が提供する
GIF アニメ作成のためのフリーソフトである。操作が
簡単で、コマ送りの速度の調整なども設定出来る。
また、BMP や JPEG など、計 8 種類から相互変換
可能である。

図.2 Visual G++による GIF アニメの作成

3.4

CGI

CGI とは、「Common Gateway Interface」の略
で、Web ブラウザと Web サーバーマシン上のプログ
ラムとの間でデータのやり取りを行う仕組みのことを
指す。つまり、CGI は､プログラムの結果を Web サー
バーで受け取るインターフェースを提供するもので
ある｡今回のクイズプログラムでは、perl による CGI
によって構築されている。
HTML ページを閲覧する場合、Web ページにア
クセスすると、Web サーバーにある HTML 文章を
そのまま送り返す。それに対して CGI の場合、ユー
ザーが出す命令によって、そのときどきに表示する
内容を変化させることが出来る。

アニメーションにしたい画像をソフト上にドラッグ&ドロップするこ
とで、手軽に GIF アニメが作れる。今回は英ちゃんモード、和ち
ゃんモードにそれぞれ 7 種類のアニメーションを用意した。

3.2

HTML

HTML とは、「Hyper Text Markup Language」
の略称で、Web ページを記述するためのマークアッ
1

英語問題は主に当プログラム制作者が高校、大学時代に使用した
参考書やプリント等を参考に作成し、また、日本語問題は日本語教材
の資料が豊富な HP「日本語教材図書館」からアレンジ引用し、それ
ぞれ 100 問ずつ作成した。（URL：http://simple-life.cside.com/ ）
ちなみに英語クイズは大学入試レベル、日本語クイズは日本語能力
試験 2 級相当のレベルである。
2

壁紙やボタン素材は「Simple Life」という素材 HP から借用した。

（URL：http://simple-life.cside.com/）
また、イラストは当プログラム制作者によって作成されたものである。
3

LNSOFT 社 HP：http://lnsoft.net/index.htm
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図.3 CGI の大まかな流れ（ex：メールフォーム）
ユーザーがメールフォームの送信ボタンをクリックすると、まず Web
サーバーにある CGI ファイルに書かれたプログラムが実行され、そ
の結果が HTML 文章で表示データとして作成され、ユーザーに送
り返される。
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こうして、CGI プログラムを使えば、ユーザーから
のアクションに動的に対応できるため、クイズゲーム
というインタラクティブな Web ページも作れる。

4.

藤城江美 子

5.

「英ちゃん・和ちゃん」の URL

「英ちゃん・和ちゃん」へのリンクは次の QR コード、
または URL からアクセスして遊ぶ事が出来る。

プログラムの構造

CGI プログラムは、ゲームスタート画面から起動す
る。まず始めに、100 問分の配列から無作為に抽出
された問題と 4 つの選択肢が表示される。この時、
時刻やアニメーションは、それぞれ用意した変数の
値から代入して読み込む事で表示されている。
回答者は、この中から 1 つ選び、ANSWER ボタ
ンを押す。すると選択した回答データが正解と一致
するか判断し、正解、もしくは不正解かの判定が表
示される。正解の場合、正解数をカウントする変数が
プラス 1 されることになる。この時、時刻やアニメーシ
ョンの変数の値も回答結果によって変化する。続い
て判定画面を読み込んだ時には、変数の値にした
がって前と違った時刻、アニメーションが表示される
のである。
この一連の動作は 10 問目が終わるまで繰り返し
続き、10 問目の回答が終わると、正解数によってそ
れぞれの結果ページにジャンプする。

図.5 「英ちゃん・和ちゃん」の QR コード
URL は http://ak.penguin55.net/

6.

今後の課題

現段階では結果ページは URL を読み込んで表
示されているが、これでは手当たり次第 URL を入力
すれば全部の結果が見えてしまう。これを防ぐ為に、
結果ページも CGI 形式で表示するべきだろう。
また、Web デザインの更なる改良・拡張も必要だ。
特にこのようなゲームプログラムでは、やはり見た目
も非常に重要である。より幅広い人達に楽しんでもら
える様なレイアウトを意識しながら改善したい。
3 つ目は問題素材・バリエーション等の充実を図
る事である。今回は英語・日本語クイズをそれぞれ
100 問ずつ作成したが、今後は問題数を増やしたり、
また他のジャンルのモードも出来たらと考えている。

7.

まとめ

この研究では、CGI を使って Web ページを作成
した。CGI を使うことで問題のランダムな出題や時刻、
アニメーション表示などの変化が可能となり、より本
格的で楽しい英語・日本語学習のクイズプログラム
を開発する事が出来た。まだまだ改善点はあるが、
これからも随時拡張していきたいと考えている。
参考文献
[1]「webword」 http://www.webword.jp/
HTML について詳しく解説している HP。
[2]「1 から始める Web 作成講座」 http://www.1kara.net/

図.4 リザルト画面（英ちゃんコースの場合）
正解数によって変化する。例えば図.4 の場合は 7 問正解した時
の結果画面である。
画面上側に表示されている到着時刻は、ゲーム中の正解、不正
解で換算された結果の時間であり、またその下には正解数に応じ
て 5 段階・11 種類の評価画面が表示される。

HTML や JavaScript などのテクニック技を紹介している HP。
[3]「Web Liberty」 http://www.web-liberty.net/
CGI の仕組みやサンプルスクリプトを紹介している。特に仕組
みに関する解説がとても分かりやすい。
[4] 「ミスティーネット・perl/CGI 講座」
http://perl.misty.ne.jp/index.html
様々な種類の CGI サンプルスクリプトを解説している HP。こ
の中のじゃんけんゲームのスクリプトが大きなヒントとなった。
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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

図.6 クイズゲームのフローチャート
今回のクイズプログラムをフローチャートにしたも
のである。また、英ちゃんコース、和ちゃんコース
共に同じ流れである。
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HTML5 で広がる Web デザインの可能性

青柳美紀

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―
青栁美紀
麗澤大学
外国語学部外国語学科 英語・英米文化専攻
Aoyagi, Miki
a09107m@reitaku.jp

概要：HTML5 は「よりセマンティックになった」マークアップ言語である。HTML5 は最新の Web ブラウザ
との親和性が高く、一方で既存の HTML の規格との互換性をもたない新しい要素が追加されている。本
発表では、ビジュアル・デザインからみた HTML5 の機能と特徴、メリットやデメリットを概観し、HTML
4.01 や XHTML 1.0, 1.1 などの諸規格との差異と注意点を検討する。また、新旧の HTML の規格に基
づく Web ページの比較を試みる。

キーワード:HTML5, XHTML, CSS, プラグイン, 互換性

1.

はじめに

現代の Web ページを作るうえで欠かせないものと
な っ て い る HTML (Hyper Text Markup
Language)はテキストファイルとして用いられるマー
クアップ言語である。HTML5 は次世代のマークア
ッ プ 言 語 で あ り 、 こ れ ま で の HTML4.01 や
XHTML1.0, 1.1 に数多くの新しい追加・変更が加
えられている。本発表では、HTML5 の機能や特徴
を挙げ、そこから Web ページを作る側の視点と見る
側の視点での差異を明らかにし、今後 HTML5 の
導入によって Web デザインがどのように変化してい
くのか、また注意すべき点は何かを検討していく。

2.

HTML, XHTML の歴史

1994 年、ティム・バーナーズ＝リーが、WWW の
可能性を最大限に引き出すことを目標に W3C
（World Wide Web Consortium）という非営利的な
組織を設立し、情報を一貫した方法で表現する技術
である HTML を開発する。W3C は HTML、XML
などの規格を勧告し、HTML はより多くの利用者の
必要性を満たすために改良が続けられ、新しいバ
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ージョンが勧告されている。1997 年 12 月に W3C
は HTML 4.0 を公開しこの後、W3C は修正版の
HTML 4.01 を XML にて再定義した XHTML1.0
を 2000 年 1 月に勧告する。そして 2004 年 6 月
W3C は Web アプリケーションと複合文書のワークシ
ョップを開催し、Mozilla Foundation や Opera
Software などのブラウザメーカーや Web 開発業者
などが参加し、既存の HTML4 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のだがそれは W3C
の構想とは対立されるものであったため否決される。
そ こ か ら 2004 年 6 月 、 WHATWG （ Web
Hypertext Application Technology Working
Group）が誕生する。
W3C は 2006 年 、
HTML の進化のために
WHATWG と共同で作業
を 進めることを 発表し、
2004 年 に 定 め ら れ た
Web Applications 1.0 に
Web Forms 2.0 を取り入
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れたものとして HTML5 が W3C より 2008 年に草
案 (Working Draft)

3.

1

として発表されたのである。

HTML5 の特徴と目的

HTML5 は次世代の HTML であり、文書の作成
が目的であった HTML 4.01 や XHTML1.0 に加え
て、アプリケーション機能が加わったものといえる。
アプリケーションの例として、動画や音声、グラフィ
ックの描画などを HTML の要素として作ることがで
きる。他にも文書構造を簡略化し、明示的に表すこと
のできる新たな要素が加わった。
そして HTML5 を開発する目的は機能の拡張だ
けでなく、ブラウザの互換性が重要になってくるので
ある。Windows や Mac OS X など特定の OS を使
わなくては HTML5 が利用できないということはなく、
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ので
ある。後方互換性に関しては可能な限り既存の Web
ブラウザとの考慮をして設計されているのだが、古
いブラウザには代替コンテンツを提供できるようにな
っている。

4.

HTML5 のメリット・デメリット

サイト作成者の立場のメリットを挙げると、タグが単
純に、またその意味が明確になることが第一に挙げ
られる。
ページに関する情報を含む<head>要素内で、文
字エンコードを表す<meta>タグを例にすると、以前
の XHTML では
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
と い う よ う に 複雑だ っ た も の が 、 HTML5 で は
MIME の text/html の情報を省き、
<meta charset="utf-8">
2
というように簡潔に示されるようになった。
また、製作者や閲覧者側双方のメリットとしては、
Flash などのプラグインが必要になる外部の API な
どがなくてもHTMLだけを使うことで手間が省けると
いうことが利点となるが、不利な点としては閲覧者の

1

一部の Internet Explorer 8 以前の IE を使うユー
ザーにとって<audio>要素などで表示されるプレイ
ヤーの違いなど、閲覧するブラウザごとに実装の差
異が出てしまうので、使うのが困難であることがあげ
られる。

5.

作成者と閲覧者との比較

完全に実装がされていない草案の状態であるた
め、HTML5 の仕様は正式に固まっていない(詳細
は§5.2 を参照)それに加え先にも述べたように、
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問題となっている。
一方で、スマートフォンで搭載されているブラウザ
のほとんどが HTML5 をサポートしている状況であ
るため、HTML5 は新しいブラウザを搭載しているス
マートフォンやタブレット端末を念頭におくことが現
実的になっている。
ここではこのような現在の状況を鑑み、HTML5
を利用するにあたっての閲覧者側からと制作者側の
両方からの立場から見た HTML5 の注意点などを
考察する。
5.1

閲覧者側の立場

閲覧者側としてブラウザ実装の違いはとても困難
になるのだが、閲覧者にとって、ブラウザがsafariで
統一されている iPhone や iPad にとって、HTML5
はむしろとても相性がよい。iPhone や iPad は
Flash 非対応を謳っており、Flash コンテンツを閲覧
するのが困難であるが、その代わりに HTML5 の
<canvas>要素や Web アプリケーションの開発に必
要となる JavaScript や DOM (Document Object
Model) などを使ってほぼ同じ機能を再現すること
が可能になるのである。一方で、Google が提供する
オペレーティングシステムの Android も<canvas>
要素にはほぼ対応していることが知られているが、
一部に HTML5 に十分対応していない端末やブラ
3

ウザもあるようである。 これについては閲覧環境の
自動更新などの形で HTML5 の主要機能への対応
が早急に行われることが期待される。
スマートフォンの HTML5 対応とは別に、パソコン
で Web を利用する場合は、できる限り最新の Web

http://www.w3.org/TR/html5/

2

HTML5では、空要素であることを示すタグの末尾の / は省略する
ことができる。XHTML の場合は空要素にはスラッシュが必須となっ
ている。
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3

ブラウザごとの対応状況をチェックするサービスとしては、文献[1]な
どがある。
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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となる。現在、主要なブラウ
ザにおいて HTML5 の対応にかなり違いが見られ
る(文献[4])が、今後急速に解消されていくことが期
待される。
5.2

サイト作成者の立場

サイト制作者の立場からは、従来なかった新しい
要 素 (<article>, <section>, <nav>, <header>,
<footer>, <aside>)が導入され、HTML 4.01 や
XHTML1.0 で<div>や<span>などの汎用タグで
苦労して表現していた文書の構造を、よりわかりや
すくまた直接的に(「よりセマンティックに」)表現でき
るようになった。さらに、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 習得す る こ と が 不要に な る こ と も 、
(HTML5 の習得、という課題は別として)長期的には
Web 制作者にとって望ましい結果をもたらすのでは
ないかと考えられる。
それに加え、HTML5 を使うことによってインター
ネットに接続をしていない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できるよう
になった。Web サイトに初めてアクセスする際に必
要なファイルをダウンロードしておき、オフラインの
間に行われた変更はオンラインになってからリモート
の Web サーバーへアップロードされる。このようにし
て、オフライン・オンラインが頻繁に切り替わる環境
においてもスムーズなアクセスが可能になるのだ。こ
れにより、全く新しい機能をもつ Web サイトを作成で
きる可能性が開かれるだけでなく、これまでなかな
か実装できなかった「アプリケーションとして動作す
る Web ページ」を実現することができることは特に本
格的なサービスを構築したい制作者として大きな意
味があるのではないだろうか。
だが制作する上での問題点はまだ多い。例えば
<video>要素を利用する上でのブラウザの差異や互
換性は目をつぶることはできないだろう。それと同時
に<nav>要素や<article>, <section>などの新しい
文書構造を表示する要素を Internet Explorer 8 以
前の IE のバージョンに対応させるためには、
JavaScript で宣言し、非対応ブラウザのためのマ
ークアップを別に用意しておく必要がある。
このことを踏まえると、問題点はいくつかあるのだ
が、今後 HTML5 はまずパソコンではなく、スマート
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フォン・タブレットむけの Web アプリで多く使用され
ることが予想される。現在のスマートフォンやタブレ
ットの急速な普及が HTML5 の普及を牽引し、後押
しすることで、次世代の Web 技術としての HTML5
は定着していくと考えられるのである。HTML5 の仕
様策定ポリシーは、全ての環境で閲覧できることにこ
だわらないこと、仕様の確定前にブラウザに積極的
に実装させていくことに大きな特徴がある(文献[2])。
HTML の仕様を策定してきた W3C がこだわってき
た HTML の下位互換性の問題は、HTML5 におい
て大きく変化することになるわけだが、この転換が、
新しい HTML の表現可能性を高め、また定着させ
ていく大きな足がかりになるのである。

6.

まとめと今後の研究への展望

今回の考察を通じ、HTML5 の普及によって今後
は Web ページが文書としてだけでなく映像や音楽
を使ったアプリケーションに変化していくのが理解で
きた。今後、HTML5 の仕様についてさらに研究を
すすめるとともに、自分自身でコンテンツを制作する
ことで理解を深め、新しい機能を試用し、その問題
点も把握しつつ積極的に活用していきたいとおもう。

参考文献
[1] 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/
[2] 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)
[3] 「HTML5.jp」 (羽田野太巳氏が運営する
HTML5 情報サイト) URL: http://www.html5.jp/
[4] 大藤幹『Pocket 詳解 HTML5&CSS3 辞典』
秀和システム, 2010 年.
[5] 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/
html5/
[6] 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
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電力情報集約システム ～GRIP～の製作

渡部 伸之

電力情報集約システム～GRIP～の製作
渡部伸之
麗澤大学
経済学部経営学科
Watabe Nobuyuki
a08726n@reitaku.jp

概要： 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災。この日から日本全国で節電の必要性が一気に高まった。
そこで節電を支援するシステムを開発することにした。このシステムを GRIP と呼ぶ。GRIP は全国の電力会社の
電力供給量や電力使用量、気温などを基にグラフを作成し、現在の使用電力量に関する様々な情報を web ペ
ージとして公開することで、節電に役立てるものである。データの取得は UNIX(FreeBSD)の wget コマンドを用
い、それによって得たデータを perl プログラムで解析し、RRDtool によって蓄積すると同時に一定期間ごとにグ
ラフ化する。得られた複数のグラフは画像処理を行い、1 つの画像として作成後 web ページとして表示する。
キーワード：節電,東日本大震災,Perl,RRDtool

1.

はじめに
1

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災 。こ
の震災により東京電力に電力を供給している福島第
2

一原子力発電所に大規模な事故 が発生し、日本全
国で節電の必要性が高まった。
本システムは、各電力会社が公表している電力情
報を集約し、それらの情報を web ページとして公開
することで、節電に役立てるものである。

2.

盤となる GD::graph,RRDtool,ImageMagick の 3
つのシステムの頭文字と、大塚ゼミのシンボルとなる
Penguin の頭文字から取っている。

3.

システムの概要

GRIP は、大きく分けて 4 つの工程から出来上が
っているシステムである。

電力情報集約システム～GRIP～とは

電力情報集約システム～GRIP～とは、現在の全
国各地の電力情報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し、それらの電力情報を
加工し web ページで公開するシステムである。
本システムの愛称である GRIP は、システムの基
1

東日本大震災とは、2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋
沖地震とそれに伴って発生した津波、及びその後の余震により引き起
こされた大規模地震災害のことである。
2

福島第一原子力発電所事故と呼ばれ、東日本大震災の影響で水素
爆発や炉心融解を引き起こし、国際原子力事象評価尺度(INES)で最
高ランクのレベル 7 に認定された。
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図.1 システムの概要
図は本システムの概要の 4 つの工程である。まず、アメダスや各電力
会社からデータを取得する。次に、取得したデータをデータベースに
格納し、グラフを作成する。続いて、作成した複数のグラフを合成する。
そして、合成したグラフや必要なコンテンツを web ページで公開する。
GRIP はこのデータ取得、グラフ作成、グラフ合成、web ページ表示
の 4 つの工程から出来上がっている。
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4.

使用するコマンドとソフトウェア

GRIP を製作するためには、以下のコマンド、ソフ
トウェアが必要である。
4.1

3

4

行うコマンドである。この wget を使うことで必要な情
報が記載された web ページを丸ごとダウンロードし、
保存することができる。
crontab

crontab とは、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
ドである。この crontab を使うことでプログラムを 30
分ごとや、1 時間ごとなど任意のタイミングで実行す
ることができる。
4.3

マットに対応している非常に優秀な画像編集ソフトウ
ェ ア で ある 。また 、 FreeBSD,Mac,Windows な ど
様々な OS に対応している。

5.

wget

wget とは、HTTP や FTP 経由でファイル取得を

4.2
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RRDtool

システムの仕組み
システムの詳細は以下のようになっている。

5.1

データ取得

データ取得は、先ほど説明した wget と crontab
により行う。
まず wget により、気象データの記載されているア
メダスの web ページと、電力使用状況データの記載
されている各電力会社の web ページからデータを
取得する。続いて、ここで得た 2 種類のページから、
Perl プログラムを用いて電力使用量、電力供給量、
気温データの数値を抽出する。この一連の流れを
crontab により定期的に実行する。それにより、必要
データを取得することができる。

RRDtool(Round Robin Database tool)とは、ラ
5

ウンドロビンデータベース 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
るソフトウェアである。
似たようなグラフ化ツールとして、RRDtool と同じく
Tobias Oetiker 氏らが開発した MRTG があげられま
すが、RRDtool は MRTG に比べて多機能であり、1
つのグラフにいくつものデータを重ね描きできること
から、本システムでは RRDtool を使用している。
4.4

GD::graph

GD::graph は、Perl プログラムから動的なグラフ
を作成することのできるグラフ作成モジュールである。
また、GIF,JPEG,PNG,WBMP など様々な形式に
対応の画像に対応している。
4.5

ImageMagick

ImageMagick とは、100 種類以上の画像フォー
3

HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)とは、WebサーバとWebブ
ラウザなどがデータを送受信するのに使われる通信プロトコルのこと
である。
4

FTP(File Transfer Protocol)とは、ネットワークでファイルの転送を
行うための通信プロトコルのことである。
5

Round Robin Database とは、データを格納する領域の総量に達
すると、自動的に古いデータを要約することでデータを更新してもデ
ータベースの総量が変化しないデータベースのことである。
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図.2 データ取得の流れ
これはデータ取得の流れを記述した図である。

5.2

グラフ作成

グラフ作成は、RRDtool と GD::graph を使用す
る。
5.2.1 グラフ作成～RRDtool～

ＲＲDtool でグラフを作成する場合、以下の 3 つの
工程が必要になってくる。
1.RRDtool create
RRDtool create はデータベースの作成を行う。
この際にデータの格納数や更新間隔など様々な設
定を行う。
2.RRDtool update
RRDtool update では、データ取得の際に取得
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した気温、使用量、供給量などの電力情報データ
を RRDtool create の際に作成したデータベース
に格納する。
3.RRDtool graph
そ し て 、 RRDtool graph に よ り 、 RRDtool
update で更新されたデータに基づいてグラフを作
成する。

図.5 GD::graph により作成されたグラフ
上記のグラフが GD::gra-ph により作成された、東京電力の現在の電
力使用率を表示するメーター型グラフである。東北電力、中部電力、
関西電力の分と合わせて計 4 つのグラフが作られている。

図.3 RRDtool により作成されたグラフ
上記のグラフが RRDtool により作成された、東京電力の電力使用状
況を表すグラフである。また、他にも電力使用率を表すグラフも作成し
ている。グラフを作成した電力会社は、東京電力、東北電力、中部電
力、関西電力の 4 会社である。尚、グラフの表示期間は 12 時間となっ
ている。グラフの表示期間は、他に 30 時間、8 日間、14 日間、1 ヶ月
間、1 年間、2 年間のものがある。そのため、RRDtool により、計 56 個
のグラフを作成している。

5.2.2 グラフ作成～GD::graph～

GD::graph では、RRDtool では作成することの
できないメーター型の横棒グラフの作成を行う。作
成したグラフでは、現在の電力使用率を確認するこ
とができる。グラフの作成は、Perl プログラムを実行
することにより行う。

図.6 電力使用率が 80%以上の場合
このグラフも図 5 と同様に GD::graph により作成された、東京電力の
現在の電力使用率を表示するメーター型グラフである。ただし、if 文を
使うことで現在の電力使用率が 80%未満の場合は図 5 のメーターが
黄緑色の部分が、80%以上の場合はこの図7 ようにオレンジ色で表示
されるようになっている。

5.3

グラフ合成

グラフの合成には、ImageMagick を使用する。
ImageMagick は Perl プログラムにより実行してい
る。

図.7 ImageMagick のプログラムソース
図.4 GD::graph のプログラムソース
この図は Perl プログラムによるグラフ作成時のソースである。
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この画面は Perl プログラムによるグラフ合成のソースを表示している
ものである。ファイルの読み出し、画像や文字の挿入、ファイルの書き
出しなどを行って合成している。
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6.

まとめ

本システムは電力情報を集約し、それを web ペー
ジで表示することで、節電に役立てることを目的に
開発された。多くのグラフや、節電に関する様々な
情報を扱う GRIP は、今後少なからず日本の節電の
役に立ってくれると自負している。
参考文献
図.8 ImageMagick 合成後のグラフ
こ のグ ラフは 、ImageMagick に よ り合成さ れたグ ラフ であ る。
RRDtool で作成されたグラフは、OS の関係上日本語を入力すること
ができないため、ImageMagick を使用してタイトルや更新時刻、ラベ
ル等を合成して表示している。

5.4

Web ページ表示

Web ペ ー ジ は 、 HTML(Hyper Text Markup
6

Language) により作成されている。また、見栄えを
7

よくするために CSS(Cascading Style Sheets) を
使用している。

[1] 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』(2008 麗澤大学国
際経済学部 大塚研究室 卒業論文集 第 7 巻)
RRDtool の学習のために使用。
[2] RRDtool
http://rrdtool.ichijiku.org/
RRDtool のオプションの検索に使用。
[3]ImageMagick
http://hashi4.civil.tohoku.ac.jp/soft/node43.html
ImageMagick の学習のために使用。
[4]GD::graph
http://www.gadgety.net/shin/tips/unix/perl-gd.html
[5]気象庁
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
気象データの取得のために使用。
[6]東京電力
ｈｔｔｐ://www.tepco.co.jp/index-j.html
電力情報の取得のために使用。
[7]東北電力
http://www.tohoku-epco.co.jp/
電力情報の取得のために使用。
[8]中部電力
http://www.chuden.co.jp/
電力情報の取得のために使用。

図.9 Web ページ
これは作成した Web のトップページである。
URL は、http://grip.penguin55.net/apache22/cgi-bin/home.html

[9]関西電力
http://www.kepco.co.jp/
電力情報の取得のために使用。

図.10 Web ページの QR コード
6

HTML(Hyper Text Markup Language とは、web ページを記述
するためのマークアップ言語である。文書の論理構造や表示の仕方
などを記述することができる。
7

CSS(Cascading Style Sheets)とは、web ページのデザインやレイ
アウトを定義するものである。これを使うことで web ページのデザイン
を細かく定義することができる。
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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）
麗澤大学
国際経済学部経営学科
Pan Dongyi
a08689d@reitaku.jp
概要：本システムは東北地方太平洋沖地震による放射能漏れ事故を背景として開発を始めたものである。事故
以来さまざまな装置により、いろいろな場所で測定した結果が公表されているが、この研究では我々が一般に
入手できる測定器を使って比較的簡単に連続してデータを収集できるようにすることが目的である。これにより、
設置場所の現在の状況や過去の傾向を的確に知ることができようになる。そのために、携帯用の放射線測定
器の表示画面を USB カメラで撮影し、その画像から放射線量値をテキストデータとして読みだす。さらに、そ
のデータを蓄積記録し、それらのデータを用いてグラフを作成するシステムとした。通常の放射線量計は電池
で動作するが、本研究では USB 電源を用いることで 24 時間の連続測定が可能となっている。本システムは
2011 年 11 月末から福島県伊達市にあるモラロジー研究所東日本センターで試験運用を行っている。ここでは
本システムの動作概要およびグラフ化の方法、累積放射線量の記録方式を紹介する。
分野キーワード：地震,放射線,放射線量計,OCR,USB,rrdtool

1.

2.

はじめに

本システムの開発背景は 2011 年 3 月 11 日に発
生した東北地方太平洋沖地震とその後の津波によ
る放射能漏れ事故があげられる。目に見えない放射
線は人々の健康を脅かすにも関わらず、噂や誤っ

システムの概要

今回の開発したシステムは一般に入手できる放射
線測定器を写真撮影してデータの収集を行ってい
る。データ収集は正確性と実用性を保つために、以
下の 5 つの手順で構成されている。

1

た情報が流れて大混乱であった （図 1 参照）。
筆者は震災後しばらくして大学に戻ったが、私達
はこの状況でどんなことができるのかについて、ゼミ
で討論した。その議論から、筆者は連続で放射線量
データを収集し、分かりやすいグラフを作って、離れ
た場所でも状況を把握できるシステムを開発しようと
考えた。できるだけ費用をかけず、簡単な仕組みで
あれば多くの場所の情報を知ることができる。そのよ
うなシステムがあれば、放射線に対する過剰な心配
も軽減すると考えた。
1

筆者も国の両親からの強い指示で急遽高額な航空券を購入して帰
国した。その時は、成田空港からの直行便は予約できなかったため関
西空港から韓国を経由して帰国した。
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図 1. 震災後帰国者で大混雑の成田空港
サンスポ 2011.3.17.05:05 「放射能怖い!福島から日本から
脱出パニック」より
http://www.sanspo.com/shakai/photos/110317/sha11031
70506021-p1.htm
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図 2. 測定データの処理の流れ
まず放射線測定器の表示窓を USB カメラで撮影し、測定用 PC に取り込む。次に FTP を用いて画像データとしてサーバ
に転送する。サーバ上では画像の前処理を行い OCRad で数値を読みだす。それをラウンドロビンデータベースに蓄積し、
そのデータベースからグラフを作成する。作成したグラフは Web ページとして閲覧できる。

放射線量の連続記録を行うためには測定器から
コンピュータにデータを出力できるインターフェース
が備わっていればよい。しかし、そのような機器高価
である。そもそも放射線量計自体がなかなか入手で
きない状況であるので、データ収集のアプローチに
は工夫が必要となる。そこで、本システムでは USB
カメラによって測定装置の画像を撮影し、デジタル
データを作成することとした。まず、以下に処理の概
要を示す。なお、使用しているソフトの詳細な機能は
後述する。
2.1

測定器の写真を撮影する

測定用 PC に ListCam という定点観測用の Web

22

カメラ制御ソフトを導入し、USB カメラに対して定期
的に撮影命令を送って撮影を行う。

図 3. 放射線測定器の写真
ListCam を用いて撮られた写真である、写真の上にある日付
も ListCam によって加えたものである。
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このとき、サーバと処理のタイミングを合わせるた
めに正確な時刻同期を行っておく必要がある。

3.
3.1

2.2

写真をサーバに転送して保存する

写真撮影後 ListCam の機能で画像に現在時刻
2

やコメントを追加し、サーバへ FTP を用いて転送す
る。サーバ側は測定用 PC からの FTP 転送に必要
な時間を待ち、時間毎に画像の保存を行う。
2.3

写真から数字を抽出して保存する

測定器の写真を撮影してデジタルデータにしても、
コンピュータは、単にビット列である画像に含まれて
いる数値を計算したり、並び変えたりすることはでき
ない。そこで、写真から文字に変換する工夫が必要
となる。
本システムでは UNIX 上で動くオープンソースの
OCR（光学文字読み取り）ソフトである OCRad を用
いる。OCRad は写真に含まれている文字を抽出す
る作業を行うが、写真の画素数やノイズによって、読
み取れないケースがある。この問題を解決するため、
文字認識の前に、写真に対する画像編集を行った。
まず、写真から数値部分だけを切り取り、そして、切
り取った写真をモノクロ化する。さらに、画像のサイ
ズを縮小する。このような処理を行うことで、文字認
識率は実用レベルまで高くなる。この処理も UNIX
上で動くオープンソースの ImageMagick で行っ
た。
2.4

潘東一

システムの構築
システム名

システムの特徴から「γ 放射線の分析かつ伝
達の装置」ということで、「Gamma-Radiation’s
Analysis Communication of Engine」とし、この
頭文字から「GRACE」と名付けた。
3.2

使用した装置

GRACE の開発においては「放射線量測定器」、
「USB カメラ」、「測定用 PC」、「サーバ」、計 4 つ
の装置が使われている。
3.2.1 放射線量測定器

クリアパルス社製放射線量測定器で、他のメーカ
ーの製品と比べ信頼できる。この装置の優れている
点は、電源があれば 24 時間動作可能であることと表
示フォントが読み取りやすいことである。この測定器
は 14 万円で、研究費で購入してもらった。

保存データに基づいてグラフを作成する

ラウンドロビンデータベースを作成し、抽出した数
値をデータベースに蓄積する。そして、一定時間ご
とにグラフを作成するのは RRDtool と言うソフトで行
っている。RRDtool については後述する。
2.5

情報を Web ページに追加する

離れた場所でも状況を把握することができ、過去
のデータも検索できるようにするため、情報の提供
方法は Web を利用した。Web サーバは apache22
を使った。

図 4. Mr.Gamma A2700
γ 放射線を測る測定器であり、60 秒の積算値（移動平均）を
10 秒毎に表示する。表示可能な範囲は 0.001~9.999μSv/h
のデジタル 4 桁である。サイズは７５（W)×２７（H)×１３５（D）
ｍｍのポケットサイズで、単 3 電池 2 本で 20 時間以上の連続
測定が可能となる。

3.2.2 USB カメラ

2

FTP : File Transfer Protocol. TCP/IP のウェルノンサービス。ファ
イル転送に用いる。最近では通信路を暗号化した ssh を用いることが
一般的になってきているが ListCam の FTP 機能を利用した。
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ロアス社製 USB カメラで、USB1.1 のインターフ
ェースに対応する。USB カメラは保守用の中古部品
を用いた。
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設置の方法

屋外で接続して撮影するためには明るさの調整が
不可欠である。実際のプログラムは自動的に撮影し
ているので、明るさの調整が必要ないようにするた
め、図 6 のような「ミスターガンマズルーム」を作成し、
装置を組み込んだ。
3.4
図 5. LOAS MCM-01SL
最大解像度は 640×480（VGA）で、総画素数は 35 万ピクセ
ル。最短撮影距離は 5cm から、最大フレームレートは 30fps
である。PC との接続は USB1.1 を使う。

3.2.3 測定用 PC

2003 年 1 月に発売された IBM 社製ノートパソコ
ンで、現在 Windows XP をインストールして、測定
用 PC として使っている。これは中古 PC である。
今回システム開発のため、OS の他に桜時計と
ListCam がインストールされている。

屋外に設置する場合

屋外での測定は雨風や動物などから装置を保護
する必要がある。このため、配線用ボックスを購入し
て加工した。これを「ミスターガンマズハウス」と呼ぶ。
図 7 は内部の様子を示したものである。この「ミスタ
ーガンマズハウス」は背面の U 字ボルトでポールに
固定されている。ポールは地面に固定用の円形ブロ
ックを埋め込み、それに固定した（図 7 参照）。

3.2.4 サーバ

2005 年 10 月に発売された富士通社製デスクトッ
プコンピュータで、現在 FreeBSD 7.3 がインストー
ルされていて、サーバとして使っている。これも中古
PC である。今回のシステムでは OS の他に OCRad,
ImageMagick, RRDtool をインストールした。

図 6. ミスターガンマズルーム
測定器の上にベニア板で作ったボックスを被せ、そしてそ
のボックスに USB カメラや発光ダイオードを固定した。ま
た、発光ダイオードの電源を定格電圧に合わせるための
可変抵抗を取りつけた。さらに、放射線測定器用の電源を
USB から降圧するためにシリコンダイオードを取りつけて
いる。このボックスによって、照明の明るさや撮影位置が一
定となる。また、放射線測定器の電源は USB バスパワーか
ら供給されるので、電池交換不要で連続測定が可能とな

図 7. ミスターガンマズハウスの例
プラスチックの配線用ボックスの中にガンマズルーム（中央下
段に入っている箱）を置き、そして、バス停の足のようなブロッ
クを使い、プラスチックのボックスを固定する。PC は屋内に設
置しているため、ガンマズハウスから配管を使い、ケーブルを
延長した。ポールには U 字ボルトを使って固定している。

っている。
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また、PC は屋内に設置したため、ガンマズハウス
までの USB ケーブル延長に関しては、USB エクス
テンダーと呼ばれる装置を使っている（図 8 参照）。

4.

潘東一

GRACE エンジンと開発言語

これまで述べてきたようにガンマズハウスからデー
タは FTP を用いてサーバに送られてくる。このデー
タを順に処理していくプログラムが GRACE のエン
ジンともいえる部分となる。このプログラムは UNIX
の crontab により毎分起動されることになる。測定地
点が増えて複数になっても対応できるように設定フ
ァイルを用意してある。GRACE エンジンはこの設定
ファイルを読んで、それぞれの測定地点の画像から
放射線量データを読み出し、データベースに蓄積し
て、さらにグラフを作成する。

図 8. USB エクステンダー USB-RP40
USB1.1 機器を LAN ケーブル（カテゴリ 5）で、最大 40m 延
長することができるエクステンダーセットである。ドライバソフト
などはインストールしなくても簡単に使うことができる。

3.5

開発言語は C 言語で UNIX の gcc でコンパイルし
ている。図 9 にプログラムソースの一部を示す。

使用したソフト

GRACE の開発では「桜時計」、「ListCam」、
「OCRad」、「ImageMagick」、「RRDtool」、計 5 つ
のソフトを使用した。
3.5.1桜時計

定期的に NTP サーバにアクセスし、コンピュータ
の内蔵時計を正確に修正する Windows 用フリーソ
フトである。
3.5.2ListCam

PC に接続されたカメラに対して定期的に撮影命
令を出し、そして撮られた写真を Web サーバに
FTP 転送する Windows 用フリーソフトである。
3.5.3OCRad

光学式文字認識の UNIX 用フリーソフトで、これ
は画像に含まれている文字や数値を抽出することが
できる。ただし、対応できる画像形式は PNM, PBM,
PGM, PPM だけに制限されている。
3.5.4ImageMagick

たくさんの画像形式に対応できる画像編集を行う
フリーソフトで、多数の OS で使うことができるため、
非常に有名である。
3.5.5RRDtool

図 9. パラメータセットプログラム

ラウンドロビン形式のデータベースにデータを蓄
積し、そのデータに基づいてグラフ化や再サンプリ
ングする UNIX 用フリーソフトである。

設定ファイルを読み込み、各測定地を 1 つ単位として独立の
プロセスを生成する。これによって、1 本のプログラムで、同時
にプログラムを複数実行することができる。複数の測定地点で
の同時記録も可能となる。
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γ線放射線量の連続記録システム GRACE の開発と福島での試験運用

5.

データの表示
GRACE で情報を伝えるインターフェースは Web

ブラウザである。Web ブラウザの利用は簡単、かつ
他のツールと組み合わせることができるため選択し
た。
なので、放射線量データに基づいて、ホームペー
ジを作成した。現在の放射線量のグラフだけではな
く、過去のデータも検索できるように、クライアントか

潘東一

設置後すぐに測定用 PC がたびたび停止すると
いう状況になった。これは測定用 PC のハードディス
クの劣化と考えられたので新品に入れ替えた PC を
送付して 2012 年 1 月 14 日に交換作業を行っても
らった。その後、今まで正常に連続動作している。
なお、ミスターガンマズハウスの制作と設置、そし
て設置した後のメンテナンスはモラロジー研究所情
報センターの皆様と大塚研究室松本顧問から多大
なご協力をいただいた。

らリクエストができるようにした。
ホームページの作成において、主に使用したの
3

4

5

は HTML や JavaScript 、CGI である。

図 11. 設置作業中の様子
ミスターガンマズハウスを固定するため、ブロックを土に埋め
ている様子（写真左）。設置後の様子（写真右）。赤丸部分がミ
スターガンマズハウスで測定器が地上 1m となるように取り付
けられている。

7.

図 10. 観測地放射線量ページ
観測地の放射線量測定器の写真や長期間放射線量グラフ、
短期間放射線量グラフの他に、一定期間の放射線量累積グ
ラフも載せている。また、関連する情報へのリンクも用意した。

6.

試験運用

システムは 2011 年の 8 月頃から部分的に稼働し
た。その後、研究室内で連続稼働試験を行った。屋
外での試験運用として福島県のモラロジー研究所東
日本センターに設置した。設置後 11 月 20 日よりデ
ータの記録を始めた。

まとめ

本研究で目標としたのは放射線量の連続測定シ
ステムである。2011 年 8 月より開発を開始し、2011
年 11 月から福島モラロジー研究所において試験運
用中である。本システムは複数の観測地点に対応
するように設計されているが、放射線量測定器が高
価なため、現在のところ観測地点は一箇所である。
参考文献
[1] 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.
[2] 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.
[3] 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.
[４] 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.
[5] Google Maps 入門, http://www.ajaxtower.jp/googlemaps/

3

HTML : HyperText Markup Language の略で、ウェブ上のドキ
ュメントを記述するためのマークアップ言語である。
4

JavaScript : オブジェクト指向スクリプト言語である。主にウェブブ
ラウザなどのクライアントサイドで実装され、動的なウェブサイトの構築
などの高度なユーザインターフェースの開発に用いられる。
5

CGI : Common Gageway Interface の略で、ウェブサーバ上でユ
ーザプログラムを動作させるための仕組みである。
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[6] ImageMagick,
http;//hashi4.civil.tohoku.ac.jp/soft/node43.html
[7] UNIX の部屋, http://x68000.q-e-d.net/~68user/unix/
[8] [ホームページ作成]All About, http://allabout.co.jp/gm/gt/1053/
[9] 放射能怖い!福島から日本から脱出パニック,
http://www.sanspo.com/shakai/
photos/110317/sha1103170506021-p1.htm

2011 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

Java による Android アプリケーション試作と評価

千葉 輝久

Java による Android アプリケーション試作と評価
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Teruhisa Chiba
a08664t@reitaku.jp
概要：近年、iPhone に代表されるモバイル端末が携帯電話市場で賑わいを見せている。これは通称スマート
フォンと呼ばれ、我々の生活には欠かせないものになりつつある。タッチパネルによる直感的な操作と、ネット
上に用意された多種多様なアプリケーションをインストールすることで従来の携帯電話にはない、様々な機能
を付加させることができる。本研究ではアプリケーション開発を学習するために AndroidOS を搭載したスマー
トフォンやタブレット PC で動作するトランプゲームを Java 言語で作成した。作成したゲームは表示されたトラ
ンプの数字（１～１３まで）より、次に表示されるトランプの数字が大きいか小さいかを当てるものである。本稿で
は AndroidOS と iOS の開発環境の比較と試作したゲームについて説明する。
キーワード：Android、スマートフォン、ゲーム、Java、アプリケーション、トランプ

1.

はじめに

2007 年に Apple 社が「iPhone」と呼ばれるスマー
トフォンを発表して以来、このスマートフォンの市場
は大きく伸び、現在では私たちの身近なものとして
無くてはならないものになりつつある。携帯電話とし
ての機能だけでなくウェブ上で配信されているアプ
リケーションをインストールすることで様々なサービ
スが利用可能である。
本研究ではこのスマートフォンの現状について簡
単に分析し、その開発環境について調査を行い、実
際にゲーム・アプリケーションを試作することを目的
とする。

2.

スマートフォンの現状

iPhone の成功から各メーカーがスマートフォンに
力を入れており 2011 年 7 月の携帯電話全体の販売
台数に占めるスマートフォンの割合は実に 58.7%と
半数以上を占める形となった。これを示したのが図 1
である。

図 1. 携帯電話全体の販売台数に占めるスマートフォ
ンの割合
2010 年 10 月から 2011 年 7 月までの携帯電話の販売台数をガラパ
1

ゴス携帯とスマートフォンで比率 を求めたものである。2011 年 6 月に
スマートフォンの割合が50%を超え、販売台数指数は2010年10月と
比べて、2011 年 7 月に 2.7 まで伸びている。

1

引用元：「BCN ランキング」
http://bcnranking.jp/news/gallery/1108/110831_20832p3.html
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3.

OS の選択と開発環境

スマートフォンのアプリケーションを開発するため
にまず決めなくてはならないのがターゲットとなる
OS の選択である。スマートフォンと一括りに言っても、
搭載されている OS が全ての端末において同じもの
とは限らず、OS が違えばアプリケーションの開発方
法もまた違うからである。
3.1

OS の選択

前述した Apple 社の販売しているスマートフォン
「iPhone」やタブレット PC「iPad」には「iOS」という
OS が搭載されている。その他にもスマートフォンの
OS には、Google 社の AndroidOS、Nokia 社の
SymbianOS 、 Research In Motion 社 の
BlackBerryOS、Microsoft 社の Windows Phone7
などがあるが、図 2 からスマートフォンの OS で販売
シェアを伸ばしているのが iOS と AndroidOS であ
ることがわかる。

千葉 輝久

3.2

開発環境

AndroidOS 用のアプリケーションを開発するプロ
グラミング言語として、Java 言語を選択した。そのた
め、以下に紹介する 3 つのソフトウェアを導入し開発
環境を構築した。
この開発環境の長所として、これらは全て無料で
入手できる点、導入可能な OS が Windows、Mac、
Linux と環境を選ばない点である。さらに、図 3 のよ
うに開発途中であってもエミュレータでの動作確認
を行うことができる点が挙げられる。

図 3. Eclipse とエミュレータ画面
Eclipse 起動画面と AndroidSDK に含まれるサンプルプロジェクト
「LunarLander」を実行形式に変換し、Android エミュレータでプレイ
2

している画面である。

3.3

Java Development Kit

開発に必要なコンパイラ、アーカイバ、ドキュメント
自動生成ツールを含む Java 言語の開発キットであ
3

図 2. スマートフォンの OS 別販売シェア推移
2010 年第一四半期時点と 2011 年第一四半期時点でのスマートフォ
ン OS 別販売シェアをグラフ化し推移を表したものである。2010 年第
1 四半期でシェアを獲得していた Symbian と BlackBerry が 2011
年第 1 四半期に Android と iOS に逆転されているのが分かる。

スマートフォン用アプリケーションの開発において
OS の販売シェアが高ければ開発したゲーム・アプリ
ケーションを配布した時に、実際にインストールし、
プレイしてもらえるユーザーが多いことを意味してい
る。本研究では、開発環境の導入が容易であること
と開発環境の維持に費用が かからない ことから、
AndroidOS をアプリケーション開発のターゲットとし
て選択した。

る。Java プログラムを動かすだけなら、通常 JRE が
あれば良いが、開発を行うならば無くてはならないソ
フトウェアである。
3.4

Eclipse は統合開発環境である。ソースコードを編
集するために必要なテキストエディタ機能、プログラ
ミング言語からコンピュータの理解できる機械語へ
4

変換するためのコンパイラ機能、バグ を発見・修復
を支援するデバッグ機能を 1 つに纏めた物である。
2

Android エミュレータは動作がかなり重い。アニメーション処理や音
源の再生は処理落ちを起こしてしまうので残念ながらエミュレータ上
では、「LunarLander」はクリアの難しい無理ゲーと化している。
3
4
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Eclipse

Java Runtime Enviroment：Java 実行環境のこと。
プログラムのミス。欠陥のこと。

2011 年度麗澤大学情報系ゼミ卒論発表会発表論文集

Java による Android アプリケーション試作と評価

豊富なショートカットコマンドがあり、例えばソース
コードの編集中に「Ctrl キー」＋「Shift キー」＋「O
キー」同時押しで必要なインポート宣言を自動で追
加し、逆に必要のないインポート宣言があれば自動
で削除してくれたり、「Ctrl キー」＋「Space キー」で
変数やクラス名などを予測入力してくれたりと様々な
機能でプログラミングの補助を行ってくれる。
3.5

千葉 輝久

また、トランプらしく見せるためにトランプの四隅を
角丸にし、透過処理をかけるために PNG ファイルで
作成した。図 4 左側のイラストを例にとると、緑を透過
色に設定し、角丸を再現している。

Android Software Development Kit

AndroidOS 用のアプリケーションを開発するため
に必要となる開発ツールである。前述した Eclipse と
関連付けすることで AndroidOS の機能が参照可能
になる。

4.

試作するゲームについて

4.1

ゲーム・コンセプト

図 4. ハートの A と説明キャラクター
藤城江美子さんに描いていただいたイラストのうちの 2 枚である。イラ
ストで使われていない色を透過色指定することで、対応する画像ビュ
5

作成したゲームのコンセプトは次の 3 点である。

ーワーやソフトウェアで出力すると指定された色は透明になる。
6

① 子どもも安心して遊べるコンテンツであること。
② 画面タッチのみの簡単操作であること。
③ 暇つぶしとして手軽に遊べること。

作成してもらったイラスト はトランプの裏面、クロ
ーバー、ハート、ダイヤ、スペードを各 13 枚、先生
のイラストを 2 枚、合計 55 枚である。
4.4

4.2

音源

ゲームのルールとタイトル
7

8

9

ゲーム中に流れる SE や BGM は、外部 の nuco
めくられたトランプの数字より、次にめくられるト
ランプの数字が大きいのか、または小さいのかを当
てていくゲームである。『High or Low』と呼ばれるト
ランプゲームで本来はコインを賭けるのだが、本研
究ではターゲットに子どもも含まれるので賭け事の
概念を外し、タイトルを『Big or Small』とした。
4.3

画像

トランプやキャラクターのイラストは麗澤大学 経済
学部経済学科 大塚ゼミナール所属の 3 年生、藤城
江美子さんに担当していただいた。
トランプの裏面は幻想的かつアーティスティックに、
エース 4 枚にはそれぞれに可愛らしい少年少女が、
ジャック・クイーン・キングにはポップなキャラクター
たちが描かれている。さらに製作途中にゲーム内に
おいて遊び方を紹介する画面を作ることになったの
で、エースに描かれた子どもたちの担任という設定
で女教師を描いてもらった。
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さんに担当していただいた。
リズム感と躍動感に満ち溢れた、元気をくれる楽
曲である。
Android は wav 形式や mp3 形式の音源ファイ
ルだと、ogg 形式に比べて再生がやや遅れるので、
本アプリケーションでは音源ファイルを ogg 形式の
64bitrate で収録している。
作っていただいた音源の中から BGM を 3 曲、SE
10

を 7 曲使わせていただいている。

5
6

左のイラストは黒を、右のイラストは赤を透過色として設定している。
とてもラブリーである。

7

Sound Effect：効果音のこと。

8

Background Music：ゲーム中、流れる音楽のこと。

9

アルバイト先の先輩。そらからレーベル：http://srkr.info/

10

ちなみに BGM は、ゲーム中、ある条件を満たすことによって変化
するようにプログラムしているので興味のある方はぜひとも BGM の変
化条件を発見してもらいたい
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5.

AndroidOS を理解する

何らかのプログラムを作成する際、作成ターゲット
とするプラットホームを理解する必要性が出てくる。
本アプリケーションを制作する過程で AndroidOS
を理解していなかったために起きた失敗がいくつか
あるので紹介する。

千葉 輝久

5.2

アプリケーションのライフサイクル

ゲームをプレイ中に端末の Back キーでゲームを
終了しようとした時のことである。この時、ゲーム画面
は消え、端末のホーム画面に戻り、確かにゲームは
終了しているように見えたのだが、ゲームの BGM
が鳴りやまなかったのである。これは AndroidOS が
12

5.1

AndroidOS のボリューム・コントロール

アプリケーションを作成し、実機によるテストを行
ったところ、端末の設定をマナーモードにしていても
ゲームの SE や BGM が鳴ってしまうことが判明した。
この原因は AndroidOS の持つボリューム・コントロ
ールの種類にある。
AndroidOS には以下に記載する 7 種類のボリュ
ーム・コントロールが存在する。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

STREAM_ALARM
STREAM_DTMF
STREAM_MUSIC
STREAM_NOTIFICATION
STREAM_RING
STREAM_SYSTEM
STREAM_VOICE_CALL

この中でゲーム中の SE や BGM 再生時に利用
11

す る MediaPlayer ク ラ ス で 再生し た 際 、③ の
STREAM_MUSIC として音源が再生される。端末
によっては、マナーモードやバイブレーションモード
に設定し、着信音を鳴らさないようにしていたとして
も STREAM_MUSIC はミュートになっていない可
能性があり、マナーモードにしているにも関わらず、
ゲーム・アプリケーションを起動したら突然、音楽が
鳴り出す Android 端末があるのは、このためであ
る。
そのため、MediaPlayer クラスを用いてアプリケ
ーションを作るなら、マナーモードやバイブレーショ
ンモードに設定されていれば音が鳴らないようにプ
ログラムを作成するといったユーザーへの配慮が必
要になる。

11

Android 上で音楽、動画、画像を制御するための API（アプリケー
ション・プログラム・インターフェース）。再生、停止、リピートなどの操
作を行えるようにする。

30

管理するアプリケーションのライフサイクル に原因
がある。
AndroidOS はマルチタスク OS であり、アプリケ
ーションの終了タイミングは OS 側の判断によること
を前提として作られている。つまり、A というアプリケ
ーションを起動した後、Back キー、または Home キ
ーで A アプリケーションを非表示にし、B というアプリ
ケーションを起動したとする。この時、実は裏でまだ
A アプリケーションは動き続けており、終了させるた
めには、ユーザーが端末設定「アプリケーション」内
の「実行中のサービス」メニューからサービスを停止
させるか、メモリが不足していると OS が判断した場
合のみ自動で A アプリケーションは停止される。これ
が AndroidOS の仕様である。
今回の件では、ゲームを終了しようと Back キーで
端末のホーム画面に戻り、ゲーム・アプリケーション
が終了しているように見えていても、裏ではまだ動い
ていたためにゲームの BGM が再生され続けてしま
ったのである。
そのため、音源を扱うアプリケーションならば、ユ
ーザーがアプリケーションを終了させようと意図して
押しそうなボタンの動作に、音源の停止などの命令
を書いておく必要がある。また、画像が動き続ける、
または裏で計算し続けるといった、アプリケーション
を非表示にしてしまうとユーザーが気付きにくい動
作も、必要が無いならばメモリを消費してしまうため、
停止命令を出し、メモリの解放を行っておくなどの処
理を行っておくとユーザーに親切である。

6.

Java による Android アプリ・パッケージ

Eclipse で Android 用の Java パッケージを作成
すると次ページの図 5 のようなフォルダ群が自動的
に作成される。主なフォルダの内容を順に説明す
る。
12

厳密には「Activity のライフサイクル」であるが、Activity について
は後述するので、ここでは「アプリケーションのライフサイクル」とさせ
ていただく。
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6.4

layout フォルダ

layout フォルダは XML 形式で作成した画面レイ
アウトを格納しておくフォルダである。Eclipse では
画面構成を図 6 のように視覚的にわかりやすく、か
つドラッグアンドドロップでボタン配置などを決めるこ
とができる。
ここで作成した XML ファイルの画面レイアウトを
プログラム内で呼び出し、利用することができる。

図 5. Android 用 Java パッケージ内の構造
Eclipse で自動作成されるので自分でフォルダを 1 つ１つ作る必要は
ないが、実際には図 5 のようにフォルダにイラストが付いているわけで
はないので注意が必要である。

6.1

src フォルダ

「src」は Source の略で、このフォルダに Java ファ
イルを作成していく。つまり音楽や画像の再生タイミ
ング、ボタンを押した時の動作など、ソースコードを
記述していくことになる。
6.2

Eclipse では画面レイアウトを視覚的に把握しながら作っていくことが
可能となっている。使い方はシンプルで左側に表示されている「パレ
13

ット」から配置したいウィジェット を選択し、右側の画面内にドラッグ＆
ドロップする。

res フォルダ

「res」は Resource の略で、このフォルダにはプロ
グラムで使用する画像や音源などをそれぞれフォル
ダごとに分けて入れておくことになる。
このフォルダ直下に格納したファイルは、gen フォ
ルダ内にある R.java ファイルに全て整数型で値が
割り振られ、src フォルダに作成した Java ソースコー
ドや layout フォルダに作成した画面レイアウト XML
ファイルから、この R.java を参照するコードを記述
することによって画像や音源などを呼び出し、利用
することができる。
6.3

図 6. Eclipse でのレイアウト XML ファイル作成画面

drawable フォルダ

drawable フォルダは画像用のフォルダである。
公式に推奨している画像フォーマットは PNG なの
でなるべく PNG ファイルで画像を用意すると良い。

また端末を縦に置いた状態で表示されるレイアウ
トを「layout-port」フォルダに、端末を横に置いた状
態で表示されるレイアウトを「layout-land」フォルダ
に作成することで、OS が自動で端末の状態を把握
し、状態に適したレイアウトを選択、出力する。
6.5

raw フォルダ

raw フォルダは自動作成されないので、必要であ
れば自分で作成しなければならない。このフォルダ
には音源を格納しておくことになる。
6.6

values フォルダ

values フォルダにはあらかじめ strings.xml とい
うファイルが自動作成されている。このファイルには
13

ボタン、シークバー、画像表示領域などの各種部品のこと。使いた
い部品を 1 個 1 個、好きに配置していくことで画面を作成していく。
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プログラムで使用するテキスト（文字列）や文字の
色・スタイルなどの書式を定義しておくことができる。
6.7

AndroidManifest.xml

AndroidManifest ファイルにはこのアプリケーシ
ョンがターゲットとする AndroidOS のバージョン、対
応している機種の画面サイズ、利用する機能、内包
する Activity などを明記する。
Activity とは、「アプリケーションの画面」と解釈す
ると理解しやすい。本アプリケーションを例にとると、
図 7 の「タイトル画面」、図 8 の「ゲーム画面」、図 9
の「開発者情報画面」、図 10 の「遊び方説明画面」、
合計 4 つの Activity を内包していることになる。

図 7. タイトル画面
『Big or Small』起動後、最初に表示されるのがこの画面である。

図 8. ゲーム画面
タイトル画面の「スタート」ボタンを押すと表示される画面。

図 9. 開発者情報画面
タイトル画面の「開発者情報」ボタンを押すと表示される画面。
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図 10. 遊び方説明画面
タイトル画面の「遊び方」ボタンを押すと表示される画面。

ソースコードにウェブへアクセスするコードを記述
していたり、バイブレーションを利用するコードを記
述していたりするにも関わらず、利用する機能として
AndroidManifest へウェブアクセスやバイブレーシ
ョンを明記していないとアプリケーションは強制終了
し て し ま う 。 内 包 す る Activity も 同 様 で あ り 、
AndroidManifest へ明記していない Activity を利
用しようとした時点で強制終了してしまう。
アプリケーションがターゲットとする OS のバージョ
ンや対応する機種の画面サイズは Google 社の提供
している Android Market へアプリケーションを登
録する際に重要となってくる。
前述したように現在 AndroidOS は爆発的な勢い
で販売シェアが伸びている。これは必ずしも良いこと
ばかりではなく、開発者を悩ませる問題として、端末
規格の不一致が挙げられる。
現在、販売されている AndroidOS を搭載したモ
バイル端末は全て統一規格ではなく、画面サイズ、
解像度、搭載されている OS のバージョンやカメラ、
赤外線、GPS などの各種センサーや機能などバラ
バラである。
例えば AndroidOS のバージョン 2.2 から追加さ
れた機能として、アプリケーションが許可していると、
14

そのアプリケーションを外部ストレージ へインストー
ルできる機能がある。AndroidOS のバージョンが
2.1 までの機種ではアプリケーションを外部ストレー
ジへインストールする機能は利用できないため、
Android Market にアプリケーションを登録する際
に対応している OS のバージョンを明記することで、
対応している機種から Android Market を閲覧した
時のみ、そのアプリケーションが表示されることが可
能となっている。
14

端末に内蔵されている記憶装置以外でデータを記録できるもの。
USB メモリや SD カードなどがこれに当たる。
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マルチ言語化

アプリケーションをより多くの人に触ってもらうため
には日本語だけでなく、他国の言語にも対応させれ
ば良い。本研究では日本語以外の言語へ翻訳する
ために 3 人の方々から協力をいただいた。
フランス語への翻訳は、麗澤大学 外国語学部外
国語学科 英語コミュニケーション専攻 4 年生の山
野辺絵玲さん。
ドイツ語への翻訳は、麗澤大学 外国語学部外国
語学科 ドイツ語・ドイツ文化専攻 4 年生の廣田紫さ
ん。
中国語への翻訳は、麗澤大学 経済学部経営学
科 3 年生の魏伝旗さんが、それぞれ担当している。

図 11. テキストの多言語化
機種の言語設定を取得し、if や switch を活用することで Java のソー
スコードのみでも多言語化は可能であるが、それではソースコードが
冗長になってしまうのと、後で他の言語を追加する場合にとても不便
である。この方法であればソースコードを変更する必要がないので言
語の追加や削除も簡単に行うことができる。

7.2
7.1

画像・音源の多言語化

テキストの多言語化

values フォルダ内の strings.xml にはテキストや
文字の書式などを定義できると前述した（項目 4.6 参
照）が、テキストの多言語化はこのフォルダを利用す
る。
AndroidOS を搭載した端末の機種設定には「言
語とキーボード」という項目がある。AndroidOS はこ
15

こで設定した言語と同じ言語コード がハイフンの後
ろに記載された values フォルダを優先的に読み込
むよう設定されている。つまり「values-対応したい国
の言語コード」というフォルダを複数作成することに
よって多言語化が可能となっている。
ここでは例として英語、日本語、中国語の三ヶ国
語に対応する場合の方法について説明する。
図 11 のように values フォルダの他に「values-ja」
と「values-zh」という名前のフォルダを作成し、全て
の フ ォ ル ダ 内 に strings.xml を 作 成 す る 。 各
strings.xml に<string name=”s”>○○</string>
というコードを書く。○○の内容は「values-ja」内の
strings.xml に は 日 本 語 で 、 「 values-zh 」 内 の
strings.xml に は 中 国 語 で 、 「 values 」 内 の
strings.xml には英語で記入しておく。プログラムか
ら利用する際は strings.xml に定義された変数（例
では変数 s）を呼び出すことで機種の言語設定と同
じ言語コードの書かれた values フォルダが参照され
る。
15

国際標準化機構の定める言語コード（ISO639）を使用する。本研
究においては言語コードをアルファベット 2 つで表記する ISO639-1
を用いているが、アルファベット 3 つで表記する ISO639-2 でも可能。
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テキストと同様に、画像や音声についても異なる
言語設定の端末において、それぞれ違った画像や
音源を出力することが可能である。方法もテキストの
多言語化と同じで画像ファイルであればフォルダ名
「drawable」の後ろに「-言語コード」、音源ファイル
であればフォルダ名「raw」の後ろに「-言語コード」
を追加したフォルダをそれぞれ作成し、データを収
納しておけば良い。
こうしておけば、日本語を言語設定している端末
には「ありがとう」、英語を言語設定している端末には
「Thanks」、中国語を言語設定している端末には
「謝謝」と音声を流したり、画像として書かれた文字
やイラストを表示させたりすることができる。

8.

多機種への対応

前述したとおり AndroidOS を搭載した端末はそ
れぞれ OS のバージョン、画面サイズや解像度、機
能などが異なっている。作成したアプリケーションを
ご く一部の 限られ た 端末に 対応したもの として
AndroidManifest.xml に記述し、それ以外の端末
は対応外としてしまうのも悪くはないがそれではシェ
アの高い AndroidOS をターゲットとする意味があま
り無い。販売されている全ての端末で動作するかを
テストしサポートするのはほぼ不可能であるが、なる
べく多くの端末に対応していくことは、作成したアプ
リケーションのユーザーを増やすことに繋がる。
そこでここでは主に異なる画面サイズや解像度を
持った端末に対応する方法を紹介する。
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画面サイズ

異なる画面サイズを持つ端末に対応させるには
「layout-画面サイズ」というフォルダを複数作成する
ことで対応が可能である。画面サイズの指定方法は
図 12 を参照されたい。例えば 5 インチの画面サイズ
を持つ端末のレイアウトを作成したければ
「layout-large」フォルダを作成し、そこに画面レイア
ウト用の XML ファイルを作れば良い。

図 13. 解像度ごとの画像変換
17

図 12. 画面サイズ・解像度によるレイアウト分別
画面サイズや解像度が端末ごとに違ってしまうのは AndroidOS がオ
ープンソースである以上仕方がない。異なる機種間でもレイアウトが
崩れないよう設定するために一定の間隔でカテゴリー分けがされてい

端末の解像度に合った画像を表示することが可能である。 例えば
「drawable-mdpi」フォルダへ画像が置かれているとして、端末の解
像度は「hdpi」にカテゴリー分けがされていると画像は 1.5 倍に引き伸
ばされて表示される。逆に画像が「drawable-xhdpi」フォルダに入っ
ていて、端末の解像度は「mdpi」にカテゴリー分けされている場合は、
画像が 1/2 に縮小されて表示される。

16

る。

9.
8.2

解像度

異なる解像度を持つ端 末に 対応させるに は
「layout-解像度」というフォルダを複数作成すること
で対応が可能である。解像度の指定方法は図 12 を
参照されたい。例えば解像度 250dpi の端末に対応
する場合、「layout-hdpi」フォルダを作成し、そこに
画面レイアウト用の XML ファイルを作れば良い。
画面レイアウトだけでなく、画像ファイルにも同様
の方法が取れる。「drawable-解像度」フォルダを作
成することで、異なる解像度を持った端末に対応し
た画像を表示することが可能である。なお、現在、最
新の SDK バージョンでは Android パッケージを
Eclipse で作成すると自動的に「drawable-hdpi」、
「drawable-mdpi」、「drawable-ldpi」の 3 つのフォ
ルダが作成される。
では、同じ画像を普通、高解像度、低解像度のも
のと 3 つ用意しなければならないかというとそうでは
ない。仮に「drawable-mdpi」フォルダのみに画像
を入れていたとしても図 13 のように、他の解像度を
持つ端末は、端末の解像度にあったサイズへ画像
が変換され、表示されるようになっている。

16

試作の結果

単純にゲームを作ってみたいという思いから始ま
った本研究であるが、まず制作するゲームのターゲ
18

ットとなるプラットホーム が持つ特性や仕様を把握
しなければならないことが分かった。

10. 今後の課題
今回、作成したソースコードは別紙のフローチャ
19

ートからも分かるようにイベントドリブン 型になって
20

いない。 今後、試作プログラムをイベントドリブン型
へ構成を変更する。
またゲームオーバー時点でのスコアを保存し、ラ
ンキングとして現在までにプレイした上位のスコアを
閲覧できる機能やゲームモードの追加を行いたい。
さらに、タッチパネルと AndroidOS の理解を深め
21

るためにフリック機能 を搭載する予定である。
17

引用元：「Supporting Multiple Screens : Android Developers」
http://developer.android.com/intl/ja/guide/practices/screens_s
upport.html

18

本研究では AndroidOS がターゲット・プラットホームである。

19

ユーザーや他プログラムから実行された操作や命令に対して処理
が行われるプログラム形式。
20

引用元：「Supporting Multiple Screens : Android Developers」
http://developer.android.com/intl/ja/guide/practices/screens_s
upport.html

34

これは単純に私の勉強不足ゆえである。AndroidOS ではイベント
ドリブン型でプログラムを記述するのがベターであるとされる。
21

タッチパネルの指定した部分に触れてスライドさせること。
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11. まとめ
本研究では、スマートフォンと呼ばれるモバイル
端末の現状について分析し、AndroidOS を搭載し
た端末で動作するアプリケーションの試作を行っ
た。
その結果、ソースコードを変更することなく、１つの
アプリケーション・パッケージで多国語へ対応する手
法や、特性の違う端末間での差異を極力無くし、動
作させる手法を学んだ。
本アプ リケー ショ ン を作成す る こと で 、Java と
AndroidOS に関する知識とゲーム制作のノウハウ
を培うことができた。この研究で得た経験をこれから
の活動へ活かしていきたい。今後はソースコードの
効率化と追加機能の搭載を視野に入れ研究を継続
する。

12. 謝辞
本アプリケーションを制作するにあたり、イラストを
提供していただいた藤城江美子さん、音源を提供し
ていただいた nuco さん、ゲーム内テキストの翻訳を
快く承諾してくださった山野辺絵玲さん、廣田紫さん、
魏伝旗さんにこの場をかりて感謝を述べさせていた
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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
麗澤大学
経済学部経営学科
Ochiai Ayumi
a08609a@reitaku.jp
概要：東日本大震災では多くの人が家を失い、そのために多くの仮設住宅が建設されました。それまでの地域
の相互扶助的なコミュニティが崩れ、周囲と疎遠な環境で生活しなければならない老人も増えたと聞きます。そ
こで、本研究では一人暮らしの老人の安否確認をネットワークを応用して行うことを目的としました。その方法は、
トイレや廊下などに赤外線センサーを組み込んだ箱を置き、活動を検知するものです。箱に取りつけられてい
る赤外線センサーが人の移動を感知してスイッチを押します。そのスイッチはメーラーボードと呼ばれる、
SMTP による電子メール送信装置に接続されます。これにより、人が通ったという情報を取得し、その情報をイ
ンターネット回線を通じてメールとしてサーバーに送信します。サーバーはメールを受け取るとカウンタの値を
ゼロにします。カウンタはサーバーが一定間隔で加算していくもので、ある値以上になると活動がなくなった状
態として対象を見守るべき人にメールで通知を行う仕組みです。この装置の周囲に既存または無料のインター
ネット接続点があれば通信費用はかかりません。また、この箱には保護者へ緊急に連絡したい場合に押すボ
タンや長時間外出する場合に押すボタンが付けられており、それぞれのボタンに対応したメールがサーバー
に送信され処理されます。検知情報については記録を行い、定められた時間に一日の報告を保護者に行ない
ます。メールの他に Web を通じて記録状況を確認することもできます。
キーワード：電子メール, 赤外線センサー, メーラーボード, メール通知, Perl

1.

はじめに

東日本大震災では多くの人が家を失い、そのた
めに多くの仮設住宅が建設されました。それまでの
地域の相互扶助的なコミュニティが崩れ、周囲と疎
遠な環境で生活しなければならない老人も増えたと
聞きます。
ゼミでは私達に何ができるかを議論してきました。
その議論で阪神淡路大震災では避難所での老人の
1

孤独死が増えたということを知りました 。
そのようなことを少しでも減らすことができる仕組
みを作ることができないかというのがこの研究の背景
です。
そこで、本研究では一人暮らしの老人の安否確認
にネットワークを応用して行うことを目的としました。

1

例えば「震災発 | DATA 阪神・淡路大震災-人的被害/死者」

その方法は、トイレや廊下などに赤外線センサー
を組み込んだ箱を置き、活動を検知するものです。
箱に取りつけられている赤外線センサーが人の
移動を感知してスイッチを押します。
そのスイッチはメーラーボードと呼ばれる SMTP
による電子メール送信装置に接続されます。これに
より、人が通ったという情報を取得し、インターネット
回線を通じてメールでサーバーに送信します。
サーバーはメールを受け取るとカウンタの値をゼ
ロにします。
カウンタはサーバーが一定間隔で加算していくも
ので、ある値以上になると活動がなくなった状態とし
て対象を見守るべき人にメールで通知を行う仕組み
です。
このような機能をもつ装置やサービスはすでにあ
りますが、本研究ではより簡単に安く広い範囲で利
用できるようにすることを開発の目標としました。

http://www.shinsaihatsu.com/data/hito.html などです。
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2.

既存のシステム紹介

インターネットで「見守りシステム」を検索してみる
といろいろなサービスがあることが分かります。
代表的なものは、電気ポットを用いたもので、電気
ポットの使用状況（お湯だしボタンを押した回数）か
らお年寄りの状態を確認することができるものです。
これは『象印 みまもりホットライン i-POT』というも
ので、ポットの内側に専用のデータ通信端末が組み
込まれていて、NTT ドコモの FOMA 回線を使って
通信を行うものです。
この装置の利点は専用の通信端末を組み込んで
いるため、ポットの電源を入れるだけで使用すること
ができ、特別な工事が不要という点と、電気ポットは
生活用品であるためお年寄りに違和感を与えないと
いう点です。一方、FOMA のサービスエリア内であ
っても地下室や高層マンションなど電波状況の悪い
ところでは使えないという欠点があります。また、夏
場などにポットを使用しない時期になると確認が難し
い場合も考えられます。

落合あゆみ

歩数記録を設定したアドレスに送信する、『au 見
守り歩数計 Mi-Look』と似た機能は、NTT ドコモの
らくらくホンシリーズでも提供されています。ただし、
こちらは外出しない場合や持ち歩かない場合には
状況把握が難しいという問題があります。

図 2．見守り歩数計 Mi-Look
au が提供しているもので、持ち歩けば歩数計として、卓上ホルダーに
セットすればセンサーとして確認することができます。

3.

開発するシステム

前述のように、すでにいくつかの見守りシステムが
ありますが、見守り対象側に比較的機能の高い装置
をおき、専用の通信回線あるいは携帯回線を使用し
なければなりません。つまり一定のランニングコスト
が必要となります。
そこで、本研究ではこのような既存システムの機
能を参考に、通常のインターネット回線を利用するこ
とでより簡単に機能することを目指しました。
3.1

システム名

このシステムを「あかずきんちゃん」と呼ぶことにし
ました。お年寄りの活動を確認するシステムですか
ら、おばあちゃんの家にお使いに行くという童話から
とりました。

図 1．みまもりほっとライン
象印から提供されており、ポットの使用状況でお年寄りの状態を確認
します。

この他にも、歩数計機能やセンサー機能を用いて
お年寄りを見守る『au 見守り歩数計 Mi-Look』と
いうものがあります。
これは持ち歩けば歩数計として、卓上ホルダーに
セットすれば見守りセンサーとして、日常の活動量
や動きを定期的にメールで通知するというものです。
非常時には警報ブザーとして、紐を引くと家族にメ
ールを送ることもできます。
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図 3．システムのイメージキャラクター
画像と文字を組み合わせることでこのようなかわいいイメージキャラク
ターができました。
文字はとらドラ風のロゴを作るフリーサイトで作りました[10]。
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3.2

仕組み

トイレや廊下などに赤外線センサーを組み込んだ
箱を置き、活動を検知するものです。
箱に取りつけられている赤外線センサーが人の
移動を感知してスイッチを押します。そのスイッチは
メーラーボードと呼ばれる SMTP による電子メール
送信装置に接続されます。これにより、人が通ったと
いう情報を取得し、その情報をすぐにインターネット
回線を通じてメールとしてサーバーに送信します。
情報を蓄える必要がないため、簡単な装置で機能さ
せることができます。
この装置の周辺に既存のインターネット回線、ま
たは無料の無線 LAN アクセスポイントがあれば通
信費用はかかりません。
また、i-POT のようにボタンを複数追加して様々
な情報を保護者に提供できるようにしています。

落合あゆみ

あかずきんセンサー

図 5．システム間の関係
「図 4.木のお家」は情報を送るだけとなっており、受け取った情報は全
てサーバーで記録し受け取った情報から、予め定められた処理を行
っています。ちなみに、このサーバーと開発したプログラムを「あかず
きんサーバー」と命名しました。

3.3

あかずきんちゃんの木のお家

設置する箱が木でできているため、“あかずきん
ちゃんの木のお家”（以下、木のお家）という名称に
しました。この木のお家は、人を検知する赤外線セ
2

ンサー「リレー付き人体感知センサー」 、SMTP に
3

よる電子メール送信装置「メーラーボード Ver.2」 、
無線を 通して メ ー ル 送信情報を 送るた め の 無線
4

図 4．木のお家 内部構造
箱の中は、このように左側の黄色い赤外線センサーを、その隣の緑色
のメーラーボードに繋ぐことで“人を確認したという情報”を取得します。
送信には白色の無線 LAN ブリッジを使用するという仕組みになって
います。ちなみに、赤外線センサーとメールを送信するボードの組み
合わせを「あかずきんセンサー」、これらの装置を収納した木製の箱を
「あかずきんちゃんの木のお家」と命名しました。

LAN ブリッジ「MZK-MF300N2」 、ボタンの合計 4
つで構成されています。
3.3.1

緊急ボタン

非常時を想定し、直ちに保護者にメールが行く機
能を設けるため、“木のお家”には赤い色の緊急ボタ
ンを設置しました。
この緊急ボタンが押されると、“emergency”という
件名でサーバーに対しメールを送信します。
“emergency”メールを受け取ったサーバーは記録
を書いた後、保護者に対してその旨を記したメール
を送信します。
2

製品型番：PS-3241、
価格：2,940 円

3

製品番号：K-02428、
価格：8,500 円

品名：リレー付き人体感知センサー

以下参考資料[6]
品名：メーラーボード Ver.2

以下参考資料[7]

センサーとメーラーボードは、キットで販売されているもので
組み立てて使用します。

写真 1．木のお家 内部構造
センサーの左側にある青いボタンがお出かけボタンに、赤いボタンが
緊急ボタンになっています。

4

製品番号：MZK-MF300N2、
価格：4,500 円

品名：MZK-MF300N2

以下参考資料[8]

木のお家に組み込むため発売されているものの中から
一番小型で軽いものを選びました。
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3.3.2

お出かけボタン

長期の外出を想定し、システムの待機機能を設け
るため、青い色のお出かけボタンを設置しました。
このお出かけボタンが押されると、“out”という件
名でサーバーに対しメールを送信します。“out”メ
ールを受け取ったサーバーは 5 分間のお出かけ待
機状態を作り出します。たとえこの間にセンサーが
動作しても、お出かけ待機状態を維持し、ボタンが
押されてから 5 分後に本格的なお出かけ状態となり
ます。
このお出かけ状態の間はセンサーが動作しなくて
も警告メールが保護者に対して送られることはありま
せん。お出かけ状態はお年寄りが外出先から帰宅し
て、センサーが動作すると解除されます。

落合あゆみ

サーバープログラムは 3 つのプログラムで構成さ
れています。crontab で 30 分ごとにカウントし、カウ
ンタが特定の値以上になると活動がなくなった状態
と判断して対象を見守るべき人にメールで通知を行
う countup プログラム。活動を検知した旨のメールを
受け取ると、カウンタ値をゼロに戻す active プログラ
ム。そして、深夜になると報告メールを送信し、次の
日に記録を書くためのファイルを作成する mkfile プ
ログラムです。
これらのプログラムはサーバ上で図 6 のような構
造となっています。
3.4.1

active

“木のお家”から送られてきたメールを処理するプ
ログラムが active です。メールを受信すると MTA
から/etc/aliases の設定により、この active が起動し、
メール本文が標準入力として渡されます。

図 7．active
まず①で木のお家からメールが送られてきます。②で送られてきたメ
ールのアドレスをもとに、dat ファイルから確認しているお年寄りを特
定します。③でメールを受け取ったことを記録し、④でカウントを 0 に
するという処理を行っています。

図 6．ファイルの構造
log は各お年寄りの name ファイルの下に日付別で毎日つくれられ
ています。この他にも全てのお年寄りの記録を記した accesslog ファイ
ルが存在しています。

3.4

サーバープログラム

本システムはクライアントサーバーモデルで構成
されます。センサー部がクライアントで、メールを受
信して処理を行うものがサーバーとなります。サーバ
ーは別の場所におかれ、複数のクライアントに対応
しています。
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図 7 のように送られてきたメールから、送信者のア
ドレスと件名を読み込み、送信者のアドレスを手掛か
りに管理者用の dat ファイルからお年寄りの情報を
読み出してきます。
読み出した情報をもとに、お年寄り一人一人の確
認記録の情報が書き込まれたフォルダを開き、本日
の日付がついたログファイルにお年寄りを確認した
時間帯とメールの件名から読み取ったお年寄りの状
態を記録します。
もしも、この時、件名が“emergency”という緊急事
態を示すメールが送られてきたら、サーバーから保
護者に対して図 8 のような緊急メールを送ります。
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落合あゆみ

3.4.3

図 8．緊急メール
ボタンが押された時間が書かれています。ここに書かれる時刻を正確
にするため localtime でとってきたものを使っています。

件名“out”というお出かけを示すメールが送られ
てきたら、その件名に外出用の処理を行います。
3.4.2

countup

countup は見守っているお年寄りを検知できなか
った回数を数えていくプログラムで、crontab により
30 分毎に起動します。
プログラムの内容は図 9 のように、見守っているお
年寄りの名前や保護者のアドレスなどが書き込まれ
た管理者用の dat ファイルから情報を読み込み、カ
ウント用のファイルに書き込まれている変数に 1 を足
します。これを登録されているお年寄り全員分行い
ます。そして、その変数が一定の値を超えると、お年
寄りを検知することができなかったとして、保護者に
対して図 10 のような警告のメールを送ります。

mkfile

このプログラムは毎日深夜 0 時になったら
crontab で一回だけ動くように設定しているプログラ
ムです。
その内容は、見守っているお年寄りの名前や保護
者のアドレスなどが書き込まれた管理者用の dat フ
ァイルから情報を読み込み、お年寄りの名前を手掛
かりにそのお年寄りのフォルダの中にある前日の記
録を書いたファイルをメールに添付して保護者に送
った後、今日の記録を書き込むためのファイルを作
成します。
この一連の動作を登録されているお年寄り全員分
行います。見守っている保護者に対しては図 11 の
ような件名“【あかずきんちゃん】XXXX 年 XX 月 XX
日のご報告”というメールを送ります。

図 11．報告メールの一例
メールには何月何日、誰の確認報告かという情報が挿入されます。も
しも、一定時間センサーがお年寄りを確認できなかった場合には、倒
れている可能性あり、ということで“【警告メール】”を送信し保護者に対
して注意を促します。これを一つのサーバーで複数のお年寄りを見守
れるように設計しました。

4.

図 9．countup
①で user.dat を読み込みます。②では一人一人に 1 を足して指定
された値よりも大きいかを調べます。

運用テスト

作成したシステムが設計通りの機能を果たすかど
うかについて実証試験を行う必要があります。その
ため実際に一人暮らしをしているお年寄りに協力し
て頂きました。運用テストの協力者は北海道函館市
5

に在住の大塚トメさん(84) です。2011 年 11 月 2 日
「木のお家」試作 1 号機を設置しました。これは数日
稼働しましたが、その後にトラブルが発生し、機能停
止してしまいました。トラブルの原因は、停電により
電源が落ちてしまった際に、正常に起動しなかった
ことでした。このため、再起動の対策を施した 2 号機
図 10．警告メール
一定時間センサーが反応せず、お年寄りを確認することができない場
合にこのようなメールが保護者に対して送られます。
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5

大塚先生のお母さんで実際に一人暮らしをされています。
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落合あゆみ

在(2012 年 1 月 23 日)まで連続 50 日以上正常に稼
働しています。図 12 は稼働状況から確認間隔をまと
めたグラフです。
さらに、1 台のサーバで複数の老人を見守ること
ができることを検証するため、2011 年 12 月 26 日か
ら 3 台目となる「木のお家」3 号機を研究室に設置し
6

て運用テストを開始 しました。これによって複数の
対象を同時に見守ることがが可能であることが確認
されました。
図 12．曜日毎の確認間隔の最大値
北海道函館市の大塚トメさんの自宅に設置した 2 号機の確認結果をも
とに確認の時間間隔をまとめたものです。2 号機はトイレに設置してい
るので、実際にはトイレの間隔となります。火曜日は最大値が大きくな
りますが、この日は毎週デイサービスを利用しているので、昼間は外
出しているそうです。この結果をもとにユーザ毎に警告メールを送信
するための時間を設定できるようにしています。

5.

写真 2．設置の様子
北海道函館市にある大塚トメさん宅に設置している 2 号機の様子です。
メーラーボードのリセットが可能となるようにボタンを外部に取りけてあ
ります。また、電源ユニットを内蔵するようにしたのでよりすっきりとした
ものにすることができました。

まとめ

「あかずきんちゃん」は一人暮らし老人を簡単に
安否確認するシステムとして開発を始めたものです。
そのような機能を TCP/IP のネットワークを使って実
現し、現在実用試験中です。このシステムは、「木の
お家」を製作する際に初期費用が必要ですが、あか
ずきんサーバは複数の「木のお家」に対応可能なの
で、既存システムの i-POT などと比較しても、システ
ム全体の運用コストを抑えることが可能となりました。

参考文献
[1] 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
[2] 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
[3] 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
[4] 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/
[5] au KDDI 株式会社見守り歩数計 Mi-Look
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/mobilephone/milook/
[6]エレキット・ウェブ・ワールド 人体感知センサー

写真 3．設置の様子

http://www.elekit.co.jp/product/50532d33323431

2 号と同時に稼働させて 1 台のサーバシステムで複数の見守り対象を
確認することを検証するために 3 号機を作成して研究室に設置してい
ます。写真の右側の白いドーム状の部分に赤外線センサーがありま
す。左側のボタンは黒がリセットボタンで、赤が緊急ボタン、青がお出
かけボタンで、それぞれサーバプログラムを開発する際の検証用とし
て使用しています。

[7]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
[8]PLANEX 無線 LAN ブリッジ
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf300n2/
[9]illustAC http://www.ac-illust.com/
イラストをお借りしたサイトです。
[10]とらドラふぉんと

6

http://skboo.net/labo/toradora/

研究室には先生以外には見守るべき老人がいないので、事実上ゼ
ミ生の活動確認装置として働いています。
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付録

大塚ゼミ・ゼミ生名簿

千葉ゼミ・ゼミ生名簿

おおつかゼミ生名簿
-------------------------------------------------------------------------------ゼミ期数の法則

牧野ゼミ期数+2
千葉ゼミ期数+15

＝ 同期の大塚ゼミの期数
＝ 同期の大塚ゼミの期数

第 1 期生：平成 9 年度卒
小堀 克臣
こぼりかつおみ
滝口 暎子
たきぐちひでこ
○ 渡辺 薫
わたなべかおり

柔軟かつ強力なネットワークセキュリティ
地域教育ネットワークの現状と展開
麗澤大学におけるインターネット利用の状況

第 2 期生：平成 10 年度卒
○芦澤朋美
あしざわともみ
呉云
ごうん
白木美保
しらきみほ

地域教育ネットワークの現状
マルチメディア環境の現状とその課題
教育用ネットワークの普及とその課題

第 3 期生：平成 11 年度卒
梅津彰能
うめづ あきよし
高橋希久 朗
たかはし きくろう
○朴紀秉 ぱく きぴょん

情報教育におけるプッシュ配信技術利用の可能性
教育ネットワークにおけるマルチキャストの活用
－IPmulticast によるしし座 流星群観察学習を通して－
学校ネットワークの次世代技術 －IPv6 移行へのシナリオ－

第 4 期生 平成 12 年度卒 該当ゼミ生なし
第 5 期生：平成 13 年度卒
王晴晴 うぁんちぇんちぇん
遠藤麻里 子
えんどうまりこ
高橋哲也
○塚本正隆
深山陽美

たかはしてつや
つかもとまさたか
みやまひろみ

第 6 期生：平成 14 年度卒
上杉裕幸
うえすぎひろゆき
上田美栄 子
うえたみえこ
○大鷲正和
おおわしまさがず
郭強

かくきょう

藤田美絵

ふじたみえ

第 7 期生：平成１５年度卒
新井可乃 子
あらいかなこ
金子哲也
かねこてつや
○呉東哲 ごとうてつ

TV 会議システムと教育的 応用
学校教育ネットワークにおけるセキュリティ
－校内 LAN 分割に用いるローカルルータの性能評価－
学校情報化における校内 LAN の役割とその構 築
教育現場におけるインターネット利用の諸相
－学校インターネット運用の現状と諸問題－
無線 LAN 装置の性能および電磁波強度の測定

校内 LAN へのブロードバンドルータの応用
Web キャッシュサーバの性 能向上に 関する一 方策
物理アドレス認証付きマルチインターフェース
DHCP サー バの実装と運用 ☆
ギガビットネットワークに 対応するネットワークベンチマーク
テスト機の試 作とギガビットルータの性能評価
IT 講習会に対応する PC 教室ネットワーク構成の
動的変更システム（MIE）
カメラ付き携帯電話に対応する Web 掲示板システムの 試作
Web インターフェースによるメーリングリスト管 理システム
-KIU 標準メーリングリストシステム機能強化校内トラフィック記録システムの試作 ☆
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第 8 期生：平成 16 年度
大木涼子
おおきりょうこ
インターネットによる定点気象観測ユニットの試作
大塚香織
おおつかかおり
校内 LAN におけるポート単位のトラフィック測定システム
大波純子
おおなみじゅん こ 遠隔再起 動システム“リモートでポン”の開発と運 用 ☆
○柴崎恭一郎
しばざききょういちろう
学校単位に設置する不正侵入検知システムの構築
林嬌
りんきょう
学校教育用マルチメディア配信システムの構築
第 9 期生：平成 17 年度
○掛野裕行 かけのひろゆき
第 10 期生：平成 18 年度
○七社耕造 しちしゃこうぞう

第 11 期：平成 19 年度
遠藤啓介
えんどうけいす け
○黄炎晟 こうえんせい

NTP を用いた学校チャイム管理システムの試作と運用 ☆

学校単位に設置するネットワーク監視システムの
開発と運用 ☆
- 自動更新機能とルー プ検知機能を持つ新 ANNEX -

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 ★
電子メールで 投稿する Blog システム"PLOG"の構築 ☆

第 12 期生 該当ゼミ生なし
第 13 期生 平成 21 年度 (13 期より 15 期までは牧野ゼミ合同の NetTeam として活動)
○鄒運祥 しゅううんしょう
ネットワークを使ったスタンプラリーシステムの構築
林飛峰
りんひほう
赤外線センサーを用いた防犯システム
- お留守番にゃんこ 2 号の開発 第 14 期生 平成 22 年度
○馮 嶷威
ひょう ぎい
本村 哲也
もとむら てつや
第 15 期生 平成
落合あゆみ
○渡部 伸之
潘 東一

千葉輝久
聴講生

音声通知を行うネットワーク死活監視システムの開発
2009 年松陰大学陸上部へ移籍

23 年度卒業見込み
おちあいあゆみ
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
わたべのぶゆき
電力情報集約システム ～GRIP～の製作
はんとういち
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

ちばてるひさ
（土井ゼミ所属）

Java による Android アプリケーション 試作と評価

第 16 期生 平成 24 年度卒業見込み
○藤城江美子
ふじしろえみこ
第 17 期生

平成 25 年度卒業見込み

該当なし （募集中）

（平成 24 年 1 月現在）
記号
○印はゼミ長を 示す
☆マークは合同卒論発表会最優秀賞を示す（平成 14 年度から 19 年度まで優秀賞選定が行われた）
★マークは優秀賞を示す（平成 19 年度のみ）
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外国語学部
千葉庄寿ゼミ
ゼミ生名簿
（学籍番号順）
■第 1 期生（13 名）○ゼミ長 ●副ゼミ長

学籍番号

ふりがな

専攻

あゆは りょう
いしい まこと
こじま ひろき
やまだ だいち
あおやぎ みき
かきうち こうすけ
かわかみ あつし
きたじま ひろとし
くらもち みほ
ぬまじり ゆういちろう
ふるかわ かずゆき
みぞぐち あゆこ
やまざき みさき

英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻

■第 2 期候補生（15 名）
学籍番号
氏名

ふりがな

専攻

1104310026
1104310050
1104310068
1104310092
1104310464
1104310498
1104310662
1104310688
1104320348
1104320497
1104320562
1104320968
1104321073
1104330016
1104340065

あらい みかこ
いけだ さおり
いまいずみ ももこ
えのもと ゆか
にし えりこ
ねもと かな
やまざき みすず
やまだ みく
さいじょう まみ
すずき ますみ
たおか さおり
まつやま なほみ
やまむろ しおり
あべ かずなり
かまた つばさ

英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
英語・英米文 化専攻
国際交流・国際協力 専攻
ドイツ語・ドイツ文化専攻

1084310038
1094310036
1094310275
1094310663
1094320019
1094320241
1094320290
1094320365
1094320415
1094320928
1094321033
1094321132
1094321207

氏名
阿由葉 亮
石井 誠
● 小島 宏紀
山田 大智
青栁 美紀
垣内 康輔
川上 敦史
北嶋 大稔
倉持 美帆
○ 沼尻 雄一郎
古川 和幸
溝口 亜由子
山崎 美咲

荒井 美香子
池田 沙織
今泉 桃子
榎本 有花
西恵理子
根本 佳菜
山﨑 美鈴
山田 祐未
西條 真未
鈴木 真澄
田岡 沙織
松山 奈保実
山室 志織
阿部 一成
鎌田 翼
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