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序文

今日、RFID はありふれた技術となっている。JR 東日本の「Suica」や株式会社パスモの「PASMO」

は大多数の方が使用されているだろうし、セブンイレブンの「nanaco」やイオングループの

「WAON」などの非接触 IC カード方式の電子マネーを使われている方も多いだろう。世界から見

たときに主に機能面で独自の進化を遂げていることから日本の携帯電話を「ガラパゴス・ケータ

イ ( ガラケー )」と呼ぶことがある。このガラケーのほとんどに「おサイフケータイ機能」が搭

載されていることは皆さんご存知の通りだ。

このように RFID 技術の適用先は普段目にする例だけ見ても、IC 交通乗車券や電子マネー、学

生証に運転免許証と枚挙にいとまのないものとなった。

本書ではソニーが開発した RFID 技術方式、「FeliCa」を使ったスタンプラリーシステム「FeliCa

でスタンプラリー」について取り上げる。書名末尾の「2」は、本書が去る 2010 年 12 月のコミッ

クマーケット 79 にて頒布された『FeliCa でスタンプラリー - 基礎から学ぶ？ RFID-』の内容補

強版だということを意味している。「FeliCa でスタンプラリー」は、筆者が felicalib というフリー

のライブラリを使って開発したものである。

今回は「素人によるシステム開発」に着目して、システムの開発段階を企画、設計、調査、構

築、運用の五つに分けて紹介したいと思う。基礎知識として RFID や FeliCa の技術仕様について

も触れるが、本書でこれらはあくまで付随的なものである。各利用技術に関する子細な情報は各

文献をあたってほしい。

対象読者としては、「何かプログラムを作ってみたいけど技術が足りない！作れない！」とい

うかつての筆者のような方を想定している。筆者自身がそうだったから、その歩んだ道を記すこ

とによって情報系学生の一つのヒントにくらいなればという願いをこめ本書を著した。本書を読

んで、読者の方の気ままなシステム開発の第一歩としていただけると幸いだ。

ただし筆者自身、開発手法や専門知識、経験に関してはまだまだ発展途上にある。特にこの春

に大学院に進学してからは現在進行形でそれを思い知らされている。筆者より高度な知識を持た

れる読者の方には、ぜひご指南いただければ幸いに思う。

最後に本書を著すにあたり素敵なイラストを提供してくださった紫オレンジ先生、ゲストペー

ジを寄稿してくれたバリバリババ君、表紙をデザインしてくれた同級の N くんに感謝の言葉を。

ありがとうございました。そして、わっち、立華さん、梢さんと衣更ちゃんにも、ありがとう。

まどろみはじめ

サークル：アトリエのどか　代表



本について
お気づきの通り、今回はオライリーちっくな雰囲気にさせていただきました。

DTP ソフトも InDesign などという上等なものを試験的に使ってみました。

挿絵について
ここ数回、ゲストページや表紙・裏表紙、サイトのトップ絵などでお世話になっ

ていた紫オレンジ先生が今回はなんと、サークルカットと挿絵まで描いてく

ださりました。可愛いイラストで彩られた本編をどうぞお楽しみください。

内容にはまったくと言っていいほどそういう要素入っていませんけどね……。

ゲストページについて
縁あって、今回はイベントスタッフ仲間のバリバリババ君にホップなわっち

をいただきました。イラスト全体から彼独特の雰囲気が出ていて良い感じで

すので是非ご覧ください（本書末尾）。男キャラが得意で女キャラはちょっと

……とのことですが、可愛らしく描いてくださっております。ありがとうご

ざいました。

キャラについて
わっちと『なＥ（なれる！ＳＥ）』のお二人に最近ハマったゲーム『恋チョコ』

より衣更ちゃんをお迎えして、いよいよカオスなことになってまいりました。

申し上げる必要もないとは思いますが私の趣味です。前回電撃文庫つながり

で何とか保っていたバランスでしたがもはや何の脈絡もありません。オレン

ジ先生にはお仕事等で多忙中、本っ当にありがとうございました。おかげさ

まで美しい装丁の本になっております。自分も頑張って絵を描けるようにな

ろう！（言うだけならタダ）

はしがき
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１章

開発の背景

これから電子スタンプラリーシステムの開発過程を解説するにあたり、本章ではそのプロジェ

クトの背景を紹介する。なぜスタンプラリーなのか？なぜ FeliCa なのか？これら疑問に答えて

いく。

１．１　概要

筆者の在学していた学校では毎年夏にオープンキャンパスを開催していた。このイベントの中

で、一般の方にも広く学校を知ってもらうのがその目的だ。そこで各学科はそれぞれの専門分野

に関する展示や実演などを行っていた。

情報系学科にカテゴライズされる筆者の所属研究室では近年の恒例として、RFID に関する展

示をしていた。この機会に乗じて、せっかくなので筆者は RFID 技術を使ったプログラムを開発

してみることにしたのだ。それが 2008 年度のことだった。

初めての試みは RFID を使った展示物としてカードに当選確率と学科情報を書き込んで実現す

るルーレットプログラムを作成した。二度目の試みとなる昨年 2010 年度、2009 年度にインター

ンシップ先で見かけたシステムをヒントに、RFID 技術を使ったソニーの技術方式『FeliCa』を

利用したスタンプラリーシステムを構築することにしたのだ。

１．２　スタンプラリーシステム開発に至る歴史

筆者がスタンプラリーシステムを企画する全てのきっかけとなったのは、2008 年の夏に所属

学科の教員から「オープンキャンパス用のプログラムを作ってみないか」と誘われたことだった。

当時の筆者の能力は、オブジェクト指向をようやく形にできる程度であった。システム開発の

経験も、演習で Eclipse + Java を用いてなんちゃってオブジェクト指向プログラムを作ったのみ

であった。実際には、熱意はあったが機会がなかった。情報系の資格を沢山とっても開発経験が

なかったのだ。

故に筆者は経験のためにオープンキャンパスプログラム作成を二つ返事で引き受けた。作成の

ために用意された備品は、C# 関連の参考書 2 冊とオムロンの RFID アプリ開発キット（RFID カー

ド、リーダ／ライタ、SDK、マニュアルのセット）だった。
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使用言語が C# だったのは単にオムロン社の SDK が対応しているからという理由のようで、

C# 未経験の私は言語仕様の勉強と並行して SDK のマニュアルを読み進めなければならなかった。

数日間マニュアルと格闘し、その後見よう見まねで試してみると RFID への書き込み／読み込

みを実現することができた。

筆者は RFID を使ったルーレットプログラムを完成させ、学科のブースで展示した。それはカー

ドに書き込んだ数バイトの数値列からプログラム中でスイッチさせ当落を抽選するという代物

だった。音と視覚効果が功を奏したのか、低年齢層のウケが良かった。それを嬉しく感じた。

2009 年はインターンシップに参加したためオープンキャンパスを欠席したが、2010 年に再

びオープンキャンパス用プログラム作成の機会を得た。

「FeliCa でスタンプラリー」のアイデアは、2009 年のインターンシップ中にあった。その企

業では社員の家族向けに会社を解放するイベントを行っていた。丁度オープンキャンパスに似た

感じだ。インターン生の私は、せっかくということでそのイベントの手伝いにアサインされた。

そこで行われていたのが RFID タグを利用した会社全館規模のスタンプラリーだったのだ。

そのシステムの開発者とお話してみると、彼は 3 週間程度でこれほどのシステムを構築した

という。それを聞いた時、頑張れば私にも真似できるかもしれないと思った。それがモチベーショ

ンになった。思えば 2008 年の学祭用に開発したネットワークを使用したクイズプログラム（通

称「わっちクイズ」）も、クイズマジックアカデミーというアーケードゲームを真似したいとい

う気持ちが原動力になった。時に猿真似は当人の意欲向上に一役買うのかもしれない。

実は筆者の母校でもオープンキャンパス時に全学科を通しての企画として学校全体で紙のスタ

ンプラリーを行っていた。このことと前述インターンシップでのシステムが頭の中で結び付き、

自分流・電子スタンプラリーシステムを開発してみようと思った。最終的に学校全体で実現でき

たら面白そうではないか。

RFID デバイスとして自然な流れであればオムロンの開発キットを利用したいところだったが、

オムロンが 2009 年に RFID 事業から撤退してしまっていた。そして研究室には RFID 用として

FeliCa 用のリーダ／ライタ、PaSoRi（RC-S320）が放置されていた。これらの要素より、筆者は

FeliCa に着目したのだ。

果たして、FeliCa を使ったスタンプラリーシステムを構築することになった。



3

２章

ＲＦＩＤに関する調査

FeliCa は RFID 技術の内の一つに分類される。本章では「FeliCa でスタンプラリー」のコア技

術である RFID と FeliCa の技術調査結果を載せる。より詳しい RFID に関する情報は文献 [1] が、

FeliCa に関する情報は文献 [3] ～ [5] が詳しい。

２．１　ＲＦＩＤって何だ？

RFIDは、Radio Frequency IDentification の略で、日本語では「無線個体識別」程度の意味である。

FeliCa は RFID 技術の一種なので本節では、大きなくくりとしての RFID を解説する。

２．１．１　バーコードとＲＦＩＤ

RFID は次世代バーコードと呼ばれることがある。個体識別の従来の手法としてバーコードが

広く使われているからだ。まずは実用上の「個体識別」を捉えるためにバーコードの歴史を振り

返ってみよう。

1972 年、スイスのスーパーマーケットで POS（Point of Sales）システムが導入された。商品

の売り上げを管理するために用いられるこの POS システムは今日では当然のものであるが当時

は画期的なものであった。それまでも POS の考え方はあったが、コードの規格が統一されてい

ないなどで上手く機能していなかった。このシステムで使われたのがバーコードで、商品に付与

した共通番号をリーダで効率的に読み取るために用いられた。

バーコードはその翌年、UPC（Universal Product Code）としてアメリカで規格化された。そ

れに対抗するように 1977 年、ヨーロッパでも EAN（European Article Number）を制定した。

日本では 1978 年にバーコードを JAN コードとして制定したが、これが本格的に広まったのは

コンビニで採用されてからだった。

商品製造時に商品にバーコードを付与することをソースマーキングという。ソースマーキング

は多くがパッケージに直接印刷されるため、製造業者のコスト負担となる。このことはコストの

上昇やデザイン面での問題となる。そのためバーコードの導入において製造側ではインセンティ

ブを働かせなかった。

しかし、当時勢いのあったコンビニが 82 年から 83 年にかけて取引先に対してバーコードを

強制したために爆発的に普及した。これにより、はじめ 10% 程度だったソースマーキング率は 2,3
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年で 90% まで上昇した。当初こそバーコードを印刷したラベルを小売で貼り付けていたが今で

は印刷会社がパッケージにあらかじめ印刷するという形態が一般的である。バーコード自体は、

製造会社と品名だけが国番号から記述される 12 から 14 桁の簡単なものだ。これを利用してレ

ジでは大幅な効率化が行われている。

その後、IT システムの普及とともに管理する情報量は飛躍的に増加し、商品に含めるデータ

量を増やすために 2 つの方法でバーコードは拡張された。一つは 2 次元バーコードで、これに

よりコード自身に持てるデータ量を拡張した。もう一つはバーコードにはシリアル番号など最低

限の情報のみを持たせ、これを鍵としてネットワークを介して外部のデータベースから得る方法

だ。そしてこの方法の典型が RFID である。

RFID は第二次世界大戦において既に利用されていたらしい。1948 年、イギリスは自国の飛

行機と敵のそれを区別するために初めて RFID を用いたとされる。

その後、1978 年には牛に RFID を埋め込む実験がシカゴ大学で行われ、体温など牛の健康管

理に用いられた。最近では車の盗難防止を目的としたものとしたイモビライザがある。これは

RFID を埋め込んだ鍵を車の方のリーダで認識し、あらかじめ登録された ID と一致したときにの

みエンジンをかけるというものだ。RKE（Remote Keyless Entry）と呼ばれる遠くから車のドア

を開けたり、エンジンをかけたりする仕組みも RFID を用いている。

RFID は量産による価格低下に目処がついたこと、通信距離や速度など読み出し性能の向上、

そして国際的なインタフェースの標準化を背景に 2000 年代に入って急速に注目を浴び始めてき

た。RFID は、その機能的な特徴からこれまで提供できなかったサービスを可能にする。バーコー

ドでは情報を読み取ることしかできなかったが、RFID には情報を書き込むことができる。

図 2-1　さまざまなバーコード
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３章

プロジェクトの企画

ここまで FeliCa を使ったスタンプラリーシステムの、特に RFID や FeliCa 周りについて述べ

てきた。本章からは筆者がシステムを企画し、構築し、そして運用するまでの過程を順を追って

みていきたいと思う。

プログラム周りだけで言えば「FeliCa でスタンプラリー」は筆者単独で開発した。この経験か

ら特に個人でのシステム開発の勘所を筆者の体験談を交えて伝えていければ、と思う。

３．１　ソフトウェア開発手法

まずは、ソフトウェア開発の基礎知識としてその開発手法を紹介したい。情報処理技術者試験

などに馴染みのある読者であれば恐らく聞き飽きた内容であろう。

本書ではそれら専門知識を実践に移すことを目指す。ここで説明するのはソフトウェア開発手

法の内でも特に馴染み深いウォーターフォールモデル、スパイラルモデル、成長モデル、アジャ

イルソフトウェア開発とXPの理念である。

３．１．１　ウォーターフォールモデル

ウォーターフォールモデルは、ソフトウェア開発工程の段階を、上流から下流に向けて作業を
進めていくプロセスモデルだ。要件定義、設計、実装、テスト、運用・保守と開発が進んでいく

様が丁度、水の流れ落ちるのに似ていることからこの名前がついている。

図 3-1　ウォーターフォールモデル
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ウォーターフォールモデルはシンプルであるが故、企業などで大人数で開発をするのに適して

いる。経験上、納期が決まっているシステム開発は基本的にこのモデルにのっとって進められて

いる気がする。ウォーターフォールモデルにおいては各フェーズの最後にレビューを行う。

次の段階へ入る前にレビューを行うが故、経験のある開発者、例えば上長などはその嗅覚で問

題点を的確に探り当てる。ウォーターフォールモデルで次の段階に進めることは、すなわちお墨

付きをもらえたことを意味する。特に前例があり、その規模が予測できるプロジェクトにウォー

ターフォールモデルは有効である。

反面これを実践する初心者にありがちな傾向として、あるプロジェクトの保守・運用までを一

見それらしく設定しておきながら、いつまで経っても仕様設定から先に進めないことがある。そ

してスケジュールが壊滅的に遅れた後、最終締め切り直前になり焦って先に進めようとすること

になる。特定の誰かのことを批判しているのではない。実際に筆者の過去の卒業研究がそうだっ

たのだ。当時の心情としては、大きな目標を立てて、そこに至るまでのスケジュールをトップダ

ウンで設定してみるものの、どこか現実味のない感覚に襲われたことを覚えている。

これは結局、完成までの道のりを具体的にイメージできていないからだと推察する。スケジュー

ルを立てることやドキュメントを残すことは大切だ。しかし、それに拘泥しすぎるがあまり肝心

の最初の一歩を踏み出せなくなってしまうのもよく目にする光景である。

実際にウォーターフォールモデルを採用して満足にソフトウェア開発ができるようになるに

は、おそらく相当な実績と経験が必要になると思われる。スケジュール主体のプロジェクトにお

いてこのモデルは考え方が非常に単純でありながら、実際にそれを上手く回していくのはすごく

難しい手法である、と筆者は考えている。

私見として、少人数、特に個人でのシステム開発においてこの手法は有効ではないと思う。何

というか、「気ままなシステム開発」をする上では堅すぎるのである。ほぼ単独で開発を進める

ようなケースであれば、次項以降紹介するスパイラルモデルやアジャイルなどのように「とにか

く動くものを作って」モチベーションを維持したほうが良い結果が得られると思う。

３．１．２　スパイラルモデル

スパイラルモデルは、全体を独立性の高い部分に分割し、分割した部分 ( サブシステム ) ごと
にシステム開発を行う。各サブシステムごとに要求定義や外部仕様の明確化・確認を行うために

プロトタイプを作成しその後ウォーターフォールモデルで開発を行う。ウォーターフォールモデ

ルと異なりスパイラルモデルでは、時間の経過に対応した処理の流れはらせん状になる。ある方

向に向けて繰り返しながら成長していくような形状を持つ。

プロトタイプ：利用者の仕様を確定する時点で利用者に見える部分 ( 画面や帳票な
ど ) の試作品のことじゃな。
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４章

ＵＭＬを使った仕様設定

システムの仕様を明確化し、ドキュメントとして残すためのツールに UML（Unified Modeling 

Language、統一モデリング言語）がある。UML は複雑なソフトウェアシステムを仕様化、設計、

構築、あるいは理解しなければならないあらゆる人々にとって役に立つ。

「FeliCa でスタンプラリー」開発時に筆者は授業で UML を学んでいた。だから、システムに

も応用してみようと思った。実のところ筆者が描いた UML は粒度の面では粗くも細かくもない

中途半端なものであるが、素人が個人でやるソフトウェア開発の上では十分に役に立った。学生

読者におかれても「使えるものは使ってしまおう」程度の軽い気持ちで UML に挑戦してみてほ

しいと思う。UML にはいくつもの図が存在するが、この内本書では筆者が実際に導入したユー

スケース図とシーケンス図を紹介する。

４．１　ユースケース図

システム開発の中でも特に分析・設計の出発点となる UML がユースケース図だ。ユースケー

ス図は主にユーザの要求を表現する目的で作成され、システムの機能を利用者の観点から手順的

にまとめたものである。

筆者はスタンプラリーシステムを大きく、アプリケーション部、ネットワーク部、データベー

スアクセス部、FeliCa アクセス部に分けた。そしてシステム全体で共通のデータをクラスとして

定義し、これを基準に各部分のデータのやり取りをすることを考えた。開発時、私は正直書きた

いコードを頭の中に確定できていなかった。それでひとまずユースケース図をかいてどのような

機能が必要なのかを調査してみた。ここではそれらを紹介させていただこう。

共通のデータ：実際には、コードを書くうちに「あれ？これ共通データ型定義し
たほうがやりやすくね？」と思い立ちそこからモジュールを抜き出したとか。

４．１．１　ユースケース図の書式

まず基礎知識としてユースケース図の書式を概説する。ただし、ここでは特に今回使用した記

法のみ示す。記法は他にもあるため、興味を持たれた方は別途調べてみるのもよいだろう。
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５章

技術調査

本章ではいよいよスタンプラリーシステムを開発するための各種の実践的技術を解説する。

コーディングする過程が最も楽しく、そして完成するモノに直結する作業であるのにも関わらず、

プロジェクトにおいてそこに至るまでの道は長い（作り終わった後の片づけも大変である）。

経験上、多くの人がそこに至るまでの道中で挫折し諦めているように思える。故に単独でのプ

ロジェクトでモチベーションを維持するためには「プロジェクト管理」という鞭と「コーディン

グ」という飴をどう使い分けるかが肝要であると筆者は考える。要領を得ないうちは時たまサブ

プロジェクトとして「動くソフトウェア」を作ってみるのも良いのかもしれない。少なくとも筆

者の開発経験においてそれはプロジェクトの延命につながったからだ。

ここでは大元の IDE、Visual Studio(VS) の使用法に始まり、FeliCa の読み取り方法、データベー

スの取扱い方、ネットワークプログラムの作り方を取り上げる。そこには筆者の我流も多く含ま

れるが、実際の「モノ」の作り方を感じ取っていただけると幸いだ。

５．１　開発環境を使ってみる

「FeliCa でスタンプラリー」は Visual Studio 2008 Professional Edition というソフトを使って、

言語は C# で書かれている。ここでは、開発環境に対して不慣れな読者を対象にその開発手順な

どを簡単に説明してみたい。

５．１．１　Ｖｉｓｕａｌ Ｓｔｕｄｉｏについて

Visual Studio はマイクロソフト社が提供する IDE(Integrated Development Environment、統合

開発環境 ) で、Express （Edition）であれば開発言語ごとに Web 上で無料配布されている。なお、

本書のスタンプラリーシステムがバージョン 2008 で作成したが、執筆時点での Visual Studio

最新版は 2010 である。

筆者のようなアマチュア技術者が使う上でのバージョン間での主だった違いというのは正直な

ところない。ここではバージョンに違いがあることを留意していただければ結構だ。もし、読者

の方が付属 CD のソースコードをいじってみたければ、ひとまず手軽に手に入る Visual C# 2010 
Express などを導入してみると良いと思う。
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Visual Studio を使用して作成できるプログラムには、CUI（Character User Interface）上で

実行するコンソールプログラムと一般的なフォーム（GUI：Graphical User Interface）を持つ

Windows フォームプログラムなどがある。この両者の開発方法をそれぞれ次に概説する。

ここでは特に、Visual Studio 2008 Professional Edition を使用する前提で説明する。その他の

バージョン、エディションを利用する場合はそれらしく読みかえていただけると幸いである。

CUI は昔のコンピュータといったら思い浮かべる黒バックに白文字のような画面の
こと。GUI はウィンドウがあってボタンが押せたりする画面のこと。

５．１．２　コンソールプログラムを作成する

まず、初回起動すると図のようなウィンドウが出てくる。これは恐らく Express Edition では

出てこないと思う。

図 5-1　Visual Studio のホームページ

図 5-2　初期開発環境の選択ウィンドウ
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ここでは、初期開発環境を選択できる。これは好みとしかいいようがないが、筆者としては

「Visual C# 開発設定」を勧めておく。使っているうちに自分のスタイルが見えてくるので特にこ

だわらなくて良い。ただし、「Visual Studio でオンライン RSS のコンテンツのダウンロードと表

示を許可する」のチェックは外すことを強く推す。というのもこれのせいで、ソフトの動作がもっ

さりしてしまうことがあるからだ。

「Visual Studio の開始」をクリックすると、しばらくしてスタートページが表示されるだろう。

ここから実際の開発を行っていく。Visual Studio では、プログラムをプロジェクトというあ

る機能を実現するために関連したコードの集まりで構成する。そしてこのプロジェクトを複数集

めて一つのシステムをなすものをソリューションという。動作確認程度の開発においてソリュー

ションはあまり意識しないので、まずはプロジェクトを新規作成してみる。

ここでメニューから「ファイル」→「新規作成」→「プロジェクト」を選択する。すると次の

ようなウィンドウが出てくる。

図 5-3　スタートページ

図 5-4　「新しいプロジェクト」ウィンドウ
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６章

ＦｅｌｉＣａでスタンプラリー

本章では付属 CD のシステム「FeliCa でスタンプラリー」の概要と使用法を説明する。

６．１　システム環境

以下に開発環境と動作環境を示す。

開発環境
自宅マシン構成

OS：Windows 7 Ultimate Edition 64bit 版

CPU：Intel Core i7 920

メモリ：12GB

デバイス：PaSoRi(RC-S330)、一般的な Web カメラ

IDE：Visual Studio 2008 Professional Edition(Visual C# 3.5)

　　  Visual Studio 2010 Professional(Visual C# 4.0)

研究室マシン構成

OS：Windows XP Professional 32bit 版

CPU：Intel Core2 Duo E8500

メモリ：3GB

デバイス：PaSoRi(RC-S330)、一般的な Web カメラ

IDE：Visual Studio 2008 Professional Edition(Visual C# 3.5)

動作環境
CPU、メモリ：それなりのスペックを推奨

OS：Windows(XP 以降 )

ソフト環境： .NET Framework 3.5 以上

　　　　　　DirectX(Web カメラ用に必要かも？ )

　　　　　　PaSoRi ドライバ

　　　　　　SQL Server Compact Edition 3.5

デバイス：PaSoRi( クライアント側 )、( 可能ならば ) 一般的な Web カメラ
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６．２　オフライン版デモプログラムの使用法

付属 CD 直下、bin →オフライン版→ x64（64bit 版）あるいは x86（32bit 版）に、オフライ

ンプログラムの実行ファイルを置いている。

６．２．１　前準備

オフライン版デモプログラムにおいて、システムはスタンドアロンで動作する。

まず、PaSoRi や Web カメラをコンピュータに接続する。PaSoRi のドライバが必要ならばイ

ンストールする。また、DBMS に SQL Server Compact Edition を使用しているのでこれもインス

トールする。次に、オフライン版プログラムが入ったフォルダを丸ごとローカルコンピュータの

適当な場所にコピーする。

６．２．２　プログラムの起動

プログラムを起動すると図のような画面が現れる。この際、実行ファイルと同じフォルダに

「ess.sdf」というデータベースファイルがなければ新しく生成するような実装になっている。よっ

て、CD-ROM 上でプログラムを実行しても書き込み不能となり実行できないはずである。

ここからスタンプポイントを登録していくのだが、この作業をわずらわしく感じる方のために

予め適当なスタンプポイントを登録したデータベースファイルを準備している。それが「sample_

ess.sdf」で、プログラム実行前にこれを「ess.sdf」に名前変更すればプログラムで認識させるこ

とができる。

さて、メイン画面には次の三つの動作モードがある。各モードの説明を次に示す。

図 6-1　オフライン版デモプログラムの起動画面



61

７章

オープンキャンパスにおける運用

2010 年 8月 28日、29日の両日に当時在学していた学校でオープンキャンパスが開催された。

付属 CDのスタンプラリーシステムの原型は所属学科の出し物の一つとして運用された。ここで

はその運用レポートを書いてみたい。

７．１　実施レポート

受付の様子を以下に示す。なお、写真の男性は筆者と同じ研究室の学生で、ここでは運用に関

して多大な助力をいただいたことを付しておく。

スタンプポイントは学科棟の 1階に受付を含む 2ヶ所、2階に 1ヶ所、3階に 1ヶ所設置した。

それぞれノートPCにPaSoRiとマウス（娯楽のクイズ用）を接続した構成で、校内無線LANでサー

バとのコネクションを確立した。オープンキャンパス時のスタンプラリーシステムの実装ではス

タンプ押下時にルーレットまたはクイズを実行し、その結果 ( 当落または正誤 ) もサーバに送る

ようにした。だからといってその結果による見かけ上の差別化は行わなかった。

この娯楽要素の構想は開発当初からあったが、参加者ごとにそれをスイッチするアイデアは先

生の助言によるものだ。なお、クイズの問題は各クライアントマシンのローカルに置く実装とし、

学校や情報工学に関する問題を設定した。

問題の作成に際しては先の学生をはじめとする研究室の学生に協力をいただいた。

図 7-1　スタンプラリー受付の様子
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初日は実装が間に合わなかったが、2日目では全てのスタンプを集めた状態で受付のクライア

ントに FeliCa をかざすと任意でスタンプシートをプリントアウトできる機能を追加した。

実運用のプリンタとしては担当教員からコンパクトサイズのものを提供いただいた。しかしこ

のプリンタの調子が芳しくないこと ( 印刷がずれる、色が出ない等 ) が頻発したため、受付クラ

イアントから 2階の研究室のネットワークプリンタまで校内 LANで印刷要求を飛ばし、それを

受付担当者が走って取ってくるという現場の判断で対応した。

スタンプポイントの画像に関しては、同級の学生に助力をいただいた。彼女は来訪者が馴染み

やすい素敵なイラストを提供してくれた。

イベント開催上の工夫としては、研究室の学生に案内チラシを作成してもらったことが挙げら

れる。これにより一般の方にもシステムの原理や仕組みを理解してもらおうとした。その上でス

タンプラリーシステムを使ってもらおうとした。

図 7-2　スタンプポイントの一つ

図 7-3　準備した案内チラシ



68 参考文献

参考文献

[1] 『ポイント図解式 RFID 教科書　ユビキタス社会にむけた無線 IC タグのすべて』　

岸上純一・監修　株式会社アスキー　2005 年 3 月

[2] 『テクノロジーを知る Vol.4 IC タグって何だ？』　

NTT データ・ユビキタス研究会・著　株式会社カットシステム　2003 年 9 月

[3] 『FeliCa カード　ユーザーズマニュアル Version 1.0』ソニー株式会社　2009 年 10 月

[4] 『FeliCa 技術方式の各種コードについて Version 1.2』ソニー株式会社　2010 年 10 月

[5] 『FeliCa カード　コマンドシーケンス設計ガイドライン Version 1.0』ソニー株式会社  2009 年 10 月

[6] 『独習 UML 第 3 版』 ( 株 ) テクノロジックアート・著 長瀬嘉秀、橋本大輔・監修 翔泳社 2005 年 2 月

[7] 『情報処理技術者試験　応用情報技術者　完全教本　2009 → 2010 年版』

日高哲郎・著　日本経済新聞出版社　2009 年 9 月

[8]『情報処理教科書　応用情報技術者　2011 年版』　日高哲郎・著　翔泳社　2010 年 11 月

[9] 『改定新版　ソフトウェア工学入門』　河村一樹・著　株式会社近代科学社　2005 年 3 月

[10] 『UML リファレンスマニュアル』ジェームズ・ランボー、イヴァー・ヤコブソン、グラディ・ブーチ 著

日本ラショナルソフトウェア株式会社・訳　株式会社ピアソン・エデュケーション　2002 年 1 月

[11] 『日経ソフトウェア　2011 年 2 月号』　日経 BP 社　2010 年 12 月

[12] 『RFID + IC - @IT』 http://www.atmarkit.co.jp/frfid/

[13] 『FeliCa ホームページ』 http://www.sony.co.jp/Products/felica/

[14] 『アジャイルソフトウェア開発宣言』 http://agilemanifesto.org/iso/ja/

[15] 『Microsoft Visual Studio ホームページ』 http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/

[16] 『felicalib - FeliCa Library』 http://felicalib.tmurakam.org/

[17] 『DirectShowNet Library』 http://directshownet.sourceforge.net/

[18] 『TCP を利用した複数クライアント接続可能なチャットアプリケーションの作成』 

http://codezine.jp/article/detail/22

[19] 『極小 SQL Server Compact でデータベース・アプリをお手軽作成』 

http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/joyofprogram/20080701devssce/devssce_01.html

[20] 拙著『FeliCa でスタンプラリー - 基礎から学ぶ？ RFID-』　アトリエのどか　2010 年 12 月


