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Twitter と Wiki を使った自動情報提示システム
山之上

卓†1

概要： Wiki に書いたスクリプトに従って, 自動的に Twitter で tweet する情報提示システムと, その開発と利用例
について述べる. ここで, 実際に tweet するホストと スクリプトが書かれている Wiki のサーバのホストとは独立し
ている. このシステムを使って着る電光掲示板を拡張し, それを使って, フルマラソンのスタートからゴールまで,
周りの参加者や沿道の観衆にメッセージを送り続けることができた. このシステムを拡張し, インターネット上の応
用システムの障害対策や, ハードウェアやソフトウェアの更新等によるダウンタイムの低減に役立てることについて
も検討を行う.
キーワード：Twitter, Wiki, Bot, Resilience

An Automatic Noticing System using Twitter and Wiki Software
TAKASHI YAMANOUE†1
Abstract: A system which tweets messages automatically, is shown. The system is a kind of bot networks, bots of which are
controlled by commands on a wiki page, according to the script in the wiki page. We have constructed a wearable LED matrix sign
which tweets automatically, using this system, and we have applied this to a public relations in a full marathon race. We also
consider to use the structure of this system to enhance the resilience of application systems.
Keywords: Twitter, Wiki, Bot, Resilience

1. はじめに

何をつぶやくかを記述したコマンド列が書かれた Wiki サ
ーバ上の Web ページと, このコマンド列を定期的に読み込

Wiki に書いたスクリプトに従って, 自動的に Twitter

み, そのコマンドに従って Twitter に tweet する, プログ

で tweet する情報提示システムを開発した. ここで, 実際

ラム, Bot, で構成されている. このプログラムは, この

に tweet するホスト(Bot)と スクリプトが書かれている

Wiki ページを持つ Wiki サーバ一で動作する必要はない.

Wiki ページのサーバ(Wiki サーバ)のホストとは独立して
いる.

本システムを組み込んだ Wearable マラソン掲示システ
ムの概要を図 2 に示す. メッセージを送るコマンドには,

このシステムと「Twitter と連携した着る電光掲示板」[1]

特定のハッシュタグをつけてメッセージをつぶやく指示が

とを組み合わせて「Wearable マラソン掲示システム」を構

書かれている. Bot はコマンドを実行することにより, この

築した. 2016 年１月 10 日に開催された第 35 回いぶすき菜

ハッシュタグが付いたメッセージを twitter でつぶやく.

の花マラソン[2]において, この Wearable マラソン掲示シス

着る電光掲示板は, このハッシュタグが付いたメッセージ

テムを使って, スタートからゴールまで, 約６時間, 連続

を, 電光掲示板に表示する. 着る電光掲示板は, それが現

して, 掲示システムの電光掲示板の周りの走者や沿道の観

在いる位置を定期的に twitter でつぶやく機能も持ってい

衆に対し, 連続して様々な情報提示を行うことができた.

る. このハッシュタグを知っている一般の twitter のユーザ

本システムは一種の Bot ネットワーク[3]と見なすことが
できる. Bot ネットワークにおける Bot が本システムの Bot

が, このハッシュタグを付けてつぶやくと, そのつぶやき
も電光掲示板に表示される.

に相当し, Bot ネットワークにおける C&C サーバが本シス

2016 年 1 月 10 日に開催された第 35 回いぶすき菜の花マ

テムにおける Wiki サーバに相当する. 悪性の Bot ネット

ラソンにおいて, この Wearable マラソン掲示システムを

ワークは, 多くの情報システム管理者が対策を行っていて

使って情報提示を行った. ランナーが着ている電光掲示板

いるのにかかわらず, その網をかいくぐって動いている.

に, ランナーがスタートするおよそ 40 分前から, ゴール後

悪性 Bot の, この強さのしくみを, 応用システムの可用性・

まで, およそ 6 時間にわたり, Wiki に記述されたコマンド

回復性強化に役立てることについても検討する.

に従ってメッセージを表示させることができた. Bot のつ

2. システムの概要と利用例

ぶやき以外に, twitter の利用者からのメッセージもこの電

本システムの概要を図 1 に,示す. 本システムは, いつ,

光掲示板に表示された. Twitter の利用者に対して, 定期的
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図 1. Twitter と Wiki を使った自動情報提示システムの概要
Figure 1. Concept map of the automatic noticing system
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図 2. Wearable マラソン掲示システム
Figure-2. Concept map of the Wearable Marathon Sign System

図 3. 菜の花マラソンで表示させたコマンドが記載された本システムの Wiki ページ
Figure 3. The Wiki page which has commands for showing messages at the 35 th Nanohana marathon.
に, ランナーの所在位置も提示された.
図 3 に, 菜の花マラソンで表示させたコマンドが記載さ

は実行しないことを表す. このコマンドをページの最初に
入れることで, コマンドの実行を止めることができる.

れ た 本 シ ス テ ム の Wiki ペ ー ジ を 示 す . コ マ ン ド は

命令文 tweet “<文字列>” when “<時間>” は, このコマン

PukiWiki のページの, 成型済テキストの中で, 以下のよう

ドが実行された時間と<時間>が一致したとき<文字列>を

に記述する.

tweet することを表す. <文字列>がハッシュタグを含めば,

左端が”#”で始まる行はコメントである.

そ の ハ ッ シ ュ タ グ が付 い た文 字 列 が メ ッ セ ー ジと し て

“command:”で始まる行がコマンドを示す . ”command:”

tweet される. この文字列の中の <hour> は, その部分が,

の後ろに命令文が続く.

このコマンドが Bot で実行されたときの時刻の時間で置き

コマンドは上の行から下に向かって順番に実行される.

換わる. <min>はこのコマンドが Bot で実行されたときの時

命令文”exit.”は, この行が実行されると, それ以降の行

刻の分で置き換わる. <時間>は, 年, 月, 日, 時間, 分, 秒
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を表す数字をカンマで区切った文字列である. ワイルドカ
ードとして “*”を使うことができる. 例えば, ”*,*,*,8,40,0”
は, 毎年, 毎月, 毎日, ８時 40 分 0 秒に tweet が行われる
ことを表す. 従って, tweet “#nanohana13884dn 菜の花マラ
ソンスタート 20 分前 - <hour>:<min>.” when “*,*,*,8,40,0”
は, 毎日, 8 時 40 分に, 「菜の花マラソンスタート 20 分前
-8:40」がつぶやかれることを表す.
図 3 では表示されていないが, このページの下の方では,
4 分から 6 分間隔で様々なメッセージをつぶやくためのコ
マ ン ド が 書 か れ て い る . 例 え ば , command: tweet
"#nanohana13884dn ウ ェ ア ラ ブ ル 電 光 掲示 板 実証 実 験 <hour>:<min>." when "*,*,*,*,32,0" と書かれた行があり,

図 5. Wearable マラソン掲示システムのつぶやき
Figure 5.

図 6
Figure 5.
図 4.

Google map 上の現在位置の表示.
The runner’s position on the google map,

フルマラソンゴール後の Wearable マラソン掲示
システムの表示

Figure 3

A part of tweets of the system.

The Sign of the wearable marathon sign system after
the goal of the full marathon.

ここで記述されたコマンドは, 毎時 32 分に「ウェアラブル
電光掲示板実証実験 x:32 」をつぶやく. ここで x はこの
コマンドが実行されたときの時間である.
図 3 に示したコマンドの列は, マラソンのスタート日ま
での日数のカウントダウンでも使用した. マラソン当日ま
で, 最初の 5 行の左の#をはずして Bot を実行することに
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より, カウントダウンの tweet を行った. マラソン当日には,

Key, Consumer Secret, Access Token, Access Token Secret を

exit 命令が記述されたコマンドの行の左に#を付けて, そ

入力する.

れ以降のコマンドも最後まで実行されるようにした. マラ
ソン終了時には exit 命令のコマンドにつけられていた#を
削除し, 日付のカウントダウン tweet のためのコマンドの
左に#をつけてコメントアウトし, tweet を停止させた.
図 4 にゴール後の「着る電光掲示板」の表示を示す. 光
の加減で見えにくいが, 「福山」が表示されている. 図 5 に,

mainPanel の Connect Twitter ボタンをクリックすると,
twitter にログインする.
Manager url の欄に, コマンドが書かれた Wiki のペー
ジの URL を入力する. Start ボタンをクリックすると, read
Interval に書かれた間隔で Wiki のページの入力を繰り返
す.

ランナーが走行中の Bot のつぶやきと, 着る掲示板からつ

読み込まれたページに書かれたコマンドは, Command

ぶやかれた, ランナーの現在位置のつぶやきの一部を示

の欄に上から順番に表示される. Command の欄に表示さ

す. ”#nanohana13384dn”のハッシュタグが付いたつぶやき

れたコマンドは, exec Interval で示された間隔で, が上から

が Bot のつぶやきである. つぶやかれた時間がつぶやき

順番に実行を繰り返す.

の後ろに付いている. ”#nanohana13384up”のハッシュタグ
が付いたつぶやきが, 着る掲示板がつぶやいた, ランナー

Message の欄には, コマンド実行時のメッセージが表示
される.

の現在位置である. ランナーの現在位置を表すつぶやきを

この Bot は Java で記述した. Wiki ページの読み込み部

クリックすると, Google map に現在位置が表示されるよう

分は, 「Pukiwiki で Java プログラムの起動とそのデータ保

になっている（図 6）.

存を可能とするシステムの試作」[4]や「Wiki と携帯型遠隔
操作端末を使った情報セキュリティ対策システム」[5]など

3. Bot の詳細

で使ったクラスと Factory Method パターンを利用した.

図７に Bot の GUI を示す. 図 7 では, mainPanel のタブが
選 択 さ れ た 状 態 を 示 し て いる . TwitterAuth の タ ブ で は ,

Twitter の API は Twitter4J[6] を 利 用 し た . Apache httpclient[7] も利用している.

twitter に OAuth を使ってログインするための Consumer

図 7. ボットの GUI
Figure 7. GUI of the Bot.
菜 の 花 マ ラ ソ ン 走 行 時 , こ の Java プ ロ グ ラ ム は ,
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Raspberry Pi の上で動作させていて, その Raspberry Pi は
福山の NAT ルータの下の LAN に接続していた. Wiki サー
バは, レンタル VPS の CentOS の上で動作させていた. マ
ラソンスタートまでのカウントダウン時は, 福山で Wiki
ページを書き換えて Bot を操作した. スタート前日から鹿
児島で Wiki ページを書き換えることで Bot の操作を行っ
た.

4. 可用性向上のためのシステムの拡張
本システムにおいては, Bot net の C&C サーバに相当す
る Wiki サーバが停止しても, Bot そのものは動作を継続で
きる. また, もし Bot が複数いた場合, Bot の１台が停止
しても別の Bot が動作を継続できる. この性質を使って,
システムの可用性能力を高める方法を検討する(図 8).
4.1 前提
Bot は定期的に Wiki サーバのページに書かれたスクリ
プトとデータを読み込み, 一定時間内にスクリプトの実行
を終了し, 定期的に実行結果や Bot の活動状況を Wiki サ

図 8. 可用性向上のためのシステム拡張

ーバに書き込むものとする. また, Bot はそれぞれを識別で

Figure 7. System extension for enhance resilience.

きる ID を持つものとする.
4.2 オブジェクト指向言語の継承の利用

“include <class-page-1> or <class-page-2>”
のようなコマンドが利用できるようにする. <class-page-1>

本システムと同様に Wiki ページの読み書きを行う「An

と <class-page-2> は Class が 記 述 さ れ た Wiki ペ ー ジ の

Inter-Wiki Page Data Processor for a M2M System」[8]では, お

URL であり, 最初の URL の読み込みに失敗したら次の

なじような動作を行うスクリプトが書かれた Wiki ページ

URL を読み込む.

すべてに, ほぼ同じスクリプトを記述していた. オブジェ

4.4 Object ページのサーバの failover

クト指向プログラミングの「Class」と「継承」を利用する

Object ページを格納した Web サーバで障害が発生した

ことにより, このような無駄な記述の削減を行うことが可

場合に備えるため, Object ページについてもそれを格納す

能である. Bot が直接読み込む Wiki ページを「Object ペー

る Primary サーバと Secondary サーバを用意する. Bot に

ジ」と呼ぶことにする. Object ページが利用する, スクリプ

対 し て , Primary サ ー バ に ア ク セ ス で き な い 場 合 に

トを「Class」と呼ぶことにする. 複数の, 似た動作をする

Secondary サーバにアクセスするよう指示するため, Object

Object ページが, 似た部分の動作を記述した共通の Class

ページでは,

を利用することでスクリプトの記述量が削減される.

“object page <object-page-1-1> or <object-page-1-2>”

Object ページを Bot が読み込むとき, そこに書かれた

のようなコマンドが利用できるようにする. <object-page-1-

include 命令に従って Class のページ(Class ページ)を読み

1>を実行していた Bot が<object-page-1-1>に実行を書き込

込み, 「継承」を行う. Class ページと Object ページの間で,

もうとして失敗したら, <object-page-1-2>に実行結果を書き

重なった代入やプログラムが存在した場合は, Object ペー

込む. 「An Inter-Wiki Page Data Processor for a M2M System」

ジの記述を上書きする. これによって, オブジェクト指向

では, 読み込んだ Wiki ページのスクリプトもデータもすべ

言語におけるクラスの継承と同様の効果が得られる.

て一旦 Bot が保持していて, 実行結果を書き込むときは,

4.3 Class ページのサーバの failover

これらの保持されていた部分に実行結果の部分を上書きし

Class ページを格納した Web サーバで障害が発生した場

たページを作成し, そのページごと, 書き込みを行ってい

合に備えるため, 同じ Class ページを格納した Primary サ

た. この性質を使うことで, <object-page-1-1>を実行してい

ーバと Secondary サーバを準備しておく. Object ページが

たとき, <object-page-1-1>にアクセス不能になったら, Bot は

Class を継承しようとしたとき, Primary サーバにアクセス

<object-page-1-1>にもともと書き込まれていた実行前デー

できないときは, Secondary サーバにアクセスして Class

タも含めて, <object-page-12>に書き込みを行う. これによ

を継承する. これを実現するため, Object ページでは,

って, 入力データも含めて failover が可能になる. <objectpage-1-1>が復活したら, 同様にして <object-page-1-1>にデ
ータを移行し, 実行が継続される.
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5.3 VRRP

Bot に障害が発生した場合に備えて, １つの Object ペー

VRRP[13]はネットワーク機器の信頼性向上のため一般

ジに対して複数の Bot を待機させ, もともと動作していた

的に使われているプロトコルである. これに対して本論文

Bot が停止した場合, 待機していた Bot を実行させるよう

で述べた信頼性向上の手法は, 応用システムについて扱っ

にする. これを実現するため, Object ページでは,

ている.

“device <Bot-1> or <Bot-2> start after no write for <time>”
のようなコマンドが利用できるようにする. ここで動作し

6. おわりに

ている Bot は定期的に, それが動いていることを示すため,

Wiki のページに書かれた記述を Bot が解釈実行すること

その Bot の ID とその時間を Object ページのデータ部分に

により, 自動的に twitter でつぶやくシステムを開発する

書き込むこととする. Bot は自分の ID が <Bot-1>か<Bot-2>

ことができた. これと「twitter と連携した着る電光掲示板」

であることを確認してページの読み込みを行い, （副作用

を組み合わせて, 自動的にメッセージを表示する着る電光

がない場合は）実行する. もし, Object ページのデータ部分

掲示板システムを作成し, 実際にフルマラソンで利用し,

に書き込まれた Bot の ID が自分で, 書き込まれた時間と

これを着たランナーがスタートからゴールまで周囲のラン

現在の時間の差が<time>以下であれば, 自分が書き込みを

ナーや沿道の観客にメッセージを送ることができた. この

行う. もし, 自分の ID が<Bot-1>か<Bot-2>のどちらかで,

システムを拡張することにより, 障害に強い応用システム

Object ページのデータ部分に書き込まれた ID が自分でな

を実現することについての可能性も検討した. 障害対策の

く, かつ, そこに書かれた時間と現在の時間の差が<time>

部分はコーディングをはじめたばかりで現時点では実現し

を超えたら, 自分が書き込みを行う.

ていない. 今後, セキュリティについての検討も必要であ

4.6 システム更新への応用

る.

この Bot を使った応用システムそのもののシステム更新

謝辞

利用したソフトウェアやシステムの開発者及び,

を, その運用停止時間をできるだけ短くして実施できると

菜の花マラソンで応援していただいた皆様に感謝します.

嬉しい. これは Primary の Class ページが実行されてい
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テムの試作", 情報処理学会 コンピュータと教育研究会第
109 回研究発表会 (CE 研究会), 2011 年 3 月
山之上 卓, 白澤竜馬, 小田謙太郎, 下園幸一. Wiki と携帯
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Takashi Yamanoue, Kentaro Oda, Koichi Shimozono. An InterWiki Page Data Processor for a M2M System, 4th International
Conference on E-Service and Knowledge Management (ESKM
2013), Advanced Applied Informatics (IIAIAAI), 2013 IIAI
International Conference on., pp.45-50, Matsue, Japan., (2013).
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して tweet する機能も持つ. 自分でサーバ等を用意しなく
ても利用できて便利である. しかしながら, これらのシス
テムはテキストファイルに書かれたスクリプトによる制御
はできないようである.
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