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概要：近年，Facebook や Twitter といった SNS（Social Networking Service）が広く普及している．これ
らの投稿を解析したデータから実社会の情報を取得できると考えられるため，このようなデータを社会セ
ンサデータと呼ぶ．筆者らの研究グループでは，社会センサデータを生成および共有するための基盤を研
究開発している．本基盤では，社会センサデータの生成に関する記述を，定義ファイル，関数ファイル，
出力方法設定ファイルに分けて記述する．本基盤と利用者の端末との間でこれらのファイルを入出力する
ことにより社会センサデータ生成プログラムを自動的に作成したり共有できるが，本基盤を入力先や出力
元としてこれらのファイルを入出力できるインタフェースがなかった．そこで本稿では，社会センサデー
タ生成・共有基盤における入出力インタフェースを設計・実装し，関連した入出力インタフェースとの機
能比較を行った．比較の結果，提案するインタフェースが本基盤の入出力インタフェースとして適してい
ることを確認した．

や SourceForge*4 といった従来のプログラムソースコード

1. はじめに
Facebook*1

や Twitter*2

共有サービスの入出力インタフェースでは，基盤システム
といった SNS（Social Network-

を入力先や出力元として三つのファイルの入出力を行えな

ing Service）が広く普及し，様々な人々や地域の自治体等

い．例えば，GitHub ではこれらのファイルをアップロー

により多様な情報が発信されている．これらの投稿を解析

ドして共有できるが，基盤システムを入力先として利用で

することで，実社会の情報を取得できると考えられる．例

きないため，これらのファイルを利用者の端末にダウン

えば，Twitter のツイートを形態素解析し，地震等のイベ

ロードしてから社会センサデータ作成プログラムを作成す

ントを検出したり，投稿場所を推定したりできる [1]．本稿

る必要があった．

では，このような SNS への投稿等を解析して得られるデー
タを社会センサデータと呼ぶ．

そこで本稿では，社会センサデータ生成・共有基盤にお
ける入出力インタフェースの設計と実装を行った．実装し

筆者らの研究グループでは，社会センサデータを生成お

た入出力インタフェースでは，基盤システムを入力先とし

よび共有するための基盤（以下，基盤システム）を研究開

て利用でき，利用者が三つのファイルをそれぞれ指定でき

発している [2]．基盤システムでは，社会センサデータ生成

る．まず利用者はアカウント登録を行い，登録したアカウ

プログラムを三つのファイル（定義ファイル，関数ファイ

ントでログインする．社会センサを生成する際には，利用

ル，出力方法設定ファイル）に分けて記述する．これらを

者が三つのファイルを基盤システムにアップロードする．

記述したファイルを基盤システムにアップロードし，アッ

基盤システムは，社会センサデータ生成プログラムをエ

プロードされたファイルから社会センサデータ生成プログ

ラーなく作成できると，社会センサの生成を実行する．社

ラムを自動的に作成して実行することで社会センサデータ

会センサを検索する際には，社会センサ名やキーワードか

を生成する．また，過去にアップロードされたファイルを

ら条件に合致する社会センサを検索する．検索結果から社

ダウンロード（出力）することで，それらを参考にして社会

会センサデータ生成プログラムを選択すると，詳細なソー

センサデータを生成することもできる．しかし，GitHub*3

スコードが表示され，社会センサの作成方法を確認できる．

1
2
3
*1
*2
*3

大阪大学大学院情報科学研究科
大阪大学サイバーメディアセンター
大阪大学
Twitter: https://www.twitter.com/
Facebook: https://www.facebook.com/
GitHub: https://github.com/

利用者は，検索した社会センサデータ生成プログラムを基
盤システムからダウンロードして再利用できる．
以下では，第 2 章で関連研究を紹介し，第 3 章で入出力
*4
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SourceForge: https://sourceforge.net/

インタフェースの設計について述べる．第 4 章で実装につ

やコピーアンドペーストといった操作で入手でき，公開者

いて述べ，最後に第 5 章で本稿のまとめと今後の課題につ

が許諾した範囲内で再利用できる．同様の管理サービス

いて述べる．

に，Bitbucket*6 や GitLab*7 がある．一方で SourceForge
等では，実行ファイルの共有を目的としたサービスを行っ

2. 関連研究

ている．

センサデータの収集，検索に用いる入出力インタフェー

これらのサービスを利用することで，ファイルの記述内

スや，プログラム共有サービスがこれまでに提供されてい

容を共有できる．しかし，基盤システムを入力先や出力先

る．以下に紹介する．

として利用できないため，利用者は共有されたファイルを
ダウンロードしてから，手動で社会センサ生成プログラム

2.1 センサデータの収集，検索に用いる入出力インタ
フェース

Tanaka らは文献 [3] において，Web ページの分割や集約

を作成する必要がある．

3. 入出力インタフェースの設計

を行える Web インタフェースを備えたシステムを提供し

本章では，筆者らの研究グループで研究開発している基

ている．提案システムでは，Web ページを収集し，収集し

盤システムについて説明した後，入出力インタフェースの

た Web ページの文書構造データやテキストデータを保持

設計について説明する．

している．利用者は，これらのデータに対して Web イン
タフェースを介して分割や集約を行う．文献 [4] では，ク

3.1 基盤システムの概要

ラウドサーバに蓄積されたセンサデータをモニタリングす

筆者らの研究グループで研究開発している基盤システム

るための Web インタフェースを設計，実装している．こ

では，既存の社会センサデータ生成に関する記述の有用な

の Web インタフェースでは，利用者がシステムにセンサ

部分のみ再利用しやすくするために，社会センサデータを

データを挿入したり，条件に合うデータを日時やセンサの

生成するプログラムを，SSFD，SSTD，SSOC の三つに分

種類を指定して検索する機能を提供している．センサデー

割して記述する．

タをリアルタイムにブラウザで表示したり，過去のクエ

SSFD

リに対する結果を表示する機能も備えている．Cross-DB

SNS に投稿されたデータを解析して社会センサデータ

Search[5] は，このシステムを応用したもので，それぞれの

を生成するための関数群を記述する．

センサデータの時空間，概念などの相関を指定した検索を

SSTD

行える．

新たな社会センサを登録するための，社会センサの名

また，ユーザが生成したデータ（UGC）をセンサデータ

前などの識別子を記述できる．また，社会センサデー

として扱う研究が近年増加している（[1], [6]）．その中で

タを継続的に生成するために，社会センサデータの更

も，ニュース速報など報道に関する UGC に着目したアプ

新方法を記述している．検索時は，SSTD に記述され

リケーションが多く，Papadopoulos らの研究チームでは，

たキーワードなどのメタデータを参照する．

スマートフォン向けアプリケーション

*5

を開発している．

SSOC

このアプリケーションでは，複数の SNS への投稿を解析

社会センサデータが生成した時にデータベースへ格納

してトピックを抽出し，画面に現在多く投稿されているト

する方法を記述している．また，社会センサデータと

ピックを表示する機能を提供している．

その社会センサデータ生成プログラムのファイル群

これらのシステムでは，データを解析したり検索する入

（SSFD，SSTD，SSOC）へのアクセス制御をそれぞれ

出力インタフェースを提供しているが，筆者らの基盤シス

設定できる．

テムを対象としておらず，本基盤と利用者の端末との間の
入出力インタフェースとして利用できない．

利用者が三つのファイルをアップロードすると，システ
ムはこれらを構文解析して社会センサデータ生成プログラ
ムを作成する．作成と同時に，基盤システムはプログラム

2.2 プログラムソースコード共有サービス

実行スケジューラへプログラムが実行される条件を登録す

プログラムのソースコードを共有する幾つかの Web サー
ビスが提供されている（[7], [8]）
．GitHub は，バージョン

る．プログラム実行スケジューラにより，利用者が指定し
たタイミングで社会センサデータを生成する．

管理ツールの Git と組み合わせて，開発ツールを Web 上
で管理できるサービスである（[9]）．アップロードされた

3.2 既存の入出力インタフェースの問題点

ファイルは，公開されているソースコードをダウンロード
*5

SocialSensor:
https://itunes.apple.com/gb/app/socialsensor/id906630117

基盤システムでは三つのファイルをアップロードし，構
*6
*7
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Bitbucket: https://bitbucket.org/
GitLab: https://about.gitlab.com/

文解析して社会センサデータ生成プログラムを作成する．

表 1 サーバの仕様
Web サーバソフトウェア
Apache httpd 2.4.18

社会センサデータを作成する際には，利用者が三つのファ
イルの記述内容を基盤システムを入力先としてアップロー
ドすることで，生成プログラムを自動作成できるが，既存

サーブレットエンジン

Apache Tomcat 8.0.30

データベースソフトウェア

MySQL 5.7.10

のプログラムソース共有サービス等の入出力インタフェー
スでは 2 章で述べたとおり，基盤システムを入力先や出
力元として利用できない．基盤システムの入出力インタ
フェースでは，三つのファイルを関連付けた入出力に関す
る機能や，社会センサデータの生成や共有を行う機能が求
められる．

3.3 機能要件
前節で説明した基盤システムにおける入出力インタフェー
スの要求事項として以下が挙げられる．
基盤システムに社会センサデータ生成プログラムのファイ

図 2

グループ登録画面

ル群をアップロードする機能
社会センサを新規に登録する場合，利用者は基盤シス

4.1 実装環境

テムを入力先として作成した三つのファイルをアッ

CentOS 6.7 で動作するワークステーションを用いて入

プロードする．基盤システムは，アップロードされた

出力インタフェースを実装した．構築したサーバで用いた

ファイルから社会センサデータ生成プログラムを自動

諸プログラムを表 1 に示す．クライアント・サーバ間の処

的に作成する．

理には，広く用いられている Java サーブレットにより実

利用者を認識する（ログイン）機能

行し，サーバからデータベースへのアクセスには，同じく

基盤システムにおいて，社会センサデータ生成プログ

Java の API である JDBC を用いた．

ラムのファイル群や社会センサデータをユーザやグ
ループを単位として管理するために，利用者はユーザ

4.2 実装した機能

やグループを登録する．この機能を用いることで，利

4.2.1 ユーザ，グループの登録

用者はファイルへのアクセス権限等を管理できる．
検索したファイルを表示する機能

本システムを初めて利用する利用者は，まず最初に新規
ユーザ登録画面において，自身のユーザ情報（ユーザ名，

基盤システムに登録された社会センサを検索し，表示

メールアドレス，パスワード）を入力する．ユーザ登録を

することで，利用者は社会センサデータ生成プログラ

行った利用者は，ログイン画面において自身のユーザ名，

ムのファイル群や，生成された社会センサデータを確

パスワードを入力し，ログインを試みる．登録されたユー

認できる．登録された社会センサを検索できる利用者

ザとユーザ名，パスワードが一致していれば，システムは

は，社会センサデータ生成プログラムの記述内容に

ログインを許可する．

従って制限される．

登録されたユーザで構成されるグループも同様にして作

基盤システムから社会センサデータ生成プログラムのファ

成できる．グループ作成画面では，グループ名と管理者，

イル群をダウンロードする機能

管理者以外のメンバをそれぞれ入力し，登録ボタンを押し

ファイルを閲覧した後，SSTD，SSFD，SSOC の一部

て登録する．管理者は，デフォルトではグループを作成し

をダウンロードして，新たな社会センサの定義に再利

たユーザになっており，グループのメンバを管理する権限

用できるようにする．

を有する．メンバの入力では，既に登録されたユーザのみ

上記の要求事項に基づいて入出力インタフェースを設計

が登録されるように，図 2 のようにユーザの一覧を表示す

した．入出力インタフェースには，SNS 等で広く用いら

る機能を提供する．

れている Web インタフェースを用いる．図 1 は Web イン

4.2.2 社会センサデータ生成プログラムのファイル群の

タフェースの画面遷移を示している．図 1 の詳細について
は，実装した機能の説明と同時に次章に記述する．

アップロード
利用者がシステムにログインすると，図 3 中のトップ画
面に遷移する．トップ画面からは図 3 に示す社会センサ新

4. 実装

規作成画面へ遷移でき，ここで上述した社会センサデータ

前章で述べた設計方針に基づき，入出力インタフェース

生成プログラムのファイル群を基盤システムにアップロー

を実装した．本節では実装した機能の詳細について述べる．

ドする．それぞれのファイルを選択すると，プレビュー領
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図 1

画面遷移図
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図 3

図 4

メイン画面

アップロード画面

域にアップロードする XML ソース（SSTD，SSOC），ま
たはディレクトリ構造（SSFD）が表示され，アップロー

開に設定された社会センサをそれぞれ表形式で表示してい

ドするファイル内容を確認できる．

る．表には登録されたセンサ毎にセンサ名，作成時刻，最

アップロードボタンを押すと，基盤システムに社会セン

終更新時刻，生成されたデータ数，稼働状況が表示される．

サデータ生成プログラムのファイル群がアップロードさ

稼働状況は，社会センサデータ生成プログラムが実行され

れ，システムは社会センサデータ生成プログラムをコンパ

ている（社会センサを生成している）ときは「稼働中」
，実

イルする．システムから出力されたコンパイル時のログは

行されていない（社会センサが生成されていない）ときは

Web インタフェース上にポップアップウィンドウで表示さ

「終了」のいずれかで表示される．センサデータが生成さ

れる．コンパイルが成功すると，
「実行する」ボタンが出現

れていないなどの異常が見られたときは，図 5 の画面で利

する．このボタンが押されると，システムは社会センサの

用者がセンサデータの生成を強制終了できる．それぞれの

生成を実行する．

センサ名にはリンクが付けられており，クリックすると選

4.2.3 社会センサ一覧・詳細表示

択した社会センサの詳細ページへと遷移する．

利用者は一覧表示と詳細表示を利用することで，システ

詳細表示画面では，アップロードしたファイル群と生成

ムに登録された社会センサ生成プログラムのソースコード

された社会センサデータの値が表示される．社会センサ

や，社会センサデータを確認できる．

データ生成プログラムのファイル群を参照した後に利用者

一覧表示画面ではログインユーザと SSTD により全公

が再利用する場合，次項の手順に従って再利用を行う．
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表 2

図 5

機能比較

入力

共有

履歴

実行

表示形式

提案インタフェース

○

○

△

○

表

Tanaka

×

×

○

○

表

Cross-DB Search

×

×

×

○

地図，グラフ，表

SocialSensor

×

×

×

○

リスト

GitHub

△

○

○

×

―

スにおける機能比較を行う．比較対象は，2 章で説明した

社会センサデータの生成を強制停止する画面

諸システムの中から，Tanaka らのシステム [3]，Cross-DB

Search[5]，SocialSensor，GitHub とした．比較結果を表 2
に示す．評価項目は 5 つあり，それぞれについて以下で考

4.2.4 社会センサの再利用

察する．

以下の二通りの再利用方法が考えられる．

• 社会センサデータ生成プログラムのファイル群をダウ

「入力」では，社会センサデータ生成プログラムのファイ

ンロードした後，改良したものを再びアップロードす

ル群の記述内容をアップロードできるか比較した．GitHub

る場合

は，サーバに複数ファイルをアップロードできるが，それ

まず，図 6 の左側の画面で必要なファイルを SSTD，

SSFD，SSOC のそれぞれについて選択する．選択した後，

ぞれのファイルから社会センサデータ生成プログラムに必
要な部分を関連付けられない．

左側の画面で Download ボタンを押すと，基盤システムか

「共有」は，アップロードした解析プログラムを他者に

ら利用者の PC にファイルがダウンロードされる．ダウン

共有する機能の有無を示す．共有を行えるのは，提案イン

ロード形式は，一つを選択した場合には選択したファイル

タフェースと GitHub である．GitHub と異なり，提案イ

形式，2 つ以上選択した場合にはアーカイブファイル形式

ンタフェースでは，公開範囲を全公開，グループ，非公開

(zip）で保存される．

の三つから選択できる．

• 社会センサデータ生成プログラムのファイル群を変更

「履歴」は，過去の編集内容を参照できる機能である．

GitHub では，Git によりバージョン管理ができるため，プ

せずにそのまま再利用する場合
図 6 左側の画面は，アップロードされた SSFD の関数群

ロジェクト単位で変更点を確認できる．Tanaka のシステ

を選択した状態である．左側の画面で Reuse ボタンを押す

ムにおいても，簡易的な履歴検索は可能である．しかし，

と，右側の画面に遷移する．右側の画面では，過去にアッ

提案インタフェースでは，社会センサデータ生成プログラ

プロードされたファイルを再利用し，新たな社会センサを

ムのファイル群に変更が起こった場合には別のセンサとし

作成する画面である．このようにして，社会センサデータ

て登録する設計になっており，履歴を参照する場合には，

生成プログラムを再利用できる．この例の場合，SSFD を

検索機能を用いて社会センサを取得する必要がある．ま

再利用したため，さらに SSTD と SSOC をアップロードし

た，Cross-DB Search や SocialSensor では履歴閲覧の機能

て新たな社会センサを生成できる．

を提供していない．
「実行」は，アップロードしたプログラムを実行できる

5. 考察

機能である．GitHub はファイル共有機能のみを提供して

5.1 実装した入出力インタフェースにおける三つのファ

いるため，そのプログラムを実行できず，動作確認には利
用者の PC へダウンロードしてから実行する必要がある．

イルのアップロード方法

3.1 節で説明した通り，社会センサデータ生成・共有基

最後に「表示形式」は，生成された社会センサデータの

盤における入出力インタフェースでは，三つのファイルを

表示機能の有無を示している．提案インタフェースを含め

基盤システムを入力先としてアップロードすることで，社

て，表形式で表示する方法が多くとられている．Cross-DB

会センサデータ生成プログラムを自動的に作成できる．提

Search は，グラフや地図といった複数の表示形式を組み

案する入出力インタフェースでは，3.3 節の設計方針およ

合わせて利用者に提示する．SocialSensor は，検索結果の

び図 4 に示す実装により，ファイル群を記述内容を関連づ

ニュースを画像，テキストを組み合わせたリスト表示で利

けてアップロードできる機能を提供しており，既存のプロ

用者に提示する．

グラムソースコード共有サービス等の入出力インタフェー
スの問題点を解決している．

以上より，実装したインタフェースでは，社会センサ
データ生成プログラムを自動的に作成でき，基盤システム
に適しているといえる．しかし，他の入出力インタフェー
スと比べて履歴や表示の機能が不足しているため，今後の

5.2 機能比較
本節では，提案システムと既存システムのインタフェー

改良を考えている．
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図 6 SSFD を再利用する画面

6. おわりに

[5]

本稿では，社会センサデータ生成・共有基盤における入
出力インタフェースの設計と実装を行った．複数のファイ
ルを記述内容と基盤システムにアップロードするために，

[6]

三つのファイルの入力部分を設け，利用者が三つのファイ
ルをそれぞれ指定できるようにした．表示機能から社会セ
ンサをダウンロードし再利用することで，次の社会センサ
の作成を簡単に行える．また，本稿では既存システムとの

[7]

機能比較を行い，提案するインタフェースが基盤システム
の入出力インタフェースとして適していることを確認した．
今後，社会センサデータを連続的に出力する場合や，デー
タが更新される度に社会センサデータを作成するインタ
フェースの開発と，履歴や表示の機能の改良を考えている．

[8]
[9]
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