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　楽するためには作業の絶対量を減らさなけれ
ばなりません。ソフトウェアを作成する場合は、
良い言語やエディタを使って効率を上げるのは
基本でしょう。似た操作を繰り返す場合は、次
の操作を予測することによって作業量を減らせ
ることもあります。
　しかしいくら作業を減らす工夫をしても何も
しないことにはかないません。何も作業せずに
ソフトウェアは作成できませんが、情報を眺め
たり収集したりという程度であればまったく手
を動かさなくてよい可能性があります。テレビ
のニュースをつけっぱなしにしておくと、なん
となく世間の新しい情報について知ることがで
きます。記憶したい情報をずっとどこかに表示
しておくようにすれば、知らないうちに覚えて
しまうかもしれません。
　GyaTV（ギャツビー）は、登録しておいた
URLをスクリーンセーバのようにランダムに
表示させるWebサービスです。原理は簡単で、
私が運営しているGyazzというWikiのページ
に登録したURLのリストから、定期的にラン
ダムにURLを1つ選択してそのページを表示
するというものです。Web上のコンテンツの
中身を吟味して選択したり観賞したりしている
といくら時間があっても足りませんが、自動的
に表示されたものを眺めるだけなら楽です。

GyaTV――Webページ
を自動的に表示する

GyaTVの原理はとても単純ですが、さまざま
な応用ができて便利に利用できます。

デジタルフォトフレーム

　自分のデジカメ写真をランダムに液晶画面に
表示する「デジタルフォトフレーム」という製品
が流行ったことがあります。こういう製品は最
近あまり話題になっていないようですが、デジ
カメ写真をスクリーンセーバのように表示する
のは気持ちが良いものです。
　手持ちのパソコンやタブレットコンピュータ
でGyaTVを動かしておけば、デジタルフォト
フレームとして使うことができます。きれいな
イラストや写真のまとめがよくWebに投稿さ
れていますが、私は「東京タワー」（図1）や「ス
ミソニアン博物館」（図2）の写真をGyaTVで表
示して楽しんでいます。
　GyaTV.com/xxx というURLでスライドショー
表示を行うためには、Gyazz.com/GyaTV/xxx 
というWikiページにURLリストを登録します。
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注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

 ▼図1　東京タワーのスライドショー（毎日新聞のサイ
　　　トの写真をランダム表示）
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エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張らずに楽できるならそれにこしたことはないで
しょう。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろ
んなシステムを開発してきているのですが、今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用
しているような単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきたいと思います。

第 1 回　GyaTV
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たとえば図3のようにhttp://Gyazz.com/GyaTV 
/towerにURLのリストを登録しておけば、
http://GyaTV.com/towerでスライドショーを楽
しむことができます。

Wikipediaのランダム表示

　あまり知られていないかもしれませんが、
Wikipediaページの左側には「おまかせ表示」と
いうリンク（図4）があり、これをクリックする
とWikipediaのランダムなページに飛ぶように
なっています。
　Wikipediaの情報は膨大ですので、ランダムに
ページを表示したとき、自分が知ってる内容が出
ることはほとんどありません。クリックするたび
に新しい情報に触れることができるのは楽しいも
のです。手動でクリックしても楽しいのですが、
GyaTVにおまかせページを表示するURLを登録
しておけば、一定間隔で新しいページが表示され
ることになるのでなかなか新鮮です（図5）。

単語帳の表示

　「門前の小僧、習わぬ経を読む」と言われるよ
うに、何度も同じものを見聞きしていると知ら
ない間に覚えてしまうことがありますが、この
性質を勉強に利用できます。英単語とその意味、
用例、画像を並べたWebページを用意しておき、
これをランダムに表示するようにしておけば、
ときどき画面をチラ見しているうちに単語とそ
の雰囲気を覚えてしまうでしょう。私はこのよ

うなWikiページをたくさん用意しており、こ
れをGyaTVで表示することによって単語力を
上げようとしています（図6）。
　画像を検索すると単語の用例が直感的に理解
できることもあります。「convocation」という単語
を普通の辞書で調べると「会合」のような意味が
出てきますが、Google画像検索を行うと図7の
ような写真ばかり出てきます。どうやらこの単語
は「卒業式」で使われるらしいということがわかり
ます。こういう画像をずっと眺めていると
「convocation」という単語の雰囲気を理解できます。

ニュースの表示

　昔は街中にニュースを表示する電光掲示板が

 ▼図2　スミソニアン博物館のコレクション

 ▼図4　Wikipediaの［おまかせ表示］ボタン（https://
　　　ja.wikipedia.org/wiki/特別 :おまかせ表示）

 ▼図3　URLのリスト

 ▼図5　ランダムに表示される謎Wikipediaページ
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よくあったものです。現在でも新幹線の車両の
端ではニュースが表示されていますし（写真1）、
ニュースを知るために家でテレビをつけっぱな
しにしている人も多いでしょう。
　ニュースのような情報ソースは、真剣に見る
のではなく、なんとなく聞こえてくるのが好ま
れるということでしょう。新しいニュース情報
をWikiページに書き込んでおけば、GyaTVで
いつも最新のニュース情報を表示させておくこ
とができて便利です。

表示順序の制御

　GyaTVでは、登録したURLがランダムに表
示されますが、“http://GyaTV.com/tower?play 
=seq”のようにオプションを指定するとリスト
した順番のとおりにページを表示できます。 
旅の写真を順番に表示したい場合や、スライド
的に情報を伝えたいような場合はページの順番
が大事になるので、このオプションを付けて表
示するのが良いでしょう。

情報共有や情報通知

　GyaTVページはWeb上にあってどこからで
も見えますから、自分のきれいな写真を自動再
生するGyaTVページを作って他人に自慢でき
ます。写真を並べて旅日記を作っておけば、自
分で楽しめるうえに他人に自慢もできるのでう
れしいでしょう。
　コンピュータを使うのが苦手な老人などにネッ
ト経由で情報を伝えたい場合、そのような人の家
のiPadなどで常にGyaTVのページを表示するよ

うにしておき、情報を伝えたい人がGyazzの内容
を書き換えるようにしておけば、常にその人に対
するメッセージを表示し続けることができます。

表示時間の指定

　GyaTVでは標準では15秒ごとにページが更新
されますが、URLの後に数字を書いておけば表
示する秒数を指定できます。読むのに時間がかか
るページや、長く表示しておきたいページは長時
間表示し、急いでたくさんのページを表示したい
場合は小さい数字を指定すれば良いでしょう。ま
た、きちんと秒数指定しておけば、YouTubeなど
で音楽や動画を順番に表示させることもできます。

置くだけ再生

　AndroidスマホやタブレットにはNFCリー
ダーが登載されており、SuicaのようなRFID
カード／タグを読み出すことができます。
Androidの場合、端末をタグに近付けることに
よってアプリケーションを起動することもでき

 ▼図6　「inundate（洪水）」で表示される映像

 ▼図7　「convocation」という単語の画像検索

 ▼写真1　新幹線の電光掲示板
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るので、タグを置いた場所に置くだけでGya 
TVのページを開くことができます。この機能
を利用すると、タブレットやスマホを特定の場
所に置くだけでスライドショー／予定表／時計
などを表示できるので便利です（写真2）。

　GyaTVを使っていると次のようなことに気
づきます。

時間感覚のあやしさ

　15秒ごとにランダム表示を行っている画面を
ずっと見ていると、なかなか画面が更新されない
ことにイライラするものです。一方、仕事をして
いるときに別のマシンでGyaTVを動かしている
ときは更新の遅さが気にならないどころか、更新
が速すぎると感じることもあります。どうやら人
間は、自分が注目しているものとしていないもの
に関して時間感覚がかなり違うのだろうと思いま
す。小さいと思っていた親戚の子供に久しぶりに
会ったら成長ぶりに驚くことがよくあります。あ
まり興味のないWebサービスが開始したと思っ
たらいつの間にか終了していることもあります。
自分が深くかかわっていないものは進行速度が
速く感じられる気がします。つまり、仕事に極度
に集中すれば時間の進行が遅く感じられ、 離れた
ところに置いたものは時間の進行が速く感じるの
でしょう。このような時間感覚を活用できれば、
大事なことには時間をかけつつ、どうでも
良いことはすぐに終了させることができる
のかもしれません。

乱数感覚

　ランダム表示を行うとき、普通の乱数
を利用するとランダム感が得られないこと
があります。10枚の写真をランダムに表
示させると、10回に1回は同じ写真が連
続して表示されることになります。これを

自動表示で気づくこと

避けるためにはrand()のような乱数関数を利用
するかわりに、履歴を考慮したニセ乱数関数を
使うのが良いと考えられます。実際、音楽プレー
ヤのシャッフル再生機能では、本当の乱数の代
わりにニセ乱数が利用されているようです。

◆   ◆   ◆

　インターネットの黎明期、ニュースをスクリー
ンセーバのように配信するPointcastというサー
ビスが注目されたことがありましたが、結局あ
まり流行しませんでした。また、たくさんの写
真を自動的に表示してくれるデジタルフォトフレー
ムも最近あまり流行していないようです（図8）。
　これらのシステムがあまり流行らなかった理
由はいろいろあるのでしょうが、ネット上の情
報を自動表示すること自体は有益なはずです。
ぜひGyaTVを使っていろいろ楽して楽しんで
みてください。ﾟ

 ▼写真2　置くだけ再生しているところ

 ▼図8　GoogleTrendによる情報
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　あらゆるものがURLで表現可能になりつつ
ありますが、URLで表現する対象が膨大な量
になってくると、長いURLを扱う機会が増え
てきています。長いURLは取り扱いが面倒で
すし、記憶するのもたいへんですから、次のよ
うな工夫がよく用いられています。

ブックマークを利用する

　よく使うURLに手軽にアクセスできるように
するために、ブラウザのブックマーク機能が広
く使われています。ブックマーク機能はMosaic
のような初期のブラウザでも実装されていたほ
どポピュラーなもので、あまり機能が進化しな
いまま現在のブラウザでも利用されています。
　ブラウザのメニューからよく使うURLにア
クセスできるのは便利ですが、気軽に登録して
いるとあっという間にメニューが一杯になって
しまいます。階層的にブックマークを管理すれ
ば良いのですが、きちんと分類して管理するの
は面倒なので、結局利用の機会が減ってくるこ
とが多いようです。
　ブックマーク情報を、複数のマシンやブラウ
ザで共有しづらいのも面倒です。最近のブラウ
ザではブックマーク情報を複数マシンで同期で
きますが、こういう設定は面倒なものです。ま
た、ブックマークをブラウザ上に記憶する代わ

長いURLを
便利にしたい

りに、クラウド上に記憶して共有するソーシャ
ルブックマークのようなサービスもありますが、
ソーシャルブックマークは、Webページにコ
メントを付ける用途で利用されることが多く、
頻繁に利用するURLにアクセスする用途には
あまり使われていないように思われます。

長いURLを短いURLで置き換える

　長いURLに簡単にアクセスしたり他人に
URLを知らせたりする場合のために、長い
URLを短くしてくれるTinyURL、Bit.ly、Goo.
glなどのURL短縮サービスがよく使われていま
す。これらのサービスを利用すると、http://
pitecan.com/……のような長いURLの代わり
に、http://goo.gl/jx7VZy や http://bit.
ly/1LnYzAtのような短いURLを利用できます。
　URLが短ければ記憶が可能かもしれませんし、
他人とURLをやりとりする場合にも便利なのですが、
「jx7VZy」のような暗号的な文字列を記憶すること
は困難です。覚えることができないため、ファイル
などに書いておく必要があるのであれば、長い
URLを利用するのとあまり変わらないかもしれま
せん。短い名前を自分で選べるサービスもあります
が、好きな名前が使えるとは限りませんし、一度登
録したURLを後で変更できないのが普通です。
　また、短いURLと長いURLの対応はサーバ
に記憶されているので、サービスにトラブルが
あったり、サービス自体が終了したりすると使
えなくなるのは心配です。普通は対応データベー
スを取得できませんから、データをバックアッ
プしておくこともできません。

増井ラボノート

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張らずに楽できるなら、それに越したことはないで
しょう。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろ
んなシステムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用してい
るような単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 2 回　Gyump

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
http://www.pitecan.com/
http://goo.gl/jx7VZy
http://bit.ly/1LnYzAt
http://bit.ly/1LnYzAt
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◆   ◆   ◆

　そもそも個人的に使うURLは短くて
良いはずです。私の周囲で「SFC」とい
えば慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの
ことに決まっており、スーパーファミコ
ンのことではありません。自分の周囲で
言及することが多いものは、たいてい数
文字で表現できてしまうでしょうから、
よく使うものから順番に短い名前を割り
当てておけば便利でしょうし、情報圧縮や効率
化の面でも有利なことは間違いありません。今
回は自分用の短い名前を気軽にブックマークと
して活用できるGyump（ジャンプ）というサー
ビスを紹介します。

　URL短縮サービスの1つであるGoo.glに
http://pitecan.com/を登録するとhttp://goo.
gl/jx7VZyのようなURLが利用できるようになり
ます。curlコマンドで確認してみると、図1のよう
なHTMLとステータス301(Moved Permanently)
が返ってくることがわかります。
　Goo.glや、そのほかのURL短縮サービスは、
短い名前と長い名前の対応データベースを保持し
ており、短い名前でアクセスされたとき図1のよう
なHTMLとステータスコードを返すという単純な
しくみで動いているようです。このようなものは自
分で作るのも簡単です。
　Gyumpは、ユーザが指
定した名前を使って任意
のURLにアクセスでき
るようにするサービスで
す。たとえば「sd」という
IDを持つユーザが「map」
というキーワードで東京
駅の地図にアクセスした
いとき、http://gyump.

Gyump：柔軟な
URL短縮サービス

com/sd/mapというURLを利用できるようにす
るというものです。既存の短縮サービスと異なり、
Gyump.com以下の名前は任意のものが使えるの
で、自分の ID（e.g. sd）と短い名前（e.g. map）の
ような任意の組み合わせを利用できます。
　何も登録されていない状態でGyump.com/sd/
にアクセスすると、図2のように登録フォームだ
けが表示されます。
　ここで「map」というキーワードと東京駅の地図
のURLを入力して登録すると、東京駅のURL
が「map」という名前で登録され、登録された
URLが図3のようにリストされます。この状態で
はhttp://sd.gyump.com/mapというURLで東
京駅の地図にアクセスできます（図4）。
　リスト中の「map」をクリックすると編集モー
ドになります。http://sd.gyump.com/map!
のように、短いURLの最後に「!」を付けた
URLにアクセスすると、直接編集ページに飛
ぶことができます（図5）。

 ▼図2　sd.gyump.comの初期状態

% curl -w '[%{http_code}]\n' http://goo.gl/jx7VZy
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Moved Permanently</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000">
<H1>Moved Permanently</H1>
The document has moved <A HREF="http://pitecan.com/">here</A>.
</BODY>
</HTML>
[301]
%

 ▼図1　短縮URLサービスでcurlコマンドを試す

 ▼図3　東京駅を登録後のリスト

http://www.pitecan.com/
http://goo.gl/jx7VZy
http://goo.gl/jx7VZy
http://gyump.com/sd/
http://gyump.com/sd/map
http://sd.gyump.com/map
http://gyump.com/sd/map
http://sd.gyump.com/map!
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ブラウザの検索窓に登録

　短いとはいってもhttp://sd.gyump.com/map
のようなURLをブラウザに入力するのは面倒で
しょう。Firefoxなどではopensearch機能を使っ
て検索窓をカスタマイズできるようになっている
ので（図6）、Gyumpを検索システムとして登録し
ておけば、検索窓にmapと入力するだけで
http://sd.gyump.com/mapにアクセスできるよ
うになるので便利です（図7）。
　このように、Gyumpをデフォルト検索サービス
として登録しておくと、検索枠に「map」と入力す
るだけで東京駅の地図を開くことができます。
Gyumpに登録されていない文字列を入力すると
Google検索するようになっているので、検索エ
ンジンを切り替える必要は多くありません。

階層的な情報管理

　たくさんのURLを扱いたい場合はGyump.
com/sd/maps/tokyoのような階層的な名前も利
用できます。この場合、Gyump.com/sd/maps/
akiba、Gyump.com/sd/maps/shibuyaのような
名前を登録しておけば、Gyump.com/sd/maps/

で地図のリストを見ることができます。
　「sd」や「map」のような名前は自由に選択できま
すし、登録URLを後から変更することもできる
ので、次に示すようにさまざまな使い方ができます。

その1「地図へのアクセス」

　初めての場所に行こうとするとき、行先をあら
かじめGoogle Mapsなどで調べておく人が多いと
思いますが、パソコンで調べたURLにスマホか
らアクセスするためには、なんらかの方法で
URLを送る必要があるので面倒です。Google 
MapsのURLはとても長いのでメールで送るのも
手軽ではありません。
　私は、行先の地図のURLを常にmyname/map
のような名前でGyumpに登録するようにしており、
Gyump.com/myname/mapのショートカットをスマ
ホのホーム画面に登録してあるので、スマホ上で
これをタップするだけで、常に行きたい場所の地
図を表示できるようになっています。行先が変わっ
た場合でも、同じURLから目的地の地図が表示
されるのでとても便利です。

その2「予定表」

　私は予定表をWebで管理しており、Gyump.

Gyumpの活用例

 ▼図5　編集フォーム

 ◀図6　 
Firefoxの検索エンジ
ン選択機能

 ◀図7　 
デフォルト検索エンジ
ンとして「sd.gyump.
com」を指定

 ▼図4　http://sd.gyump.com/mapにアク
　　    セスして表示される地図

http://sd.gyump.com/map
http://sd.gyump.com/map
http://sd.gyump.com/map
http://sd.gyump.com/map
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com/myname/sのような短いURLでアクセスで
きるようにしています。予定表のURLは毎月変
わるのですが、現在の日付からURLを計算して
今月の予定表ページに飛ぶプログラムを用意して
いるので、常に同じURLで今月の予定表にアク
セスできるようになっています。

その3「買い物／メモ」

　GyumpのURL登録欄にURL以外の文字列を
書いておくと、そのURLに飛ぶかわりに、登録
した文字列が表示されるようになっているので、
私は買い物メモなどはGyump.com/myname/buy
のようなところに書くようにしています。

その4「よく使うショートカット」

　よく利用するサービスに飛ぶためのブックマー
クとしても私はGyumpを活用しており、たくさん
の固定URLを登録して使っています。「tenki」で
天気予報にアクセスしたり、「jor」でジョルダン乗
り換え案内にアクセスしたり、「hon」で本棚 .org
のページにアクセスしたり、あらゆる状況で頻繁
にGyumpを利用しています。

その5「一時的な仕事での利用」

　不慣れなAPIなどを調べて使いたいような
場合、マニュアルやブログなどたくさんのペー
ジを参照しながら理解を深めるものですが、検
索したページをすべて開いたままにしておくと
ブラウザがタブだらけになってしまいます。こ
のような場合、必要になるかもしれないページ
を Gyump.com/sd/api/1、Gyump.com/sd/api 
/2のようなアドレスにどんどん登録しておくよ
うにすれば、タブの数などを気にすることなく
後で簡単にアクセスできます。

その6「登録URLのチェックと
バックアップ」

　通常のURL短縮システムと異なり、Gyumpで
は登録されたURLのリストを眺めることができ
ますから、そのページをバックアップしておけば

Gyumpが使えなくなった場合でも安心です。

Gyumpアドレスのブックマーク

　Gyump.com/sd/mapのようなURLをブラウザや
スマホでブックマークしたい場合、ブラウザ上でこ
のようなURLを入力すると、ここに登録されてい
る地図URLにジャンプしてしまうためGyump.com/
sd/mapという短いURLをブックマークできません。
Gyumpでは、Gyump.com/sd/で表示されるリスト
画面の中から「map」を選択するとGyump.com/sd/
mapのようなアドレスで登録画面が表示されるので、
ここで短いURLをブックマークできます。

　私はこのシステムを長年活用しているのですが、
同様のシステムを活用している人は多くないよう
なのが不思議です。さまざまなWebページにア
クセスしようとするときは、毎回Google検索した
り、ブラウザのURL補完機能やブックマーク同
期機能を利用したり、Google Mapsのようなサー
ビスが用意している登録機能を利用したり、
Evernoteのような情報管理ツールを利用したり、
人それぞれにいろいろな方法が利用されているよ
うですが、Gyumpは単純な割に応用が広く、「sd/
map」のような文字列さえ覚えておけば、あらゆる
ブラウザで使えるので安心ですし、他人に口頭で
URLを伝えるのにも便利だと思います。
　Gyumpのようなシステムはもちろん万能ではあ
りません。「map」のような適切な名前を思いつかな
い場合もありますし、登録したものを他人に書き
換えられてしまう可能性もあります。しかし運用を
工夫すればそれほど困ることはありませんから、メ
リットを活かして活用するのが良いと思っています。
　しくみの単純さと効果の大きさを掛けたものを、
筆者はコロンブス指数と呼んでいるのですが、単
純なしくみにもかかわらず応用範囲が広く有用だ
という意味で、Gyumpのコロンブス指数はかなり
高いと言えるでしょう。ﾟ

Gyumpの利用経験
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　先月号の記事でも書いたように、製品にも日
記にもレシピにも場所にもURLがついており、
あらゆる情報がURLで表現できる時代になっ
てきたと言えるでしょう。
　ところが、なぜかメールメッセージにアクセ
スするのにURLを使うのは一般的ではなく、
メール専用のアプリケーションやサービスを利
用するのが普通で、何かと不便が多い状況になっ
ています。たとえば、会議やイベントの連絡を
メールで受け取ったとき、その内容を表現する
URLは存在しませんから、ブックマークでき
ませんし、SNSなどにURLを貼ることができ
ませんし、別のページやWikiなどからリンク
を張ることもできません。
　メールで個人的に受け取った情報を他人に伝
えようとすると、メールを転送したり、SNS
にコピー&ペーストしたりしなければなりませ
ん。あらゆる情報がWeb上で表現されている
現在、情報に直接ブラウザからアクセスできな
いのはたいへん不便であり、メールで受け取っ
た情報だけが別の世界に存在するように感じら
れてしまいます。

なぜメールが使いにくいのか？

　メールとWebの相性が悪い原因は次のよう
なものだと思われます。

URLで紐付けられた
世界で

・メールはWebより前から存在しており、独
自の環境で扱われていた

・メールは個人的な情報のやりとりに使わるこ
とが多かったため 公開が前提のWebの世界
とは別物と考えられていた

　このような事情のため、Webと融合する方
法があまり工夫されていなかったのでしょう。
　メールの普及はWebの普及よりもずっと前の
ことですので、しかたがなかったかもしれませ
んが、Webが発明されてから20年以上経過して
いる現在、いつまでもメールを別世界のまま放
置しておくわけにはいかないでしょう。何らかの
方法での融合が必要だと思われます。

　メールメッセージを普通のWebページと同
じように扱うことができれば、メールの扱いは
ずっと便利になるはずです。私はメールを簡単
にWebページに変換できるG

ギ ャ ム

yammというシス
テムを作って運用しています（図1）。
　Gyammを使うと、メールメッセージをどこ
からでもアクセスできるHTMLページに変換
することができます。

Gyammの使い方

　Gyammの使い方はとても簡単です。メールメッ
セージを［example@gyamm.com］のようなメール
アドレスに送ると、送られたメッセージは［http://
gyamm.com/example/］から閲覧できるWebペー

Gyamm――メールメッセージ
をWebページ化する

増井ラボノート

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張らずに楽できるなら、それに越したことはないで
しょう。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろ
んなシステムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用してい
るような単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 3 回　Gyamm

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
http://gyamm.com/example/


NO.

Jan.  2016 - 7

G y a m m

ジに変換されます。メールが添付ファイルを含
んでいたり、HTMLメールだったりした場合で
も、普通にWebページとして閲覧できます。
　たとえば、受け取ったHTMLメールを［exam 
ple@gyamm.com］に送ると、図2のようなWeb
ページが生成されて［http://gyamm.com/exam 
ple/20151119003655］のようなURLでアクセ
スできます。メールの情報を簡単な手間で
Webで公開できたことになります。
　添付ファイルがある場合は「▶」の右にファイ
ル名が表示されます（図3）。

Gyammの利用例

　Gyammは、次のようなさまざまな用途に利用
できます。

 情報の公開／共有
　受け取ったメールをそのままの形式で、Web
ページで公開するのは普通は簡単ではありませ
んが、Gyammを利用すれば、HTMLメールも
添付ファイルつきメールもWebページに変換し
て、ブックマークしたり他人と共有したりでき
ます。

 　 メーリングリストのアーカイブ
　xxxxという名前のメーリングリストのメンバと
して［xxxx-archive@gyamm.com］のようなアドレ
スを登録しておくと、メーリングリストのあらゆ
るメッセージが［xxxx-archive@gyamm.com］に送
られ、その結果全メッセージが［http://gyamm.
com/xxx-archive/］に蓄積されるので、メッセー
ジのアーカイブとして利用できます。

 　 フロー情報のストック化
　宴会などの案内がメールで送られてくること
はよくありますが（図4）、こういうフロー情報
をWebページのようなストック情報に変換し
ておくと、後でアクセスしやすくなって便利で
す。

 　 情報の集約
　何かのトピックに関して、いろいろな人から

 ▼図1　 SoftwareDesign@Gyamm.comに送られた
メールのリスト

 ▼図2　書店からの案内メール

 ▼図3　添付ファイルつきのHTMLメール

 ▼図4　宴会案内メールをWebページに変換したもの

http://gyamm.com/example/20151119003655
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メールを受け取ったとき、それを全部［special-
topic@gyamm.com］のようなアドレスに転送す
るようにしておけば、関連するあらゆるメール
を［http://gyamm.com/special-topic/］からアク
セスできるようになります。アンケートやレポー
トをメールで集計するような場合に便利です。

 　 情報の分類管理
　仕事に関するメールなど、やらなければなら
ない仕事は全部［masui-todo@gyamm.com］に転
送することにしておけば、やらなければならな
い仕事をすべてGyamm上にリストできます。
Gyammではメールが表示されないように指定
できるので、終わった仕事に関するメールは非
表示にしておけば良いでしょう。同様に、トピッ
クごとに別のGyammアドレスに送るようにす
れば、フォルダのように管理できます。

　Gyammは次のように実装されています。

①SMTPを解釈するGyammサーバをgyamm.
comで動かし、［???@gyamm.com］宛のメー
ルをすべて受け取る

②届いたメッセージを解析してHTMLに変換する

　SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）はイン
ターネットのメール転送で標準的に利用されてい
るプロトコルで、各種のメール送信アプリケーショ
ンやPostfixのようなメール転送エージェント

Gyammの実装

（MTA）で広く利用されています。Gyammはメー
ルサーバではありませんが、SMTPを解釈してメー
ルサーバのふりをすることによって、Gyamm.com
へのメールを受け取って処理しています。

SMTPサーバの実装

　SMTPの仕様はRFC821で定義されていま
す。SMTPサーバには25番ポートを利用して
図5のように対話的にアクセスできます（太字
がユーザ入力です）
　正式なSMTPサーバはメール転送などの処
理をする必要がありますが、Gyammサーバは
メールを受け取ってデータを処理するだけです
ので、実装はそれほど複雑ではありません。図
5のようなやりとりができるようにするために、
表1のような一部のSMTPコマンドを解釈す
るコードを実装しておけば大丈夫です。

メールをHTMLに変換

　DATAコマンドによって メールのメッセー
ジの本体が送られます。Subject:やFrom:の
ようなメールヘッダもこの中に含まれます。メー
ルのヘッダと中身を適切にデコードして解析し
てHTMLに変換することによって、Webブラ
ウザから読めるようになります。

MIME

　日本語を含むタイトルや添付ファイルを利用
するときMIME形式へのエンコーディングが用
いられています。

　メールのSubject（タイトル）に
日本語を利用したり、画像や文書
などをメールに添付するのは現在
あたりまえになっていますが、も

% telnet gyamm.com 25
Trying 133.242.135.184...
Connected to gyamm.com.
Escape character is '^]'.
220 gyamm.com ESMTP GYAMM
HELO example.com
250 gyamm.com
MAIL FROM: masui@pitecan.com
250 ok
RCPT TO: masui@example.com
250 ok

DATA
354 send the mail data, end with .
From: masui@pitecan.com
To: masui@example.com
          
Hello
.
250 ok
QUIT
221 Bye
Connection closed by foreign host.
%

 ▼図5　telnetでメールサーバにアクセスしてみる

HELO 通信開始
MAIL 送信アドレスを指定
RCPT 受信アドレスを指定
DATA メッセージ本文を指定
QUIT 通信切断

 ▼表1　SMTPの仕様の一部
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ともとのメールの仕様ではタイトルも本文も
ASCII文字しか利用できませんでした。インター
ネットのメールが世の中に普及しはじめた
1980年代は、メールの本文にJISコードを利
用することにより、なんとか日本語のメッセー
ジを送ることはできましたが、正式な仕様では
ないので微妙なところがありました。また、パ
ソコン通信などの非インターネットの世界では、
タイトルや本文にShiftJISの日本語テキスト
が利用されていることが多く、メールの世界は
かなり混沌とした状態になっていました。
　1990年代のはじめまではそういう状況が続
いていたのですが、1996年にMIME規格が
RFC2045として制定されたおかげで、既存の
メール配信システムを変更することなく、以下
のような手法でさまざまなマルチメディアデー
タをエンコードしてメールメッセージとして送
れるようになっています。

・データ型の指定
　Content-Type：フィールドでデータ型や文
字コードを指定する

・データのエンコード
　画像や文書など任意のデータをテキスト形式
に変換する方法を定義

・データの階層的な構造化
　マルチパートというデータ型で複数のデータ
をまとめて扱う。複数のパートをまとめたデー
タを上位データのパートとすることもでき
るので階層的なデータ構造を表現できる

・ヘッダの国際化
　任意の文字コードをヘッダで利用できるエン
コード方式を定義

MIMEのデコード

　Gyammでは、MIME形式で送られてきたメー
ルをデコードして、人間が読める形に変換して
います。テキストは普通のHTMLテキストに
変換し、それ以外のものは添付ファイルとして

リストするようにしています。
　MIME形式で送られてきたメールメッセージ
をHTMLファイルに変換するには次の処理が
必要です。

・ヘッダ文字列のデコード
　日本語タイトルなどをデコードする
・MIMEパートの分離／デコード
 階層的にパートを分離しつつ、データをデコー
ドして添付ファイルなどを取り出す

・埋め込み画像の変換
　1つのパートに含まれるHTMLファイルから、
別のパートに含まれる画像を参照する場合は 
Content-IDを利用した特殊なimgタグが利用
されるので、これを通常のimgタグに変換する

　Gyammを使うのは簡単なのですが、SMTP
やMIMEの扱いのため実装は若干複雑になっ
てしまい、コロンブス指数が低いものになって
しまったのは残念なところです。そもそも
MIMEフォーマットはマルチメディアデータを
無理矢理テキストに埋め込むための苦肉の策で
あり、最善のものではありませんし、将来のコ
ミュニケーションはすべてWebベースになる
でしょうから、メールは次第に廃れていくと考
えられ、Gyammのようなシステムも不要にな
ると思われます。しかしメールが完全になくな
るにはまだ10年はかかるでしょうから、それ
までは十分利用価値があると思います。ﾟ

Gyammの将来

本連載でこれまでに紹介したシステムをGitHub
で公開しています。ぜひご覧ください。
・GyaTV　［https://github.com/masui/GyaTV］
・Gyump　［https://github.com/masui/Gyump］
・Gyamm　［https://github.com/masui/Gyamm］

「GitHubにコードあります」コラム

https://github.com/masui/GyaTV
https://github.com/masui/Gyamm
https://github.com/masui/Gyump
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　今回は「Gyazo」という画像キャプチャ／アッ
プロードサービスを紹介します（図1）。
　Gyazoは2015年末の時点で、月間ユニーク
ユーザ1,000万人、1日の画像アップロード数
70万件という大規模なWebサービスですが、
もともとは2007年ごろに私がコロンブスの卵
的な発想で開発した小さなツールが大きく育っ
たものです。初期のGyazoは、パソコンのデス
クトップを領域選択・キャプチャして、アップ
ロードする単純なサービスでしたが、最近は動
画キャプチャ機能／画像編集機能／コメント機
能／検索機能／ブックマーク機能／チーム機能
などが強化され、さまざまな用途に利用できる
便利なツールに進化しています。

Gyazo
　Gyazoはもちろん「画像」をもじった名前です。
先月までの3回にわたり、「GyaTV」、「Gyump」、
「Gyamm」など、「Gy」で始まるシステムを紹介
してきましたが、これらはGyazoにちなんだも
のです。「京都」を「キヨト」と発音する欧米人が
多いように、欧米人は「gya」や「kyo」などの発
音が苦手らしいので「Gy」で始まるドメインは
取得しやすいようです。

　Gyazoはパソコンのデスクトップ画面の一部
をキャプチャして、Webにアップロードするツー
ルですが、従来はこのために次のような3ステッ
プの操作が必要でした。

・アプリを起動してスクリーンキャプチャを画
像ファイル（A）としてセーブする

・画像編集ソフトで（A）を開き、必要部分を切
り出して別のファイル（B）にセーブする

・（B）をWebにアップロードする

　一方、Gyazoを利用すると次のような1ステッ
プで済むようになります。このような操作を
「Gyazoる」と呼んでいます。

Gyazoを起動して画面の一部を選択すると、
選択部分が自動的にWebにアップロードされ
て画像URLが割り当てられる

　Gyazoった画像のURLはコピーバッファに
保存されるので、Gyazoったあとですぐにチャッ
ト画面やメールテキストなどにURLを貼り付

Gyazoの
基本的な使い方

増井ラボノート

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

 ▼図1　Gyazo.comトップページ

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張らずに楽できるなら、それに越したことはないで
しょう。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろ
んなシステムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用してい
るような単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 4 回　Gyazo

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
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けることができます。
　Gyazoにアップロードした画像はWeb上に
残るので、あとで資料などとして利用できます。
アップロードされた画像のURLは、ハッシュ
関数で生成されるので、Gyazoったユーザが
URLを公開しない限り、他人から画像が見ら
れることはありません。

　Gyazoはもともと私が個人的に使うために開
発したもので、前述のようなソースコードを
GitHubで公開注2していますが、ビジネス化に
ともなってさまざまな機能を追加したものを
Gyazo.comで運用しています（いくつかの機能
はGyazo Pro［課金版Gyazo］ユーザ限定です）。

編集機能

　Gyazoった画像をブラウザ上で編集して文字
や図形を追加できます（図2）。

コメント機能

　アップロードされた画像にブラウザ上でコメ
ントを付けることができます。「EpsonのHMD
を試してみてるところ。」というコメントを入力
しています（図3）。

検索機能

　入力したコメントを使って画像を検索できま

Gyazoの実装Gyazoの拡張機能

す。前述の画像や編集後の画像が検索結果に現
れています（図4）。

ブックマーク機能

　ブラウザで表示されているページをGyazoっ
たときは、WebページのタイトルやURLがコ
メントに記録されます。また、アプリケーショ
ン画面をGyazoったときは「Microsoft Word」
のようなアプリケーション名が記録されます。
たとえば本誌のWebページをGyazoると、図5
のようにページタイトル／ページURL／アプ
リケーション名（Firefox）が、コメントとして
記録されます。
　このように、Gyazoを画像付きブックマーク

注2） https://github.com/gyazo/Gyazo

 ▼図2　画像を編集して矢印とテキストを追加

 ▼図3　コメントの追加

 ▼図4　「hmd」で検索を行ったところ

 ▼図5　本誌のページをGyazoった結果

https://github.com/gyazo/Gyazo
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として利用できますし、Webページのタイト
ルやURLをもとに画像を検索することもでき
ます。図6の例では、前回Gyazoった画像に加え、
「Software」「Design」というコメントがついた
画像がリストされています。

関連画像検索

　Gyazo.comでは、コメントやアップロード日付
を利用して、画像の類似検索を行う「IvySearch」
という検索機能（図7）を提供しています。
　IvySearchとはGyazoった画像に関連付けて記
録される、日付やコメントなどのメタデータを利
用して、関連する画像を芋

いもづる

蔓的に検索できるよ
うにしたものです。
　図8は「3Dプリンタ」というキーワードで検
索された画像の1つを選択したものですが、関
連画像として別の3DプリンタやMaker Faire
の画像などが自動的にリストされています。こ
れらの関連画像はコメントなどから自動的に計
算されます。
　ここでMaker Faireの画像をクリックすると、
選択された画像が表示
され、その下にまた関
連画像が表示されます
（図9）。今回の画像に
は「Maker Faire」とい
うコメントが記述され
ているため、Maker 

Faireに関連する別の画像がリストされていま
す。
　このようにして関連画像をたどることにより、
昔Gyazoった画像を効果的に検索していくこと
ができます。思いがけない画像が関連画像とし
て表示されることも多く、古い画像を探索的に
ブラウズできます。

　このように、Gyazoを使うと Gyazoったとき
のアプリケーションやURLを保存して検索で
きるのに加え、IvySearchを使って内容が近い
画像を簡単に検索できるので、 広い応用ができ
ます。私はGyazoの作者ですが信者でもあるの
で、次のように毎日あらゆる仕事や趣味に
Gyazoを活用しています。

Gyazoな一日

 ▼図6　「Software Design」で検索を行ったところ

 ▼図7　IvySearch

 ▼図8　関連画像検索機能

 ▼図9　関連画像をたどることができる
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・重要メールが来てたのでGmailページを
Gyazoってコメントに「TODO」と書いておく
（後から「TODO」で検索できるようになる）
・新着Facebook記事で見つけた面白いWeb
ページをGyazoって「読み物」というコメン
トを書いておく

・勉強したい案件のメモをWiki上で作成し、
Gyazoった画像を貼り付けておく

・WebページをGyazoってプレゼン資料を作る
・新しいMacが届いたので、昔Gyazoってお
いたメール設定データをもとにしてメール
ソフトを設定

・購入要望のMacの仕様がGyazoで送られて
きたのでチェックして注文

・ちょっとしたアイデアを思いついたのでメモ帳
に書いてGyazoって「アイデア」と書いておく

・昼の休憩時間に「読み物」とコメントしてあっ
た記事を読む

・ついでにIvySearchで見つかった他の読み物
も読む

・Facebookに自分の写真がアップされているのを
見つけたのでGyazoってコメントを付けておく

・新しいラーメン屋の評判をGyazoってWiki
に貼っておく

・明日の出張のために付近のレストランをチェッ
クしてGyazoっておく

・念のため電車の時刻をGyazoっておく
・Skypeパスワードを忘れたので「Skype パス
ワード」でGyazo検索したあと、ブックマー
ク登録されていたEpisoPassページ注3を使っ
てパスワードを思い出す

・請求書作成が必要だったので古い請求書を
IvySearchして修正して印刷

・TODO案件を検索してチェックした後、帰宅
・免許証のコピーが必要なサービスに対してデ
ジカメ写真をGyazoってメールで送付

・Peatix注4のチケットとして使われるQRコー
ドをGyazoっておく

・美味しかったワインのラベルをGyazoって
コメントを書いておく

　今回の連載で使っている画像はすべてGyazo
でキャプチャしたものですし、資料の整理にも
Gyazoを活用しています。

　Gyazoは、GyaTVやGyamm、Gyumpなどと
同様に、私がおもに自分で使うために作成した
サービスなのですが、公開したところ思いのほ
か人気が出ました。初期のころはGyazo.comを
自前のサーバで運用していたのですが、アップ
ロードされる画像の量が増えてきたので、クラ
ウドサービスを利用するようにしたところ、サー
バ代が家計を圧迫するようになってしまいまし
た。そういう窮状をみかねてNota Inc.注5の洛
西一周氏がサービスを引き継いでくれることに
なったのですが、そのあともユーザ数やアップ
ロード画像の量は指数関数的に伸び続け、サー
バ経費もたいへんなことになってきたので、
2012年ごろから真剣にビジネス化の検討を始め、
機能を強化したり課金モデルを作ったりしてき
ました。現在は私もNota Inc.の一員となり、
Gyazoをグローバルなビジネスとしてさらに発
展させるべく、ベンチャーキャピタルから出資
を受けて開発を継続しています。
　このようなGyazoの発展は、コロンブスの卵
的なシステムであっても、大きなビジネスに化
ける可能性があることの証明だと考えています。
これまで紹介した各種の小さなシステムやこれ
から紹介するシステムも、ビジネスに発展させ
られるものがあれば良いなと思っています。ﾟ

Gyazoの歴史と発展

注4） http://peatix.com/
注5） http://www.notainc.com/ja

注3） http://episopass.com/masui/Skype123456

http://episopass.com/masui/Skype123456
http://www.notainc.com/ja
http://peatix.com/
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　今回は「G
ぎ ゃ き
yaki」というお絵描きシステムを紹

介します。
　計算機やWebがこれだけ普及しているのに、
お絵描きシステムが世の中であまり使われてい
ないのが不思議です。iPad Pro、Surface Pro、
Surface Bookのような魅力的なペン計算機が
最近たくさん登場しているのにもかかわらず、
ペンを使ったお絵描きシステムは広く活用され
ていませんし、普通のユーザがお絵描きするシ
チュエーションも、あまり想定されていないよ
うに見えるのは気のせいでしょうか。スマホが
流行る以前は、PalmなどのPDA（Personal 
Digital Assistant：携帯情報端末）でメモを描
く人も多かった気がするのですが、スマホやタ
ブレットでお絵描きする人は以前より減ってい
るような気がしています。
　文章を使うよりも絵で説明するほうがわかり
やすいことは多いでしょうし、デザインをスケッ
チしたいことも多いでしょうし、考えをまとめ
るために図を描きたいこともあるでしょうし、
ペンで絵を描きたい機会は多いはずです。実際、
紙のノートを活用している人は多いと思われま
すが、現在のパソコンはマウスやキーボードを
使って、テキストや図を編集するのに使うのが
普通だと思われており、ペンを使って知的生産
活動を行うことはとくに推奨されていません。

お絵描きシステムを
忘れていませんか？

Palmのようなペン型PDAが広く使われていた
ときは、ペンによるお絵描きもそれなりに利用
されていたと思うのですが、スマホが普及して
ペンが駆逐されたために、手書きでメモする機
会が減ってしまったように思われます。
　しかし、

・性能が良いペンコンピュータが普及しつつある
・あらゆるブラウザでお絵描き機能が提供され
ている

という状況の現在、新しいWeb時代のお絵描き
システムが、もっと使われるべきだと思います。

　お絵描きアプリやWebサービスはたくさん
ありますが、達人のための機能を持つものが多
く、とくにお絵描きが得意でない普通のユーザ
が手軽に使うためのものは多くありません。ア
イデアなどをメモしたくなったとき、最小の手
間でお絵描きを開始して安全に保存できるよう
なお絵描きシステムを簡単に使えるようにして
おきたいものです。
　パソコンやタブレットで文章を書くときはエ
ディタを起動するのが普通であるのと同様に、
お絵描きするときはアプリを起動したりWeb
ページを開いたりする必要があります。しかし
絵を描く方法やセーブ方法を簡単化することに
よって、お絵描きのハードルを下げることはで
きるでしょう。私は、最小限の機能をもち手軽
に利用できる「Gyaki」（楽ギャキ）というシステ

Gyaki――ブラウザ上の
手軽なお絵描きシステム

増井ラボノート

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張らずに楽できるなら、それに越したことはないで
しょう。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろ
んなシステムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用してい
るような単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 5 回　Gyaki

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
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ムを作って使っています。
　Gyakiでは、とにかく手軽にアイデアをスケッ
チすることを目標としているので次のような機
能だけを用意しています。

・手書きで線を描く
・3種類の太さを選択
・3種類の色（黒／灰色／白）を選択

　一度描いたものを移動することはできません
し、undo機能すらありませんが、紙のスケッ
チでも同様ですし、たいていの場合においてそ
れでなんとかなっているわけですから、無理に
たくさんの機能を用意する必要はないと割り切っ
ています。
　これらの機能だけを用意した理由は、情報科
学芸術大学院大学（IAMAS）の小林 茂氏の著書
『Prototyping Lab』（オライリー・ジャパン、
2010年）で紹介されている「アイデアスケッチ」
をスマホやタブレットで簡単に使いたいと考え
たからです（図1）。アイデアスケッチは小林氏
の同僚であるJames Gibson氏が考案したもので、
学内外のワークショップなどを通じて小林氏が
普及に努めているものです。
　絵が下手な人間でもこの方法でスケッチを書
けば、割とまともな感じに見えるという大きな
利点があります。

　http://Gyaki.com/［適当な文字列］というURL
にアクセスすることでGyakiのお絵描きを始め
られます（図2）。
　デフォルトのペンを使って、私が箱の絵を描く
とこのようなサエない絵になってしまいますが（図
3）、アイデアスケッチで書けばこのようになり（図
4）、かなりカッコ良くなることがわかります。
　普通の紙でアイデアスケッチを利用する場合
は、灰色のコピックや薄墨の筆ペンなどが必要
になりますが、Gyakiだともっと気軽にアイデ
アスケッチを使うことができます。

Gyakiの使用例

 ▼図1　Prototyping Lab̶ 「̶作りながら考える」ため
　　　のArduino実践レシピ（小林茂著、オライリー・
　　　ジャパン、2010年）より注2 作図：蛭田直

 ▼図3　デフォルトでは
　　　こんな具合

 ▼図4 
アイデアスケッチ導入！

 ▼図2　Gyakiの初期画面

注2） https://www.oreilly.co.jp/books/9784873114538/

https://www.oreilly.co.jp/books/9784873114538/
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　前述のGyakiのURLの「適当な文字列」のとこ
ろに、GyazoのユーザID（Macの場合̃/Library/
Gyazo/idに書かれている文字列）を指定すると、
アップロードボタンを押したとき、お絵描き結果
が自分のGyazoアカウントに追加されます。URL
が多少長くなってしまいますが、本誌12月号で紹
介したGyumpを使って、短いURLを使用すれば
便利です。描いた絵の一部分だけが必要な場合は、
Gyazoで選択してアップロードすればよいでしょう。
いずれの場合でも、何かを描いてからWeb上にセー
ブするための手間はかなり少なくなっていますし、
Gyazo.com上で後から検索するのも簡単です。

　昔のブラウザ上でお絵書きするためには、
FlashやJavaなどのプラグインを使う必要があり
ましたが、最近のブラウザのJavaScriptではい
ろいろな方法で何でも描けるようになりました。

・Canvas機能を使う
・SVG機能を使う
・WebGLを使う

　3次元描画を行うにはWebGLが適しており、
最近人気の情報視覚化システム「D3.js」では
SVGが利用されているなど、用途によって適
した描画システムは異なりますが、単純なお絵
書きにはCanvas機能を使うのが一番楽です。
Gyaki.comではCanvas機能を使ったお絵描き
をサポートしています注3。

Gyakiの実装

　白い紙の上にいきなり絵を描くのは難しいも
のです。Gyaki＋アイデアスケッチは、考え方
をすぐに視覚化するのには適しているのですが、
きれいな絵を描こうとする場合や奇抜な絵を描
くのには向いていません。

トレース

　お絵描きが得意でない人にいきなり自転車を
描かせてみると、まともに書けないことが多い
ようです（図5）。
　しかし「自転車」でWeb画像検索すれば、さ
まざまな自転車の写真が見つかりますから、そ
れをなぞったりコピー&ペーストしたりすれば、
苦労せずに正しい自転車の絵を書くことができ
ます。最近は多くのものが画像検索で見つかる
ので、現実世界に存在するものを描く必要性は
少なくなっているかもしれません。

補助線の利用

　整った表や図を描きたいときは方眼紙を使う
と便利ですが、背景として枡目や集中線を利用
すると、絵を描きやすくなることがあります。
たとえば集中線を背景にして先ほどと同じ絵を
描くと（図6）、より正しいパースで絵を描くこ
とができます。

枯尾花システム

　現実世界に存在しない物体を描きたい場合や、

上手なお絵描き
方法の考察

 ▼図6　集中線を使って
　　　描画してみる

注3） Gyakiのコードを公開しています（https://github.com/masui/Gyaki）。

 ▼図5　いろんな人に自転車を描いてもらった例

https://github.com/masui/Gyaki
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新しく形状をデザインし
たいような場合は画像検
索ができません。しかし、
そのような場合でも想像力を喚起するお絵描き
支援システムを作ることはできるかもしれません。
　雲の中に動物が見えたり、自動車の前面が人
の顔に見えることがよくありますが、このよう
な現象はパレイドリア（Pareidolia）と呼ばれて
います（写真1）。「幽霊の正体見たり枯

かれおばな

尾花」と
いう諺

ことわざ

がありますが、ススキのパターンが人間
の想像力を喚起することがあり得るということ
なのでしょう。
　ランダムな曲線群や直線群の中に関係ない絵
が見える現象は、レオナルド・ダ・ヴィンチが
指摘していたほどであり注5、『吾輩は猫である注6』
の中では迷亭先生が次のように語っています。

レオナルド・ダ・ヴィンチは門下生に寺院の
壁のしみを写せと教えた事があるそうだ。 
なるほど雪隠などに這入って雨の漏る壁を
余念なく眺めていると、 なかなかうまい模様
画が自然に出来ているぜ。 君注意して写生
して見給えきっと面白いものが出来るから。

　枯尾花的パターンを自動生成すると、 自分が
描きたいものをその中に発見できるかもしれま
せん。たとえば、先進的UIデザイナの深津貴

之（fladdict）さんが開発した「Jackson Pollock
的スケッチシステム注7」を使うと、絵心がない
人でも躍動的な絵を描ける可能性があります（図
7、図8）。
　枯尾花お絵描きに向いたパターンというのは
確かに存在するようですし、描きたいものの分
野によって有効なパターンも異なると思われます。
　Deep Learningで学習した画像認識システム
を利用したDeep Dreamは人間の枯尾花認識機
能を計算機でシミュレートしたものだと言える
かもしれません（図9）。こういう技法を組み合
わせることによって、もっと気軽にお絵描きで
きるシステムを作りたいと思っています。ﾟ

 ▼写真1　パレイドリアの例注4  ▼図7　踊っている人が見える?  ▼図8　トレース結果

 ▼図9　Deep Dream（http://deepdreamgenerator.com/）

注4） https://ja.wikipedia.org/wiki/パレイドリア
注5） http://www.goodreads.com/quotes/978797-look-at-walls-splashed-with-a-number-of-stains-or
注6） 青空文庫（http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/789_14547.html）
注7） fladdict（http://fladdict.net/blog/2016/01/jackson-pollock.html）

http://deepdreamgenerator.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2
http://www.goodreads.com/quotes/978797-look-at-walls-splashed-with-a-number-of-stains-or
http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/789_14547.html
http://fladdict.net/blog/2016/01/jackson-pollock.html
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　計算機の上で同じ作業を何度も繰り返さなけれ
ばならないことがよくあります。計算機は単純な
繰り返し作業が得意なはずですが、つまらない作
業を人間が繰り返さなければならないことは意外
と多いものです。たとえばExcelの表の中の負の
数字だけアンダーラインを付けたいときはどうす
れば良いでしょうか？　そういう機能はExcelに
は用意されているかもしれませんが、知らなけれ
ば使えませんし、同じような処理であってもシス
テムに用意されていなければどうしようもありま
せんから、この手の仕事があったときは泣きなが
ら手作業で処理したり、頑張ってスクリプトを書
いたりしている人が多いのではないでしょうか。
　計算機上の操作を効率化するために「予測イ
ンターフェース」と呼ばれるシステムが広く使
われています。スマホのテキスト入力を効率化
する「予測入力システム」やブラウザのURL補

便利な
予測インターフェース

完機能、エディタの補完機能のような簡単な予
測インターフェースは最近よく使われています
し、これまでの購入履歴を基にして商品を推薦
するシステムなども一種の予測システムと言え
るでしょう。予測インターフェース研究の歴史
はけっこう古く、1993年には予測インター
フェースの研究をまとめた『Watch What I Do』
という本が出版されていますし、最近は例示や
予測だけでプログラムを作ってしまおうという
研究も行われています（図1）。
　予測インターフェースシステムでは、アプリケー
ションに関連したデータベースやユーザの操作
履歴などを基にして、ユーザの次の操作を予測
することによってユーザの仕事を減らす工夫を
しています。URL補完の場合はよく使われる
URLのデータベースが利用できますし、プログ
ラミング言語に関する情報を持っていれば、ユー
ザが次に入力する言語キーワードを予測できます。
このような固定的なデータベースを用意してお
くことも重要ですが、ユーザの操作履歴を予測

のためのデータベースとして利
用すると便利です。ユーザが一
度訪れたサイトのURLを覚えて
おけば補完に利用できますし、
予測入力システムではユーザが
利用した単語やフレーズが次の
予測に利用されます。前述の
Excelの例のような場合、負の
数字にアンダーラインを付ける
操作が繰り返されていることを
システムが検出できればユーザ

増井ラボノート

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 6 回　Dynamic Macro

 ▼図1　予測インターフェースに関する書籍

Watch What I Do: Programming 
by Demonstration（Allen Cypher、
The MIT Press、1993年）

Your Wish is My Command: 
Programming By Example
（Henry Lieberman、Morgan 

Kaufmann、2001年）

No Code Required：Giving Users 
Tools to Transform the Web（Allen 
Cypher/Mira Dontchevam/Tessa 
Lau/Jeffrey Nichols、Morgan 
Kaufmann、2010年）

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
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の次の操作を予測できるでしょう。

　文章やプログラムのようなテキストを編集する
とき、 同じような操作を繰り返すことがよくあり
ます。たとえば、連続する行の先頭に記号を挿
入したいような場合はカーソルを1行ずつ動かし
て記号を入力していくのが普通ですが、 たくさん
の行に対して同じ操作を繰り返すのはたいへんで
す。行頭に記号を挿入するスクリプトを書けば良
いのかもしれませんが、 一度きりかもしれない処
理のためにプログラムを作成するのは面倒ですし、 
プログラミングの知識が必要です。また、CSV
（Comma Separated Values：カンマ区切り）デー
タの桁を並び替えたいときはどうでしょうか？
CSVデータをExcelなどで読み取ってから並び
を変えて出力すれば良いかもしれませんが、方法
を考えるのも実際に作業するのも面倒です。

キーボードマクロ

　このような作業を簡単にするために「キーボー
ドマクロ」という機能が用意されているエディ
タがあります。キーボードマクロとは、一連の
エディタ操作を1つのキー操作に割り当てるこ
とにより、複雑な編集操作を楽に実行しようと
いうものです。たとえば「行頭に記号を挿入し
てから1つ下の行に移動する」という処理をA

というキーに割り当てておけば、Aを連打す
ることによって連続する行の先頭に記号を入力
していくことができますし、「カンマで区切ら
れた部分を選択して移動してから次の行に移動
する」という処理をBというキーに割り当てて
おけば、Bを連打することによってCSVの桁
を入れ替えていくことができます。
　キーボードマクロは便利な機能ですが、キー
ボードマクロの定義開始と終了のための操作が
必要であるうえに、処理を正確に登録するのが
難しいという問題があります。たとえば前述の

編集作業の効率化

例の場合、「1つ下の行に移動する」処理を定義
に含めることを忘れてしまうと正しく動きません。

　キーボードマクロの機能をもっと簡単に使える
ようにするため、私はキーボードの繰り返し操作
から次の操作を予測して、自動的にキーボードマ
クロとして登録できるDynamic Macroというシス
テムを作って長年Emacsの上で利用しています。
　Dynamic Macroの原理は非常に単純で、

 「同じ編集操作を2回繰り返したあとでö+t
を押すと繰り返された操作が再実行される」

というものです。「二度あることは三度ある」と
言うように、同じことが二度あればもう一度あ
るのは世の中でごく普通のことです。二度実行
した操作をもう一度実行することもよくあるこ
とですので、この方法はたいへん効果的です。

Dynamic Macroの利用例

　Emacs上に実装したDynamic Macroの利用
例を示します。図2はEmacsで abcabcと入力
したところです。
　ここでö+tを押すと、Emacsのキー
操作履歴から「abcの入力」の繰り返しが検出さ
れ、キーボードマクロとして登録されて実行さ
れ、図3のようにもう1つabcが挿入されます。
　再度ö+tキーを押すと、図4のように
またabcが入力されます。

Dynamic Macro

 ▼図2　Emacsでabcabcと入力

 ▼図3　ö+tキーでもう1つabcが入力される
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　これは単純な例でしたが、Dynamic Macroはもっ
と複雑な編集操作でも使うことができます。
　図5のようなテキストの上から2行を図6の
ように編集したとします。
　図6は、行頭に「puts "」を入力してから行末
に移動して「"」を入力して 次の行に移動すると
いう操作を2回繰り返した結果ですが、ここで
ö+tキーを押すと、この操作の繰り返
しが検出されてマクロ登録されて実行されるの
で、画面は図7のように変化します。
　さらにö+tキーを何度か押すと画面
は図8のように変化します。
　このように、複雑な操作であっても、同じ操
作を2回繰り返したあとではDynamic Macroで
何度でも連続実行できることになります。

Dynamic Macroの特徴

　Dynamic Macroは繰り返し操作を効率化す
るシステムですが、予測インターフェースの考

え方をキーボードマクロに応用したものだとも
いえます。ユーザの繰り返し操作を基にして次
の操作を「予測」し、それをキーボードマクロの
ように利用できるからです。予測と言っても繰
り返し操作からの「予測」ですので、誤った予測
をしてしまう可能性はほとんどありません。
　キーボードマクロと比較すると、Dynamic 
Macroには次のような利点があります。

・使うキーがö+t1つだけである
・定義の開始と終了を正確に指定する必要がない
　→繰り返し操作中のどこでö+tを押
しても操作が再実行される

・操作を行ったあとで繰り返し実行を指示できる
　→普通のキーボードマクロを利用する場合、
これから繰り返し操作を行うぞ、と意識し
て登録を開始する必要があるが、Dynamic 
Macroの場合は操作のあとで繰り返しに気
づいて再実行させることができる

Emacsでの実装

　Dynamic Macroは最初はEmacsの上で実装
されました。Emacsでは (recent-
keys)という関数を使って、最近の
キー操作履歴を知ることができるの
で、ö+tが押されたときに、
この機能を使ってキー操作履歴を取
得し、繰り返し操作が見つかれば、
それをキーボードマクロとして登録
して実行すれば良いことになります。
　dmacro.elを改良したndmacro.el注2

というシステムもsnj14さんによって
公開されています。ndmacro.elでは 1, 
2, 3 と入力したあとでö+t
を押すと4, 5, 6, ……のように、
連続する文字列を入力していくこと
ができます。

注2） https://github.com/snj14/ndmacro.el

 ▼図7　ö+tキーで入力補完
 ▼図8　ö+tキーを何度か
　　　押してみる

 ▼図4　ö+tキーでさらにもう1つabcが入力される

 ▼図5　Dynamic Macroで 
　　　もっと複雑な編集操作

 ▼図6　テキストを編集してみる

https://github.com/snj14/ndmacro.el
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Atomでの実装

　GitHubが開発しているAtomというエディタ
が最近プログラマの間で人気が出ています。
AtomはJavaScriptとブラウザ技術をベースに作
成されたモダンで高機能なエディタで、ユーザ
が自由にJavaScriptやCoffeeScriptで拡張機能
を作成できます。Atomの拡張機能を利用するこ
とによって、Atom上でもDynamic Macro注3を利
用できます（図9）。
　Atomには(recent-keys)のような履歴保存機
能は用意されていないので、addEventListener()
のような機能を使って、操作履歴を自力で覚え
ておくようにしています。

　予測インターフェースは便利なものですが、
あくまで「予測」ですので、システムの予測がユー
ザの意図と異なる可能性が常に存在します。ユー
ザが1, 2, 3, 1, 2, 3と入力したとき、ユーザ
が次に入力したいのが1なのか4なのかはユーザ
本人にしかわかりません。高度な予測を行おう
とすると、予測を間違える可能性が高くなりま
すし、複数の予測結果から希望するものを選択
する必要が出てくるかもしれませんから、機能
と使い勝手のバランスが重要になってきます。
　予測入力システムの場合、ユーザが入力した

予測インターフェースの
難しいところ

い単語が常に第一候補として提示されるわけで
はありませんが、欲しい単語が候補リストに含ま
れている可能性が高ければ、それほどユーザは
不満を感じません。一方、正しく予測されること
への期待が大きいのにもかかわらず、頻繁に間違っ
た予測が実行されてしまうようであれば、ユーザ
の失望が大きいため、予測システムの利用をあき
らめてしまうかもしれません。予測インターフェー
ス研究の歴史は長いにもかかわらず、最近まであ
まり利用されていなかったのは、こういう理由が
大きいと思われます。Dynamic Macroの場合、まっ
たく同じ操作を繰り返すだけですので間違った予
測が実行されることはほとんどないのですが、そ
れでも間違えることが皆無ではありません。もっ
と微妙な予測の場合は、システムが間違った予測
をしてしまうことは多いでしょう。
　Dynamic Macroのような予測機能は、実世界
のさまざまな場所で使える可能性があります。同
じ設定で2回動かしたらその設定を繰り返せる洗
濯機が売られていたことがありますし、同じフレー
ズを2回弾いたら何度も繰り返してくれるピアノ
があれば便利かもしれません。いろいろな予測
機能を有効に使うことによって、世の中の単調
作業を何でも効率化していきたいものです。ﾟ

注3） 今回のソフトウェアの公開場所 
・Emacs版Dynamic Macro（https://github.com/masui/DynamicMacro） 
・Atom版Dynamic Macro（https://github.com/masui/atom-dynamic-macro）

 ▼図9　Atomエディタのマクロ「atom-dynamic-macro」

　私は1980年代からEmacsを利用しており、その
上で20年以上Dynamic Macroを使い続けています。
Emacs以外のエディタも使ってみたい気持ちはあっ
たのですが、Dynamic Macroが使えないエディタの
利用は私には考えられないので、ずっとEmacsを使
い続けてきていました。最近 AtomでDynamic 
Macroが動くようになったので、これからはAtom
を利用するようにしようかと考えています（この原
稿もAtomで書いています）。
　EmacsもAtomももともとプログラマ向けに開発
されたエディタですが、Atomは30年（!）後発なだ
けに、Emacsに比べると利用のハードルは低いです
し、GUI的な機能もしっかりしており、万人に勧め
られるものに進化しつつあります。これからは
Atom上で誰もが便利に使える他のツールの作成に
も挑戦したいと思っています。

「エディタと私」コラム

https://github.com/masui/atom-dynamic-macro
https://github.com/masui/DynamicMacro
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　今回は「Gyaim注2」というMacの日本語入力シ
ステムを紹介します。
　この連載は、シンプルなのに便利な「コロン
ブスの卵」的なシステムを紹介する趣旨のもの
なのに、日本語入力システムのような複雑なも
のを取り上げるのは変だと思われるかもしれま
せんが、「G

ギ ャ イ ム

yaim」は単純な原理にもかかわらず
実用的に利用できる IMEですので、ここで紹
介したいと思います（図1）。私はこの連載をす
べてGyaimで書いています。
　現在のパソコンでは、「かな漢字変換システム」
で日本語入力を行うのが普通になっています。
かな漢字変換システムは、1978年に東芝から
販売された日本語ワープロで初めて導入された
ものですが、パソコンの黎明期から標準的に利
用されてきています。かな漢字変換システム以
外にもさまざまな日本語入力システムが提案さ
れてきましたが、それほど努力しなくても普通
のユーザがとりあえず使えるうえに、熟達すれ
ば高速に入力が可能だという特長があるため、

かな漢字変換システム
かな漢字変換方式の日本語入力が廃れることは
なさそうです。

連文節変換

　現在のパソコンのかな漢字変換システムでは、
いわゆる連文節変換が主流になっています。連
文節変換とは、文章の読みをすべて入力してか
ら、漢字混じりの日本語文字列に一気に変換す
る手法のことで、たとえば「わたしのなまえは
なかのです」という入力を「私の名前は中野です」
に変換するというものです。「私の」「名前は」の
ように、息継ぎできる場所で文を区切った単位
を「文節」と呼びますが、連文節変換では複数の
文節を含む文を一気に変換できるのが特長です。
　連文節変換は一見便利そうですが、実は次の
ようなさまざまな問題があります。

・正確な入力が必要
　watashinonamaeha...のような文字列を1文
字も間違えずに入力する必要がある

・完全な読みの入力が必要
・変換誤りの訂正が必須
・非力なマシンで利用しにくい

　これからのユビキタス社会においては、パソ
コンの熟練者だけが使える入力手法ではなく、
どこでも誰でも簡単に使えるシンプルで柔軟な
入力方式が必要で、次の要件が満たされる必要
があるでしょう。

・必要なキーやボタンの数が最小限
・操作の種類や量が少ない

増井ラボノート

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
注2） http://masui.github.io/GyaimMotion/

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 7 回　Gyaim

 ▼図1　AtomでGyaimを使っているところ

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
http://masui.github.io/GyaimMotion/
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・ユーザがカスタマイズ可能
・さまざまな環境で同じ方式
が利用可能

　このような要件を満たすた
めには、単純なアルゴリズム
に基づいて単純な操作で入力を行えるようなコ
ロンブスの卵的な入力システムが必要だと思わ
れます。

SKK

　連文節変換を利用しない場合、かな漢字変換
は辞書を参照して読みを漢字に置き換える単純
な検索作業に近く、動詞の活用への対応などを
除けばそれほど難しいものではありません。
　単純なしくみで日本語入力を行うシステムの
例として、Emacs上のSKKというシステムがあ
ります。SKKは1987年ごろ、京都大学名誉教
授の佐藤雅彦氏が東北大学にいたとき開発した
Emacs用の日本語入力システムです（図2）。
　SKKには英数字モードと日本語モードがあ
ります。日本語モードでローマ字を入力すると
ひらがなが入力されますが、「書く」のような漢
字を含む動詞を入力したい場合は「KaKu」のよ
うに大文字と小文字を混ぜたローマ字を入力し
ます。最初の大文字「K」は変換の開始を意味し
ており、2つめの大文字「K」は送り仮名の開始
を意味しています。SKKの辞書には次のよう
なエントリが含まれており、

かく /核/格/各/角/画/確/:
かk /書/掛/欠/

「Kaku」と入力された場合は「核」「格」「各」のよ
うな漢字への変換が行われ、「KaKu」と入力さ
れた場合は「書く」や「欠く」のような文字列に変
換されるようになっています。つまり変換開始
場所や送りがなの場所をユーザが明示すること
によって、単純なアルゴリズムでの変換を可能
にしているわけです。

Gyaim

　SKKは単純なしくみで効率的な日本語入力
ができる、コロンブスの卵的な優れた日本語入
力システムなのですが、一般的なかな漢字変換
システムと同じように、すべての読みを正確に
入力する必要があるうえに、漢字や送り仮名に
ついてユーザが明示的に指定しなければならな
いためユーザの負担が大きく、万人向けとは言
い難いものでした。私は1990年代ごろはSKK
を愛用していたのですが、携帯電話の予測型テ
キスト入力システム「POBox注3」の開発後はあ
らゆる場所でPOBoxに準じた入力手法を使っ
ており、MacではGyaimを使っています。
　GyaimはMacで動くシンプルな日本語入力シ
ステムです。Gyaimは約1,000行のRuby（Ruby 
Motion注4を使用）で記述されており、スマホの
予測入力システムと同じように利用できます。
　Gyaimは次の手順でインストールします。

・http://masui.github.io/GyaimMotion/ 
からGyaim.dmgをダウンロードして展開

・Gyaim.app を ̃/Library/Input Methods
に置く

　このように設定を行ったあと、環境設定画面
の［キーボード］→［入力ソース］でGyaimを選択し、
追加します（図3）。

Gyaimの実装

　IMEの作成には、ユーザインターフェース
とかな漢字変換アルゴリズムが必要です。

注3） https://ja.wikipedia.org/wiki/POBox
注4） http://www.rubymotion.com/jp/

 ▼図2　SKK利用例  ▼図3　日本語入力としてGyaimを選択

%E3%83%BBhttp://masui.github.io/GyaimMotion/
https://ja.wikipedia.org/wiki/POBox
http://www.rubymotion.com/jp/
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      IMEのユーザインターフェース
　Macには、IMKit注5というIME作成用ライブラ
リが用意されており、それを利用してIMEを作
成できます。IMKitにはさまざまな機能が用意さ
れていますが、GyaimではIMKInputController
クラスのhandleEventというAPIのみを利用し
ています。候補を表示したり選択したりするには、
任意のCocoaライブラリを利用できます。

 かな漢字変換アルゴリズム
　ユーザインターフェースはシステムごとに用意
する必要がありますが、かな漢字変換アルゴリズ
ムはAndroidでもMacでも同じものを利用できま
す。GyaimではRubyでかな漢字変換アルゴリズ
ムを実装していますが、同じアルゴリズムをJava
やJavaScriptで実装すれば、Androidやブラウザ
などで利用できます。
　GyaimではSKKと同様に読みと漢字の対応
辞書を使ってかな漢字変換を行います。たとえ
ば日本語入力モードで「とうきょう」と入力され
たとき、辞書から「とうきょう」という読みを持
つ単語を検索して、リストして候補として表示
し、ユーザの操作で候補を選択してテキストに
貼り付けます。
　「東京」のあとには「駅」や「大学」のような単語
が続くことがあります。「東京駅」「東京大学」
のような単語をすべて辞書に登録しておくのは
たいへんですので、「東京は地名である」「地名
のあとには駅や大学が続くことがある」という
情報を辞書に登録しておくことにより、「東京駅」
が辞書に登録されてなくても「とうきょうえき」
を「東京駅」に変換できるようにしています。
　まったく同じ手法で動詞の変化形も扱うこと
ができます。たとえば辞書に、

・「書」の読みは「か」である
・「書」のあとにはカ行五段活用語尾がつながる

・「か」はカ行五段活用語尾である

といった情報を定義しておけば「かかない」を「書
かない」に変換できます。このように、単語の
読みと属性、接続情報を定義しておくだけで、
それなりに自然言語を入力できますし、日本語
以外の文字入力でも利用できます。

Gyaimの特殊機能

　Gyaimでは前述のような非常に単純な変換手
法を使っていますが、特殊な機能も用意してい
ます。自前の IMEだと好きな機能を自由に実
装できるのが楽しいところです。

 単語登録機能
　一般的なIMEは単語登録が面倒なことが多い
ので、頻繁に単語登録を行っている人は多くな
いでしょう。たいていのIMEにおいて、単語登
録は入力とはまったく異なるインターフェース
になっていますが、Gyaimでは入力操作と登録
操作をほとんど同じにすることにより簡単に単
語登録が行えるようになっています。Gyaimで
は「選択中の文字列があったりコピーバッファに
文字列があった場合は候補として表示する」と
いう単純な方法で単語登録を可能にしています。
　たとえば「＼ (^o^)／」という文字列を「owata」
という読みで登録したい場合（図4）、「＼ (^o^)／」
という文字列を選択またはコピーしておいてか
らGyaimで「owata」と入力すると「＼ (^o^)／」が
候補の先頭に表示され（図5）、これを選択して
確定することにより単語登録が終了します（図6）。

      画像変換
　Gyaimでは、辞書の中で文字列の代わりに
Gyazoの画像ファイル名を登録しておくと漢字
の代わりに画像を入力できます。たとえば私の
顔画像を「masui」という読みで登録しておくと、

注5） https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Cocoa/Reference/InputMethodKitFrameworkRef/

https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Cocoa/Reference/InputMethodKitFrameworkRef/
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Gyaimで「masui」と入力することにより顔画像
を入力できます（図7）。

      時刻の入力
　Gyaimでは「ds」と入力すると現在時刻が候補
に出るようになっており、文章やプログラムの
中に手軽にタイムスタンプを記録しておくこと
ができます。数式演算機能のような特殊な機能
を追加することも簡単です。こういったちょっ
とした機能が用意されているIMEはありますが、
GyaimはRubyを少し書くだけで特殊な機能で
も簡単に追加できるのがうれしいところです。

      秘密文字列の入力
　ブラウザなどでパスワードやクレジットカー
ド番号を入力するのは面倒なものですが、IME
でこれらを覚えておけば簡単に入力を行うこと
ができます。もちろんこれらを生テキストで単
語登録するのは危険ですが、秘密の文字列を変
換することによりクレジットカード番号が候補
に表示されて入力可能にしています。

      Google変換の利用
　Gyaimの辞書は貧弱ですのでうまく変換でき
ないこともよくありますが、そういうときは
Google入力ツールのようなWeb上の変換API
を利用して変換を行えるようにしています。

◆   ◆   ◆

　IMEは複雑な要素を含んでいるのでGyaim
の詳細について書くことはできませんでしたが、
とりあえず簡単な IMEをMacで作ることがで
きることが理解いただけたでしょうか。
　私のように単純な変換方式を好む人はGyaim
のような方法を工夫すれば良いでしょうし、連
文節変換が好きな人は Googleなどの変換API
を利用することもできます。IMEの作成がたい
へんだった昔と異なり、現在は IME用のAPI
／使いやすい強力な言語／Webの変換API／高
度な入出力機能などを利用できますから IME
作成のハードルは極めて低くなってると言える
でしょう注6。IMEを自分で作る試みが、今後もっ
と増えると良いと思っています。ﾟ

 ▼図4　「＼ (^o^)／」が登録されて
　　　いない状態

 ▼図5　「＼ (^o^)／」がコピーバッファ
　　　にある状態で「owa」と入力

 ▼図6　「＼ (^o^)／」を選択。確 
　　　定すると単語登録される

 ▼図7　画像変換

注6） Gyaimのソースコードは https://github.com/masui/GyaimMotion で公開しています。

https://github.com/masui/GyaimMotion
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　さまざまなWebサービスでユーザ認証のた
めにパスワードが使われています。パスワード
はいろいろ問題が多いシステムであり、パスワー
ドにかわるさまざまな認証システムが提案され
てはいるものの、すべての点でパスワード認証
より優れたシステムは存在しないと言われてい
るので、パスワードによる認証がほかの方法で
置き換えられる時代はすぐには来ないでしょう。
　パスワードの最も嫌なところは、覚えておく
のがとてもたいへんなことだと思います。パス
ワードを忘れて困った経験がない人はいないで
しょう。いろいろなサービスで同じパスワード
を使い回すのは危険ですし、パスワードはとき
どき変更したほうが安全だと言われていますが、
複雑で長いパスワードをたくさん覚えておくこ
とは不可能ですから、仕方なく同じパスワード
を使い回している人は多いと思います。
　異なるパスワードをすべて記憶することが不
可能なのであれば、紙やファイルに書いておけ
ば良いかもしれませんが、パスワード文字列を
そのまま記録するのは危険なので、複数のパス
ワードを暗号化して覚えておくためのさまざま
なパスワード管理システムが利用されています。
たいていのパスワード管理システムは1つの「マ
スターパスワード」を利用してほかのすべての
パスワードを管理するようになっていますが、

パスワードの諸問題
マスターパスワードは覚えておかなければなり
ませんし、パスワード管理システムはどこでも
使えるとは限りません。できれば特殊なシステ
ムを使うことなく、複雑な多数のパスワードを
利用できるほうがうれしいでしょう。
　そもそも強力なパスワードを作成してからそ
れを覚えたり管理したりするというやり方が間
違っているのではないでしょうか。新しく作っ
たパスワードを覚えたり管理したりするのでは
なく、すでに知っていて忘れようがないような
秘密の記憶を基にして、複雑なパスワードを生
成して使うことにすれば、パスワードを覚えら
れない問題は解決するはずです。

　子供のころちょっと怪我をしたとか、イジメら
れた嫌な経験とか、うっかりした失敗を隠してい
たとか、他人に話したことはないけれども忘れる
ことがないような秘密の記憶というものが誰にも
たくさんあると思います。強い体験に基づく記憶
は、エピソード記憶と呼ばれ、時間が経っても
消えることがありません。一方、数式や電話番
号を記憶しようとしてもなかなか覚えられません
し、覚えていたつもりでも時間が経つとキレイに
忘れてしまっていたりするものです。このような
ものは意味記憶と呼ばれ、エピソード記憶に比
べると長期的な記憶が困難です。
　パスワードがエピソード記憶だったら良いの
ですが、体験的にパスワードを覚えるのは無理
でしょう。であれば逆に、忘れることがない秘

EpisoPass

増井ラボノート

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 8 回　EpisoPass

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
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密のエピソード記憶を基にして、パスワードを
生成するようにすれば、秘密で複雑で忘れない
パスワードを安心して使えるようになるはずです。
　EpisoPassは、ユーザが忘れることがない個
人的なエピソード記憶を、複雑な文字列に変換
することによって安全なパスワードを生成する
システムです。
　パスワード文字列は次の手順で生成されます。

・パスワード生成の「種」となる文字列（シード
文字列）を用意する

・忘れることがない個人的なエピソード記憶に基
づく秘密の質問をいくつか作成し、それぞれに
ついて1つの正答と複数の偽答を用意する

・質問と回答の組に基づいてシード文字列に換字
操作を行う。すべてに正しく回答したとき生成
される文字列をパスワードとして利用する

　問題文字列とユーザが選んだ回答文字列を結
合した文字列を生成し、そのMD5値を基にし
てシード文字列を換字することによりパスワー
ドを生成しています。

　図1は私がTwitterのパスワードを生成する
ために、ブラウザでEpisoPassを利用している
ところです。
　シード文字列として「Twitter123456」という
文字列を指定しており、4個の秘密の質問に対
する回答選択に応じて、「Mfveabn574923」の
ようなパスワード候補が生成されます。
　異なる答えを選択するとまったく異なる文字
列が生成されます。
　シード文字列を「Facebook123456」に変更す
ると、生成されるパスワードは図2のように変
化します。このように、サービスごとに異なる
シード文字列を利用することによってさまざま
なパスワードを簡単に生成できます。
　「いつのパスワードですか」のような質問を用

ブラウザでの利用

意しておき、「2016/5」「2016/6」のような選択
肢を用意しておけば、毎月異なるパスワードを
生成できます。
　シード文字列の8文字目が数字である場合は
パスワードの8文字目も数字になるなど、シー
ド文字列の文字種に対応したパスワード候補が
生成されるようになっています。パスワードと
して大文字／小文字／英数字／記号をすべて利
用しなければならないサービスの場合は、シー
ド文字列に「PassWord123!@」のような文字列
を指定します。
　最初の秘密の質問は私の小学校のときの体験
に基づくもので、最後の質問は数年前の体験に
関するものです。これらは古いエピソード記憶
になっているので、私が将来答を忘れることは
ほとんど考えられませんが、私以外の人間がこ
のような質問に答えることは難しいので、正し

 ▼図1　EpisoPassの利用例

 ▼図2　EpisoPassによるパスワード生成
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いパスワードを得ることはできません。
　秘密の質問と答はブラウザで編集でき、右上
の［サーバにセーブ］ボタンを押すことにより、
シード文字列、秘密の問題、答のリストがサー
バにセーブされます。［ファイルにセーブ］ボタ
ンを押すとJSONデータをパソコンにダウン
ロードでき、パソコン上のJSONデータをブラ
ウザにドラッグドロップすると、サーバにアッ
プロードできます。ユーザはどれが正答かを指
定するわけではないので、問題データを見ても
ユーザのパスワードはわかりません。

　ブラウザからWebサービスを利用する場合、
ブラウザとサーバとの間の通信を盗み見された
り、パソコン上の操作を記録されたりする心配
を完全になくすことはできません。ブラウザで
EpisoPassを使う場合、パスワードはブラウザ
内部でJavaScriptにより生成されるので、一
度ページを表示したあとはネットワークを遮断
してもパスワード計算できるのですが、ブラウ

Android
アプリケーション

ザを使わずにパスワードを作成できるほうがよ
り安心でしょう。このため、通信をまったく行
わずにマシン単体でパスワード計算を行うため
のAndroidアプリも用意しています。ページの
右上の［Androidアプリ］ボタンを押すと、現在
表示している秘密の問題と答を内蔵した
Androidアプリが、サーバ上でビルドされてダ
ウンロードされます。Android端末でアプリを
実行すると図3のような画面が表示されます。
シード文字列を設定して［開始］ボタンを押すと
図3のように質問が1つずつ表示され、ボタン
を押してすべて回答するとパスワードが計算さ
れ図4のように表示されます。
　回答の選択とパスワード計算はAndroid端末
で実行されるため、端末を機内モードに設定す
るなどの方法でネットワーク接続を遮断した状
態でもパスワードを計算できます。EpisoPass
をインストールしたAndroid端末を持っていれ
ば常に各種のパスワードを計算できるので、他
人のマシンや公共の場所に設置されたパソコン
などでも、容易にTwitterなどのネットサービス
を利用できます。
　前述の方法でEpisoPassアプリをサーバから
ダウンロードする場合は、ブラウザ上で秘密の
問題をサーバに登録する必要がありますが、秘
密の問題をまったくネット上に露出することな
くアプリを利用することもできます。秘密の問
題を含まないEpisoPassアプリをGoogle Play
で公開しているので、これを端末にインストー
ルしたあと、ローカルマシンで作成した秘密の
質問を端末に転送すれば、EpisoPass.comから
ダウンロードしたアプリと同様に利用できます。
この手法を使うと秘密の質問が通信路を通るこ
とがないので安全ですが、アプリのセットアッ
プの手間は増えます。

　EpisoPassで選択枝が20個の質問を10個使

EpisoPassの安全性

 ◀図3 
Androidアプリ
での使用例

 ◀図4 
生成されたパス
ワード
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用する場合、総当たりでパスワードを生成する
には約10兆（＝2010）通りの試行が必要になり、
大小英文字からランダムに8文字を並べた約
50兆（＝528）通りの文字列からパスワードを選
ぶ場合と同程度の強度になります。総当たり攻
撃が可能なオフライン運用ではこのような強度
は重要ですが、オンラインサービスでは、パス
ワード入力を何度か間違えるとサービスがブロッ
クされるのが普通なので、それほど長いパスワー
ドを用意する必要はないでしょう。
　秘密の質問を利用する認証は脆弱だと言われ
ることがあります。パスワードをリセットする
ために「母親の旧姓は？」「最初に飼ったペット
の名前は？」のような質問に対してユーザに答
えを登録させるサービスがありますが、このよ
うな問題は他人が調べたり推測したりすること
が簡単ですし、秘密の質問の数は一般的に少な
いので、パスワードよりも脆弱なのはたしかで
す。EpisoPassでは、他人には解くことが難し
く自分では忘れないような秘密の質問をたくさ
ん登録しておけば安全です。

秘密の質問の選択

　EpisoPassでは、他人が推測することが難し
く、自分は決して忘れないようなエピソード記
憶を秘密の質問として利用します。忘れないエ
ピソード記憶であっても、次のような性質を持
つものは秘密の質問として不適当です。

・自慢になるもの（何かの機会にうっかり他人
に自慢しまう可能性があるので）

・ネット上に記録が残っているもの
・他人と情報を共有しているもの
・趣味や嗜好に関連するもの（他人に推測され
やすいうえに嗜好が変化する可能性がある
ので）

　このようなものではなく、「わざわざ人に話
すことはないが自分の記憶に強く残っているよ
うな無難なエピソード記憶」を秘密の質問とし

て利用するのが良いでしょう。例に挙げた「鉄
条網で怪我した場所は？」という問題の場合、
私はこの経験について他人に話したことはあり
ませんし、今後自慢することがあるとは思えま
せんが、痛い思いをしたことは忘れませんから、
問題として適切だと言えるでしょう。

偽答の作成方法

　問題の種類によっては偽答の生成が難しかっ
たり、答えが予測できたりしてしまう場合があ
ります。たとえば「好きなスポーツは？」のよう
な質問の場合、たくさんの偽答を用意すること
が難しいですし、本人を知っていたら想像がつ
くかもしれませんので問題としては適切であり
ません。
　一方、答えが人名や地名の場合、正答に似た
人名や地名を並べることは簡単です。たとえば
「世田谷」が正答であるとき、「目黒」「杉並」の
ような偽答を用意するのは簡単です。例に挙げ
た「鉄条網で怪我した場所は？」という問題の場
合、似たような地名をたくさん並べることが簡
単なのでEpisoPassの問題として適切だと言え
るでしょう。
　ある単語と同じカテゴリに属する単語を探す「同
位語検索」と呼ばれる手法がいろいろ提案されて
いるので、これを利用して正答と同じカテゴリ
に属する単語を自動的にリストできれば、簡単
に偽答リストを作ることができるでしょう。
　私は数年前にEpisoPassを開発してから、
FacebookやTwitterなどさまざまなWebサービ
スのパスワードの管理にEpisoPassを使ってお
り、パスワードに関する悩みが完全に解消され
ました。パスワードで消耗している方はぜひご
利用ください。ﾟ

EpisoPassはhttp://EpisoPass.comで運用中です。ソー
スコードも公開しています（http://github.com/masui 
/EpisoPass）。

「ソースコードも公開中」コラム

http://EpisoPass.com
https://github.com/masui/EpisoPass
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　複雑なシステムにはオンラインヘルプやマニュ
アルが用意されているものですが、パソコンや
アプリケーションの解説本が大量に売られてい
るところを見ると、ヘルプやマニュアルは十分
役にたってはいないようです。
　ヘルプが利用されない最大の理由は必要な項
目が見つからないことでしょう。たとえばMac
を米国時間に設定したいと思って「米国時間」で
検索すると図1が表示されます。
　これではわけがわからないので「時間」で検索
すると、より多くの項目が表示されますが（図
2）、米国時間の設定には関係なさそうです。
　「時刻」や「時計」で検索すれば「日付と時刻」環
境設定」という項目が見つかりますが、これで
米国時間に設定できるのかはよくわかりません
し、そもそも「米国時間」や「時間」でも検索でき
るべきではないでしょうか。
　必要な項目が見つかった場合でも、そこに記
述されている方法は自分で実行する必要があり
ます。ユーザはMacを米国時間に設定したい
だけであり、時刻やタイムゾーンを設定する方
法を知りたいわけではないのに、ヘルプシステ
ムは一般的なやり方し
か教えてくれませんか
ら、ユーザは自分で環
境設定パネルを開い

ヘルプの憂鬱
て、米国時間に設定する必要があります。
　このように、たいていのヘルプシステムは、

・ヘルプ項目が見つからない
・自分で操作が必要

という問題があることになります。一方で、最近
は普通にWeb検索すればそれなりに有用情報が
見つかることが多いため、ヘルプシステムへの
期待が低くなってしまっているのだと思われます。

　Web検索に苦労することが少なくなってきた
のは、検索エンジンの性能が向上したこともさ
ることながら、情報の量がすごい勢いで増えて
きたことによる影響も大きいでしょう。どこか
のブログに「Macの時計を米国時間に設定する
方法」という記事があれば、普通に「Mac 米国時
間」で検索すれば見つかる可能性が高いと思わ
れますが、さまざまな表現で情報が表現されて
いれば検索に成功する可能性が高くなると言え
るでしょう。

Generate and Filter

　パズルを解く方法として「Generate and 

ExpandHelp
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Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
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わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 9 回　ExpandHelp

 ▼図1　米国時間で検索すると……  ▼図2　さらに「時間」で検索すると……

https://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
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Test」と呼ばれるアルゴリズムがあります。た
とえば「数独」を解こうとする場合、理屈で推論
して空きを埋めていくのではなく、あらゆる数
字の組み合わせを生成して順番に試してみれば、
時間はかかるかもしれませんが必ず最終的に答
が見つかるはずです。これはひどく効率が悪い
やり方に見えますが、明らかに間違っている組
み合わせを早目に無視するような工夫をすれば、
このような簡単なアルゴリズムでもうまくパズ
ルを解くことができる場合があります。
　ヘルプの検索でもこれに似た方法を使うこと
ができます。ヘルプデータやWebをキーワー
ド検索する場合、検索対象は固定であり、それ
を検索するためのキーワードをユーザが工夫す
るのが常識になっています。たとえば「時間」と
いうキーワードを使って、米国時間に関連した
情報を探すことに失敗した場合は「時刻」や「タ
イムゾーン」のような別のキーワードで再検索
を試みるのが普通でしょう。これは結果的に「(時
間¦時刻¦タイムゾーン)」のような正規表現で
検索したのと同等ですから、ユーザにとっては
面倒な話ですが、Web検索でもファイル検索
でもこういうやり方があたりまえになっている
ので、これをとくに苦痛だと思っていない人も
多いかもしれません。
　しかし本当にユーザにとって便利なヘルプ情
報を提供しようとするならば、ユーザに検索語
を工夫させるのではなく、「米国時間にセット」
でも「タイムゾーンを設定」でもヘルプエントリ
を検索できるように、あらゆる表現でデータを
用意しておくほうが親切です。たとえばヘルプ
システム側に「タイムゾーンを(米国¦英国)(時
間¦時刻)に(設定¦セット¦変更)する」のよう
な正規表現を用意しておき、これを使ってあら
ゆるヘルプ表現の組み合わせを生成し、ユーザ
の与えた検索語でフィルタリングすることにす
れば、「米国時間にセット」でも「タイムゾーンを
設定」でもヘルプが見つかるようになるはずです。
　Generate and Testであらゆる解の候補を生

成してから解のチェックをするのと同じ要領で、
あらゆる説明文字列のパターンを生成しつつ、
その中でユーザの検索文字列とマッチするもの
でフィルタリングを行う「Generate and Filter」
方式を使えば、ユーザはキーワードについて頭
を使うことなく検索に成功する可能性が高まり
ます。このような手法をExpandHelpと呼ぶこ
とにします。
　展開されたデータは巨大になってしまう可能性
がありますが、最近のパソコンでは多少大きなデー
タを利用しても問題ありませんし、Generate and 
Testの場合と同じように実装を工夫すれば、実
際にすべての文字列を展開せずに検索を行うこと
もできます。

ヘルプ項目の実行

　ヘルプ項目の検索に成功した場合、記事を参
照しながらユーザが自分で操作を行う必要があ
ります。この手間をなくすには、ユーザが指定
した検索キーワードを基にして、ユーザの意図
に合致する操作コマンドをシステムが生成して
実行できるようにすれば良いでしょう。
　「米国時間」でヘルプ検索に成功してユーザの
意図どおりの結果が出た場合、ユーザの意図は
正しく検索システムに伝わっていることになり
ますから、そのままシステムに実行を指示でき
ます。タイムゾーンを設定するtimezoneとい
うコマンドが存在したとすると、「米国」のよう
なパラメータを使って、「timezone 米国」を
起動できます。

　このような考えに基づいて、Mac版のExpand 
Helpを試作してみました。MacのExpandHelp
はメニューバーに常駐するアプリケーションで、
キーワードを入力するとそれに関連したヘルプ
が表示されます（図3）。たとえば「3:45」と入力
すると、3:45という時刻に関連するコマンドが

Mac版ExpandHelp
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メニューに表示されます（図4）。
　ここで「時刻を3:45にセットする」を選ぶと
dateコマンドが実行されて、システムの時刻
が3:45にセットされます。
　ExpandHelpのヘルプデータは図5のような
配列として表現されています。
　「(時計¦時間¦時刻)を(0¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦
10¦11¦12):(0¦1¦2¦3¦4¦5)(0¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9)
(AM¦PM)に(セットする¦設定する¦あわせる)」を
展開したパターンのうち3:45にマッチするものが
表示され、「時刻を3:45にセットする」を選択する
とsetdate(3,4,5)が実行されます。

　Mac版のExpandHelpは毎日使うようなもので
はないにもかかわらずヘルプデータの用意は面
倒なので、結局あまり使わなくなってしまいま
した。万人向けの一般的なヘルプデータを用意
するのはたいへんですが、自分が毎日のように
使う複雑なシステムの利用を助けてくれるシス
テムならばもっとうれしいだろうと考え、Gitの
ヘルプシステム「GitHelp」を作ってみました。

GitHelp

　バージョン管理システム「Git」は、最近プロ
グラマの間で広く使われていますが、基本概念
もコマンド構成も複雑なのが難点です。Gitに
は100個以上のサブコマンドが存在するうえに
各サブコマンドの仕様も複雑です。バージョン
履歴のログを表示する「git log」コマンドのマ
ニュアルページは2,000行近くもあり、これだ
けでも機能を理解するのは困難になっています。
　Gitのコマンドに詳しいユーザでも、ちょっと
標準と異なることをやりたい場合には、Gitの機
能をどう組み合わせて使えば良いのか悩むこと
があります。ユーザのさまざまな要求に対して
良い解決手順を記述しておき、ExpandHelpの要
領で検索できるようにしておけば便利です。
GitHelpはGitに関するExpandHelpをコマンド
ラインから使えるようにしたシステムです。
　たとえば「昨日のREADME.mdを見たい」と
思っても、標準的なGitコマンドや引数でこれ
を実行することは簡単ではありません。git 

logコマンドでREADME.mdの
編集履歴を参照し、昨日のコミッ
ト IDを見つけて「git cat-file 
-p (コミット ID):README.md」
のようなコマンドを起動すれば良
いのですが、これはなかなか面倒
な作業ですし操作を覚えるのはた
いへんです。実はコミット IDを
取得しなくても「git cat-file 
-p "@{yesterday}":README.
md」というコマンドで実行できる
のですが、こういうマイナーな機

 ▼図3　Mac版ExpandHelpの起動  ▼図4　関連するコマンドが表示される

 ▼図5　ExpandHelpのヘルプデータの構造
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能があることを知っているユーザは多くないで
しょう。
　GitHelpでは、「昨日の(#{pat})ファイルを
表示する」という説明パターンと「git cat-file 
-p "@{yesterday}":#{$1}」というコマンドパ
ターンのペアを用意しておくことにより、「昨日」
「README」のようなキーワードを指定するだけ
で 必要なコマンドを検索してリストできます。

$ githelp 昨日 AD
[0] 昨日の「README.md」ファイルを表示する
   % git cat-file -p "@{yesterday}":README.md
[1] 昨日の「data/adddelete.rb」ファイルを表示する
   % git cat-file -p "@{yesterday}":data/
adddelete.rb
[2] 昨日の「data/afteradd.rb」ファイルを表示する
   % git cat-file -p "@{yesterday}":data/
afteradd.rb
$

　ここではコマンドの候補がリストされている
だけですが、-xオプションを指定すると候補
を選択して実行させることができます。

$ githelp 昨日 AD -x0
# GitHelp
      
**Gitのコマンドの使いこなしを支援**
      
### 解決したい問題
...

　GitHelpのヘルプデータはリスト1のような
配列になっています。各配列要素の1行目がヘ
ルプ文字列のパターンになっており、2行目が

それを実行するためのコマンド文字列になって
います。
　README.md、Rakefile、...のようなファイル
がGitに管理されている環境において、ユーザが
「githelp 昨日 AD」を実行すると、files()の結
果が['README.md', 'Rakefile', ...]のよう
な値になるので、最初のパターンは"昨日の
「(README.md¦Rakefile¦...)」ファイルを(表示
する¦見る)"のようになります。この正規表現を
展開した結果得られる文字列の中の「昨日の
README.mdファイルを表示する」という文字列が
ユーザの与えたキーワード「昨日」「AD」とマッチす
るので、それに対応するコマンド「git cat-file 
-p "@{yesterday}":README」を実行できるよう
になります。
　このようにGitHelpでは、やりたいことの一
部を示すだけでヘルプ情報を検索し、実行まで
行うことができることがわかります。

　今回はRubyで正規表現展開ライブラリre_
expandをまず実装し、それを使ってExpandHelp
を実装しています。
　ExpandHelpはアイデア自体は単純なのです
が、正規表現の展開が必要なのでre_expand

も含めると、残念ながら実装はちょっ
と複雑になってしまいました。しかし、
ヘルプなどの検索を行うときに 
Generate and Testのような方法が有
効だということに気づいたのはコロン
ブスの卵的だと思っています。
GitHelpは実際毎日のGit活用に有用
なので、ヘルプデータをもっと整備し
て毎日使っていこうと考えています。
　GitHelpはhttps://github.com/masui/
GitHelpで公開しており、「gem install 
githelp」で簡単にインストールできるの
で、ぜひご利用ください。ﾟ

ExpandHelpの実装

[
  [
    "昨日の「(#{files.join('¦')})」ファイルを(表示する¦見る)",
    'git cat-file -p "@{yesterday}":#{$1}'
  ],
  [
    "「(#{files.join('¦')})」ファイルを(#{numbers.join('¦')})ｭ
日前の(もの¦バージョン)と比較する",
    'git diff HEAD "@{#{$2} days ago}" #{$1}'
  ],
  [
    "「(#{files.join('¦')})」ファイルをひとつ前のコミットと比較ｭ
する",
    'git diff HEAD^ #{$1}'
  ],
  [
    "(#{numbers.join('¦')})日前から(変化した¦変わった¦変更されｭ
た)ファイルをリストする",
    'githelp-changed \'#{$1} days ago\''
  ],

 ▼リスト1　GitHelpのヘルプデータ

https://github.com/masui/GitHelp
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　世の中にはさまざまな大規模データが存在しま
すが、きちんとした管理者が存在するデータは階
層的な構造で管理されているのが普通です。地名
や電話番号やドメイン名などは厳格に階層的に管
理されていますし、図書館の蔵書は分類番号を使っ
て階層的に管理されています。個人的なデータで
あっても、現在のPCのファイルシステムでは、フォ
ルダを使って階層的に管理しなければなりません。
　一方、世界最大のデータベースであるWeb
は階層的に管理されていませんし、手持ちの書
籍のような小規模データは手間をかけて階層的
に管理するほどでもないので、適当に管理して
いる人がほとんどだと思われます。しかし、管
理された大規模階層データは数も種類も圧倒的
に多いので、現在も将来もこれらを簡単に検索
したり閲覧したりする方法が重要であることは
間違いないでしょう。
　明示的な階層が存在しないリストのようなも
のでも、あたかも階層が存在するかのように扱
うことができる場合があります。たとえば辞書
の場合、「aで始まる単語」「bで始まる単語」のよ
うに分類を行い、その下に「aaで始まる単語」「ab
で始まる単語」のような階層を考えれば階層デー
タと同じように扱うことができます。つまり、ソー
トが可能なあらゆるデータは階層的なデータと
して扱うことができると言えるでしょう。

大規模データの
検索と閲覧

　Webのようにリンクで自由に結合された構
造のデータと比べると、階層的に管理された情
報は対話的に閲覧／検索するのが比較的簡単で
す。図書館で分類に基づいて本を捜したり辞書
で単語を捜したりといった作業は日常的なもの
ですし、計算機で階層メニューやフォルダ階層
などを操作することは一般的になっています。
　階層的な構造を持つ大規模データを閲覧する
ためにさまざまなインターフェース手法が利用
されています。小さな計算機画面に大量データ
を全部表示することは不可能ですから、なんら
かの方法でデータの一部だけを表示する工夫が
必要です。対話的に表示部分を変更しながら大
規模データを閲覧するために次のような方法が
広く使われています。

・少しずつ順番に見る（e.g. スクロール、辞書
や書籍をパラパラめくる）

・キーワードなどでフィルタリングして表示量
を減らす

・階層的に選択を繰り返してだんだん細部を表
示する（e.g. ファインダー、階層メニュー）

・注目点を部分的に拡大する
・なめらかに直線的にズーミングする（e.g. Goo 
gleMaps）

　フィルタリングにより絞り込んだデータをス
クロールして閲覧するなど、これらを組み合わ
せた手法もよく用いられています。

階層データの閲覧

増井ラボノート
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第 10 回　DragZoom

https://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
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　階層メニューを使ったりフォルダ選択を繰り
返したりして大規模データを絞りこむ方法は、
データの一部分の選択を繰り返すことによる非
線型なズーミングの一種といえます。これに対し、
CGでよく使われる「Perlin Noise」で有名なKen 
Perlinは、2次元画面上に表現したデータ全体
をなめらかに直線的に拡大したり縮小したりす
ることによって大規模データの閲覧をできるよ
うにする「Pad」というZUI（Zooming User Inter 
face）システムを1993年に提案し、研究者の間
でかなり話題になりました（図1）。Padのよう
な単純な方法を使えば拡大／縮小操作と移動操
作だけであらゆる大規模な階層データを楽に閲
覧できるわけですから、CLI、GUIのつぎに来
るのがZUIだと期待され、さまざまなシステム
や製品プロトタイプが作成されました。
　ところが結果的にPadやその後継システムは
世の中で流行ることがなく、ZUIの試みはほと
んど忘れ去られてしまいました。流行らなかっ
た理由はいろいろあるのでしょうが、2次元画
面を自由に拡大縮小して目的の情報を得ること
は普通のユーザには難し過ぎたということが大
きな理由の1つでしょう。また当時はマウスホ
イールはまったく普及しておらず、ズーミング
のための標準的な操作が存在しなかったことも
関係しているかもしれません。

ZUI
　現在はGoogle Mapsなどでズーミング操作は
お馴染みになっています。地図の場合は操作対
象が具体的で誰にでも比較的わかりやすいため
ズーミング操作が問題なく利用されているよう
ですが、地図以外への応用は進んでいませんし、
スクロール操作とズーミング操作が衝突したり
操作を間違えることはよくあります。2次元画
面のズーミングを利用したインターフェースが
今後流行する可能性は低そうです。

　Padのような純粋なZUIは残念ながら普及に
成功しませんでしたが、スマホのような小さな
画面で大規模データを閲覧／検索するためにズー
ミングとフィルタリングが有効なことは間違い
ありませんから、これらを組み合わせて誰でも
使える簡単なインターフェースを工夫すればズー
ミングインターフェースが日の目を見ることが
あると思います。
　私はスクロールバーを拡張してズーミングやフィ
ルタリングを可能にした「LensBar」というシステ
ムを長年提案しているのですが、これを簡単に
した「DragZoom」というシステムを紹介します。

階層データのズーミング

　図2は、フィルタリングとズーミング操作によっ
てファイルを検索しようとしているところです。
最初はUNIXのファイル構造のうちrootに近い

部分だけが表示されています。灰
色の横線は、エントリが隠れてい
ることを示しています。
　libexecをクリックして右にド
ラッグするか、スマホなどの場合
は指でタッチしてから右にドラッ
グすると図3のようにリストが
ズーミングされます。
　さらに右にドラッグを行うと、
図4のようにすべてのファイルが

DragZoom

 ▼図1　 ZUI（Zooming User 
Interface）システム

 ▼図2　 DragZoom（灰色部分に
はエントリが隠れている）
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見えるようになります。
　階層構造の要素を選択して拡大してブラウジ
ングする方法はTreeViewや階層メニューなど
でもお馴染みですが、DragZoomでは左右ドラッ
グでなめらかにズーミングのレベルを調整して
いることになります。
　複数の指を利用できるスマホやタブレットで
はピンチ操作でもズームレベルを変えることが
できます。

ドラッギングによるスクロール

　上下にマウスドラッグを行うと、スマホのス
クロール操作と同じように画面をスクロールで
きます（図5）。
　スクロール操作とズーミング操作は完全に可
逆的なので、スクロールしたりズーミングした
りしたあとでカーソルや指をもとの位置まで戻
すと画面は最初の状態に戻ります。

フィルタリングと
ズーミングの組み合わせ

　テキスト入力枠に「ruby」と入力すると、図6の
ように「ruby」を含むファイルやディレクトリだけ
が表示されます。ファイル名の左側にはフォルダ
名も縦に表示されているので、どのフォルダのファ
イル名がマッチしたのかがすぐわかります。
　この状態では「ruby」を含まないファイル名はまっ
たく表示されていませんが、「/usr/bin/ruby」の
部分をズーミングすると図7のように「usr」「in 
clude」なども見えるようになります。DragZoom
では、リストの各エントリに「重要度」を設定して
おり、マウスや指を移動したときは閾

いきち

値を変化さ
せて閾値より大きな重要度を持つ行を表示するよ
うになっています。「usr」や「include」のように階層
のrootに近いファイルには大きな重要度を与えて
いるため、キーワードにマッチされていなくても
表示されるというわけです。

階層がない場合

　辞書データのように階層構造が
存在しないデータでもズーミング検
索できるようにするため、Drag 
Zoomでは仮想的な階層を利用して
います。たとえばa,b,c,d,e,f,gという
フラットなデータがあるときは、そ
れぞれに対して1,2,1,3,1,2,1のよう
な重み(重要度 )を与えておきます、
ユーザが操作する閾値を超えたも

 ▼図3　リストがズーミングされる  ▼図4　 すべてのファイルが見ら
れるようになる

 ▼図5　 マウスドラッグでスクロー
ル表示できる

 ▼図6　「ruby」を検索
 ▼図7　ズーミングしながらファイルを探す
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のだけ表示されますから、ユーザのズーミング操
作で閾値を変えることによってd,b/d/f,a/b/c/d/
e/fのように表示が変化することになります。
　DragZoomでフラットな英語辞書をブラウズ
すると初期画面は図8のようになります。
　ここでドラッグ操作でズームレベルを変化さ
せると表示は図9のようになります。
　さらにズームすると単語の意味が表示されま
す（図10）。
　キーワードマッチングにあいまい検索機能を
利用すると、多少間違ったキーワードを指定し
ても最も近いエントリが表示されます（図11）。

音楽ファイルの検索

　図12は私の手持ちの音楽ファイルで「day」を

検索してみたところです。このように、ファイ
ルでも辞書でも音楽ファイルでもDragZoomで
簡単に検索できることがわかります。

　スクロールバーを使わずズーミングとフィル
タリングだけで簡単に大規模データの閲覧や検
索ができることはたいへんメリットがあるはず
です。多くの大規模データは階層的に構造化さ
れていますからDragZoomは広範囲なデータの
検索に利用できるのですが、残念ながら私はま
だこの手法を普及させることに成功していません。
　有用性は十分なのに普及がうまくいかないの
は、左右ドラッグでズーミングを行うというイ
ンターフェースに慣れるのが難しいことと、従
来の方法でもとくにひどく困ることがないとい
う理由によると思われます。DragZoomを使わ
なくても普通のテキスト検索や階層メニューな
どで階層データをとりあえず眺めることができ
るのであれば、わざわざ新しい手法に乗り換え
ようとする人は少ないでしょう。
　しかしDragZoomの方法は慣れればかなり便
利なのはたしかです。いろいろなサービスで地
味に使えるようにしたうえで、今後これをはじ

めとするさまざまな
ズーミングインター
フェースが普及してほ
しいものだと願ってい
ます。
　DragZoomのデモお
よびソースコードは、
http://DragZoom.com/ 
およびhttp://GitHub.
com/masui/DragZoomで
公開しているのでご利
用ください。ﾟ

ズーミングシステムの
課題

 ▼図8　 フラットな英語辞書
をブラウズしてみる

 ▼図10　単語の意味が表示される

 ▼図9　ドラッグ操作

 ▼図11　あいまい検索

 ▼図12　「day」で検索

http://DragZoom.com/
https://github.com/masui/DragZoomDict
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　前回は、大規模な階層情報をズーミング検索
するDragZoomというシステムを紹介しました。
DragZoomはパソコンやタブレット上のマウス
や指の操作でズーミングを行うことによって大
規模データの検索を行うシステムですが、ユビ
キタスコンピューティング環境ではいつでもポ
インティングデバイスが使えるとは限りません。
料理しているとき、歩いているとき、通勤電車
で立っているとき、車を運転しているときなど、
ポインティングデバイスを使いづらい状況はよ
くありますが、そういった状況でも大きな階層
情報をうまく検索できる方法があれば自由に音
楽や番組などを選択できるので便利です。今回
は、2個のボタンを使うだけで大規模な階層デー
タを簡単に検索できる「Gear」というシステム
を紹介します。

　DragZoomのようにGUIを使って階層データ
をなめらかに検索する方法はこれまでたくさん
研究されてきているのですが、残念ながらデス
クトップやブラウザ上で広く利用されているも
のはほとんど存在せず、階層構造を段階的にた
どりながらブラウズするやり方が一般的になっ
ています。たとえばMacのデスクトップ画面で

2つのボタンだけで
操作できるGear

階層データの段階的
なナビゲーション

ファイルを操作するプログラム（ファインダ）では、
ファイルの階層構造を視覚化してナビゲーショ
ンを可能にする方法がいくつか用意されていま
すが、どの方法でもマウスやキーを操作して階
層構造の親子関係や兄弟関係を段階的にたどっ
ていくことにより階層型ファイルシステムのナ
ビゲーションを行うようになっています（図1）。
　たとえば1つ下の階層のフォルダの内容を見
たい場合、マウスでダブルクリックしてフォル
ダを開いたり、矢印キーを使って注目行を移動
させてから©キーを押すといった方法が
よく使われています。
　現在のパソコンのファイルはすべて階層的に
管理されており、ほとんどのファイルにデスク
トップからアクセスできるようになっています。
パソコンの中の100万個のファイルの中から、
ファイルを1つ選ぶのはたいへんなはずですが、
実際のパソコン操作においてそれほど苦労して
いる人は多くないでしょう。
　データがきれいに階層的に管理されている場
合、それほどたくさんの操作をしなくても必要

増井ラボノート

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 11 回　Gear

 ▼図1　 Macのファインダでアプリケーションを段階的に検
索しているところ

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
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な情報を見つけることができるのが普通です。
実際、パソコンのデスクトップ画面でマウスを
使って階層のトップから階層をたどって特定の
ファイルを捜すのに必要な操作は多くても10
回程度でしょう。

　図2のような階層を持つファイルシステムを
キーボードでナビゲーションすることを考えて
みましょう。
　これがファイルシステムの構造になっている場
合、Macのファインダでは▲▼◀▶という4個の
矢印キーでナビゲーションを行うことができます。
　「店リスト」をファインダで表示して、「本屋」
を選択すると、表示は図3のようになり、3回
▼を押すと、図4のように「食料
品店」が選択されます。
　「食料品店」は下位階層を持って
いるので、ここで▶キーを押すと
図5のように下位階層が表示され
ます。さらに▼キーを押すことに
よって「酒屋」を選択したり、「生
鮮食料品店」を選択してから▶を
押すことによって、図6のように
下位階層を表示できます。

キーボードで階層構造を
ナビゲーションする

　また、図6の状態で◀キーを押すと下位層の
表示を消し、図5のような状態に戻すことがで
きます。このように、Macのファインダでは▲
▼◀▶という4個のキーを使って階層データの
ナビゲーションを行うことができます。テレビ
のリモコンやジョグダイヤルでも階層構造デー
タのナビゲーションのためにほぼ同様の手法が
利用されていることが多いようです。

　前述のように4個のキーを使って階層データ
のナビゲーションを行うシステムはたくさんあ
りますが、実はキーを2つしか使わなくても同
様のナビゲーションを行うことができます。
　Gearでは▲と▼という2つのキーだけを利
用してナビゲーションを行います。Gearで「店
リスト」を表示すると、ファインダの場合と同
じリストが表示されます（図3）。▼を3回押す
と前の例と同じように「食料品店」が選択されま
すが（図7）、そこで操作を中断して一定時間待
つと「食料品店」の下位層が自動的に展開され、

Gear――2つのキーだけで
階層構造をナビゲーション

 ▼図2　あるファイルシステムの階層例

店リスト 本屋

文房具屋

薬屋

食料品店 酒屋

乾物屋

衣料品店 靴屋

洋品店

魚屋

肉屋

生鮮
食料品店

 ▼図3　 「店リスト」をファインダ
で表示して「本屋」を選択

 ▼図4　 3回▼を押して「食
料品店」を表示

 ▼図5　 「食料品店」で▶キーを押
して下位の階層を表示

 ▼図6　 「生鮮食料品店」で▶キー
を押して下位の階層を表示
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図8のようにその最初の要素が選択されます。
　ここで▼を2回押して「生鮮食料品店」を選択
したまま一定時間待つと、図9のように下位層
が自動的に展開され、最初の要素である「魚屋」
が選択されます。
　つまり、▶のようなキーを押さなくても、一
定時間待つことによって同様の効果が得られる
ことになります。
　図7のように食料品店を選択した状態から時
間を置かずに▼を押すと、下位層は展開されず、
図10のように「衣料品店」が選択されます。ま
たここで操作を止めて一定時間待つと下位層が
自動的に展開され、図11のように「靴屋」が選
択されます。
　図9の状態から▲を押すと、下位層は自動的
に閉じられて図8の状態に戻ります。さらに▲
を押すと「食料品店」の下位の層も閉じられ、図
7の状態に戻ります。また、図9の魚屋が選択
されている状態から▼を2回押すと、「食料品店」
の下位層は自動的に閉じられて図10の状態に
なります。
　まとめると、

・選択した項目に下位層が存在するときキー入
力を行わずに待つと下位層が自動的に展開
され、下位層の最初の項目が選択される

・項目リストの端を選択しているとき、さらに
▲▼を押すと下位層は閉じられて1つ上の層
の項目が選択される

という2つの工夫により、▲と▼だけで階層デー

タを自由にナビゲーションすることが可能にな
るというわけです。

　前述の例は小さな階層的データの上での
Gearナビゲーションでしたが、実際には巨大
な階層データでも同様のナビゲーションができ
ます。図12のスクリーンショットはブラウザ
上に実装したGearを使って各種コンテンツを
ナビゲーションしているところです。

Gearの利点

　入力装置は単純であるにこしたことはありま

ブラウザでの実装

 ▼図7　 「店リスト」から「食
料品店」を選択する

 ◀図9 
 一定時間で下位階
層である「魚屋」が
表示される

 ▼図10　 すぐに▼を押すと
「衣料品店」が表
示される

 ▼図11　 「衣料品店」で少
し待つと「靴屋」
が表示される

 ▼図12　 WebブラウザへのGear実装

 ▼図8　 一定時間で下位
階層が表示される
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せん。2個のセンサであらゆる操作が可能なの
であれば左右の回転操作や何かを押したり引い
たりする単純な装置でも操作が可能だというこ
とになるので、さまざまな環境で利用が可能だ
ということになります。Gearの操作は▲▼と
いう2つのキーしか必要としないため、圧力セ
ンサや回転ダイヤルなどを利用した各種の実装
ができます。
　たとえばMacの入力装置として写真1の「Hyper 
Mate」という製品が市販されており、これをGear
の入力装置として利用できます。
　また写真2は、パドルに貼った2個の圧力セ
ンサの値を▲▼に割り当てています。板を押し
たり引いたりすることによってコンテンツのナ
ビゲーションができます。
　このように、現状のGUIでは利用されてい
ないような単純なデバイスでもGearの入力装
置として利用できるのが大きなメリットです。

　Gearの操作には2個の入力装置しか必要と
しませんから、普通の入力装置が使いにくいよ
うな場所でも利用できます。たとえば食卓の裏
にさりげなくスイッチや圧力センサを2つ並べ
ておけば、それらを操作するだけでBGMや番
組を切り替えることができるでしょう。テレビ
の前のソファの手すりにローラーを付けておけ
ば、それを回すだけであらゆるコンテンツを選

Gearの利用環境

択できるでしょう。
　私は自宅の机の前のサブモニタで常にGearブ
ラウザを動かしており、マウスホイールを使っ
てコンテンツを選択して視聴しています。パソ
コンで音楽や動画を再生しながら仕事をしてい
る人は多いと思いますが、手近にGear端末があ
ればマウスホイールを回すだけであらゆるコン
テンツを簡単に視聴できるのはとても快適です。
　たくさんのボタンを必要とする入力装置では
どうしてもボタンに合わせた設計が必要になり、
装置の形状が制約を受けてしまいますが、
Gearの場合にはそもそもどこでコンテンツを
視聴したいのかを最初に考え、その場所に最も
適した入力装置の形態を考え、それらをGear
のコントローラに利用するという順番でデザイ
ンができることになります。これまでの電子機
器は機械の都合にあわせて装置の形状がデザイ
ンされるのが普通でしたが、それを根本的に改
善できる可能性があると言えるでしょう。
　Gearを見たとき「これの何が面白いの？」と
いう顔をする人がいます。確かに、一度Gear
を使ってみるとGearの挙動はまったく自然に
感じられるので、どこが新しいのかわからなく
なってしまうのかもしれません。しかし、これ
までボタン2個だけで階層的データをナビゲー
ションする方法が普及していないことを考える
と、Gearはまさに「コロンブスの卵」のような
手法だと言えるでしょう。
　Gearは確かにコロンブス的要素を持つイン

タラクション手法であ
り、どこでも簡単に情
報検索を行うための強
い味方となります。
Gearのためのオシャ
レな入力デバイスを考
えていきたいと思って
います。ﾟ

 ▼写真1　HyperMate  ▼写真2　 圧力センサを利用した入力装置
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　パソコンやスマホのアプリ上で各種の値を設
定することがありますが、スライダで細かい値
を正確に設定することは困難です。Mac OS X
の色設定画面のように0～255の数値を設定す
るだけの場合でもマウスで正確に値を設定する
のは難しいので、図1のように数字を入力する
テキストボックスが別に用意されています。
　秒単位で時刻を設定したいような場合は事態
はさらに絶望的です。設定可能な値は24×60
×60＝86,400通りあるにもかかわらず、スラ
イダのドット数は数百程度しかありませんから、
1ドットスライダを動かすだけで値が何百も飛
んでしまうことになります。
　このため、細かく時刻を指定したい場合は時
間／分／秒を別々に指定するのが普通で
す。
　値を細かく設定したい場合がある一方、
大まかな値をすぐに設定したい場合もあ
ります。たとえば時刻を10時ちょうど
に設定したい場合、前述のようなシステ
ムでは時間を10に／分を0に／秒を0に
設定する必要がありますが、このような
キリの良い時刻を指定したい場合でも分
や秒まで細かく指定するのは面倒です。
キリの良い値はもっと簡単に設定できる
ようになっていてほしいものです。

手際よく値を設定したい
　このように、一般的なスライダやスクロール
バーでは細かく値を調整したり大まかな値を設
定したりすることが簡単ではないのですが、ス
ライダやスクロールバーの挙動を工夫すればこ
ういった問題を解決できる可能性があります。

微調整のインターフェース

　GUIで値を微調整するためのさまざまなイ
ンターフェースが昔から研究されています。
　普通のスライダで秒単位で時刻を設定するこ
とが不可能なのであれば、微調整専用のインター
フェースを追加すればよいでしょう。スライダ
やスクロールバーにボタンを追加し、ボタンを
押したら最小単位ずつ位置を移動させられるよ
うにしたものがよく使われていました（図2）。
　スライダのノブを拡張して、微調整を可能にし
たシステムもあります。たとえば90年代にメリー

ランド大学で開発された
AlphaSliderというGUIツー
ルでは、スライダのノブを
上下に分割し、ノブ上でク
リックした位置によって微
調整／粗調整を選べるよう

増井ラボノート

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 12 回　SmoothSnap

 ▼図1　 数字を入力するテ
キストボックス

 ▼図2　 ボタンで微調整可能な
スライダ

 ▼図3　 AlphaSlider

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
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になっています（図3）。
　私が昔開発したFine 
Sliderというシステムで
は（図4）、スライダのノブ
以外のバックグラウンド
をクリックするとゴム紐
のようなものが出現し、マウスでゴムを引っ張る
ような動きをすることによってノブ位置の微調整
を可能にしていました。マウスカーソルがノブの
近くにあるときはノブがゆっくり動き、遠くにあ
るときは速く動きます。
　iPhoneの音楽再生アプリでは（図5）、再生時刻
を指定するためのスライダをタップしてから指を
下にずらしてスライドすると、ずらさないときよ
りも細かく時刻を調整できるようになっています。

場所をおおまかに指定する

　キリの良い時刻を簡単に指定したり図形をき
ちんとそろえたりするためには、微調整とは異
なる手法が必要です。
　図形を動かして隣の図形にぴったりそろえるよ
うな操作をしたいときは「スナッピング」というテ
クニックがよく使われます。スナッピングとは、
ドラッグ中の図形が別の図形やグリッドの近くに
来たときそこにぴったりそろうように移動するも
ので、ユーザが正確でない操作をしても意味の
ある場所に移動させることができるので便利です。
　スナッピングは図形編集ではお馴染みのテク
ニックですが、キリの良い値にパラメータを設
定するような場合でも利用できます。10:00かっ
きりに時刻を合わせたい場合や、次の曲や次の
チャプタに動画を移動させたいような場合にも
使えます。音楽や動画を見る場合でも、次の曲
やチャプタの1秒前から再生したいような場合、
スナッピング機能で次の場所に移動してから微
調整操作で1秒戻りたくなるでしょう。
　つまり、スナッピングのようなおおまかな操
作の恩恵を受けつつ微調整も可能であるという
巧妙なインターフェースが欲しいところです。

　遠くに旅行する場合、目的地の近くの空港ま
で飛行機で飛んでから電車やバスに乗り、最後
に徒歩で目的地まで行くことができます。
　このように、移動の必要があるときは、移動す
る距離によって移動の速度や粒度を変えることに
よってさまざまな場所にうまく移動できるように
なっているわけですが、スライダやスクロールバー
においても同様の方針が使えればいいでしょう。
　iPhoneの微調整機能もあまり直感的とはい
えませんし、そういう機能があることに気付く
表示もありませんから、この機能を知らない人
も多いと思われます。もっと単純に、現在と同
じ方法で自然にスライダやスクロールバーを操
作するだけにもかかわらず、おおまかなスナッ
ピング動作や微調整を可能にするために
SmoothSnapという手法を開発しました。
　SmoothSnapでは次の方針で値や位置をコン
トロールします。

・ノブを大きく移動した場合は重要なポイント
にスナッピングする

・ノブを少しだけ動かした場合は細かい粒度で
連続的に値を変化させる

SmoothSnap

 ▼図4　FineSlider  ▼図5　iPhoneの場合
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時刻を細かく設定する

　前述のように、時／分／秒の設定は86,400
通りの可能性がありますから、これを1つのス
ライダで設定することは困難です。このため、
乗換案内のように時刻指定が必要なサービスで
は、図6のようにメニューを利用して時刻指定
を行うことが多いようです。
　SmoothSnapに対応したスライダのノブを動
かそうとするとき、マウスをクリックしたあと
のマウスの移動距離が少ない場合は微細な調整
が可能であり、移動距離が大きくなると粒度が
粗くなって分単位／時間単位でスナッピングす
るようになっているので、スライダのノブを動
かすだけで秒単位で時刻を設定できます（図7）。
　「12:34:56」のように細かい分／秒までを正確
に指定したい場合、まずノブを大きく動かして
スナッピングを活用して目的の時刻に近いキリ

時刻（e.g. 12:00:00）まで移動し、一度マウスを
放してから再度ノブを動かすことにより目的の
時刻にさらに近いところ（e.g. 12:30:00）まで移
動し、……という操作を繰り返すことによって
徐々に目的の時刻に近付けていくことができます。
　おおまかな粗い操作をするとキリ時刻を指定で
き、細かい操作を繰り返すと詳細時刻を指定でき
ることになるのは、微妙な操作をするほど細かい
調整が可能なので、人間の直感に近く感じられます。

大きな文書のスクロール

　大きな文書が1ページのWebページになっ
ているとき、その構造を把握しながらブラウジ
ングを行うのはたいへんです。
　図8は、私が昔書いた30個のWeb記事を並べ
て1つのページにしたものの一部をブラウザで
表示している様子を示しています。ブラウザ画
面では大きなWebページのごく一部しか見えて

いないため、スクロールを行いな
がらページ全体の構造を把握する
のはかなり困難です。
　右側の画面では章タイトル (「第
28回……」)が見えているのでだい
たいどのあたりをブラウズしている
のかがわかりますが、左側の画面

 ▼図6　 時刻設定の例

 ▼図8　 Web記事のスクロール

 ▼図7　 ノブのスライドでさまざまな時刻
を設定する

初期状態

1秒単位の設定

10秒単位の設定

1分単位の設定

10分単位の設定

1時間単位の設定
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SmoothSnap

はタイトルが見えていないので、ブラウザ画面を
見るだけではどの章なのかがわからず、上下にス
クロールして初めて位置がわかることになります。
　SmoothSnapを利用して同じページをブラウジ
ングしている様子を図9～図12に示します。ス
クロールバーのノブをドラッグしたとき、ノブの
移動量が小さい場合は通常の場合と同様にスク
ロールが行われますが、移動量が大きい場合は
章や節の先頭でスクロールがスナッピングするた
め、常に<h2>や<h3>が画面のトップに位置する
ことになり、全体的にどういう章や節で構成され
ているのかを容易にブラウズして把握できます。

　AlphaSliderのような手法では、標準的なスラ
イダノブ以外に微調整用の特殊なGUI部品を使

SmoothSnapの期待

用していますが、SmoothSnapスライダもスクロー
ルバーも外見は標準のものと変わりがなく、スナッ
ピングと微調整の挙動が違うだけですから、特
殊な前提知識なく利用できることが期待されます。
　SmoothSnapは原理が単純であり、ブラウザ
のJavaScriptで簡単に実装できるのも利点でしょ
う。SmoothSnapは筆者のWebページ注2で実際
に使ってみることができます。汎用ライブラリ
としてはまだ準備できていませんが、要望が多
ければ開発したいと思っています。
　スライダやスクロールバーが発明されてから
何十年もたっていますが、画期的な改良は行わ
れていないようです。しかしまだまだコロンブ
スの卵的な細かい改善は可能だと思われますの
で追及していきたいと考えています。ﾟ

 ▼図9　 ページ先頭

 ▼図11　 もう少しドラッグした状態。<h3>にスナッ
ピングしている

 ▼図12　 かなり下のほうまでドラッグした状態。
<h2>にスナッピングしている

 ▼図10　 先頭から少し下にドラッグした状態

注2） http://www.pitecan.com/SmoothSnap/

http://www.pitecan.com/SmoothSnap/
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　Webで面白い情報を見つけたとき、よく見た
らとても古いページだということに気づいてがっ
かりすることがあります。がっかりするだけだ
とまだ良いのですが、SNSなどで紹介したあと
で古さを指摘されたりすると恥ずかしいものです。
　世の中のたいていのものは古くなるとゴミが
溜まったり変色したりするものなので、古さに
なんとなく気づくのが普通ですが（写真1）、ファ
イルやWebページのようなデジタル情報は古
くなっても見栄えが変わらないため、こういう
失敗をしやすいと言えるでしょう。
　情報が劣化しないことは、デジタルデータの
大きな特長なのですが、古さが直感的にわかっ
たほうが都合が良い場合もあります。古くても
価値が変わらない情報なら気にする必要はない
のですが、ニュースや技術情報のように新しさ
が重要な場合、間違って古い情報を参照しない

Webページの
古さの視覚化

ように気を付けなければなりません。今回は
Webページの古さを直感的に感じることがで
きるようにするための工夫を紹介します。

廃れるリンク

　はこだて未来大学の塚田浩二氏は、古いペー
ジへのリンクが汚く見える「廃れるリンク注2」と
いうシステムを開発しました。
　図1のようなWebページは古い情報へのリンク
を含んでいるのですが、これを見るだけではどの
リンクがどれだけ古いのかはわかりません。廃れ
るリンクシステムを使うと、図2のように古いペー
ジへのリンク文字列が汚く表示されるため、リン
ク先のページが古いことが明らかにわかります。
　廃れるリンクシステムはプロキシサーバとし
て実装されています。廃れるリンクのプロキシ
サーバ経由でWebページにアクセスした場合、
アクセス先のページの古さを取得したあとで、
古さに応じてリンクのCSSを調整することに
よって古さを表現しようとしています。

増井ラボノート

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 13 回　廃れるページ

 ▼写真1　 明らかに古い壁  ▼図1　 古い情報へのリンクを含む
Webページ

 ▼図2　 廃れるリンクを利用した結果

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/ 注2） http://mobiquitous.com/dying-link.html

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
http://mobiquitous.com/dying-link.html
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廃れるページ

廃れるバックグラウンド

　リンク先の古さを視覚化するだけでなく、ペー
ジそのものも古く見せると良いでしょう。自分
のWebページの場合、作成時刻や編集時刻を
利用して、きめ細かく古さを表示できます。
　図3は私が昔作成した「廃れるバックグラウ
ンド」というシステムです。古さに応じてラン
ダムドットの数を増やしていますが、あまり美
しいとは言えないようです。
　図4はページ内の各部分のアクセス状況によっ
てバックグラウンド表示を変えてみたものです。
gimpで自動生成したシミのような画像と日付
を表示することによって、古さを直感的に理解
させようとしています。
　廃れるバックグラウンドシステムは、バック
グラウンド画像がイケてなかった点や、古いペー
ジが読みにくくなってしまった点であまり評判
がよくなかったため、真面目に運用せず放置状
態になったまま現在に至っています。

　「廃れるリンク」も「廃れるバックグラウンド」
も10年以上前のシステムなのですが、手間の
割に便利さが不足していたり見栄えが悪かった
りしたため、日常的に使ってはいませんでした。
一方、Web上の情報がますます増えてきた現在、
古い情報を新しいものと勘違いする危険は増え
ていますし、古さ
の理解は以前より
も重要になってい
る気がするので、
「廃れるバックグ
ラウンド」と同様
のシステムを次の
方針で作りなおし
てみることにしま
した。

廃れるページ

・ブラウザ拡張機能として実装
・ページの古さを最初の数秒だけ全面に表示

　任意のWebページに対して古さを視覚化す
るためには、どこかになんらかの細工が必要に
なるわけですが、最近のChromeやFirefoxは
ブラウザ拡張機能を簡単に作れるようになって
きたので、最近はこれを利用するのが良い気が
しています（図5）。
　従来はブラウザ拡張機能を作るのはかなりた
いへんでしたが、最近はFirefoxでもChrome
でも同じ形式で開発ができますし、開発の手間
もかなり小さくなっています。

ブラウザの挙動を制御する方法

      ブラウザ拡張機能
　ブラウザの挙動を変えたり機能を追加したり
するために、さまざまな「ブラウザ拡張機能」が
利用されています。ブラウザ拡張機能とはブラ
ウザアプリケーションの見栄えや動きを変更し
たり拡張するためのもので、ブラウザの挙動を
制御するためのたくさんのAPIを利用して開
発されるものです。たとえば ブラウザのタブ

 ▼図3　 古くなったWikiページ

 ▼図4　 バックグラウンド画像を工夫し
てみたもの

 ▼図5　廃れるページ
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の挙動を変更したい場合は、タブの挙動を変更
するAPIを利用することになります。
　便利なブラウザ拡張機能を使っている人は多
いでしょうが、ブラウザ拡張機能を自分で作っ
て活用している人は少ないと思います。
　ブラウザ拡張機能を作る方法はブラウザごと
に異なっていましたし、APIが膨大で理解する
には努力が必要ですし、作成方法がしょっちゅ
う変わるので対応がたいへんだったりしたから
です。
　たとえばFirefoxの場合、

・Chrome XULを利用して開発
・Pythonベースのcfxコマンドでadd-on SDK
を利用して開発

・Nodeベースのjpmコマンドでadd-on SDK
を利用して開発

・Web-extコマンドで開発

のように開発方法が追加されたり変化したりし
ており、最新の開発手法について行くのは苦労
したものです。

      ブックマークレットとGreasemonkey
　ブラウザの挙動に変更を加えるのではなく、
Webページの内容を利用したり修正したりするた
めには「ブックマークレット」や「Greasemonkey」
などのシステムが利用されてきました。ブックマー
クレットとはブラウザのブックマークとして登録
したJavaScriptプログラムで、普通のブックマー
クを呼び出すのと同じ方法で呼び出して実行する
ものです。
　ブックマークレットはブックマークメニュー
などから手動で起動する必要がありますが、
Webページに対して自動的になんらかの処理
を行いたい場合は Greasemonkeyというシステ
ムが従来よく利用されていました。
　GreasemonkeyはFirefoxの拡張機能で、ユー
ザがGreasemonkeyに登録したJavaScriptコー
ドを自動的に呼び出して利用できるというもの

でした。
　私の場合、拡張機能のAPIを勉強するのは
面倒だけれど、自動的にWebページを操作し
たいことは多かったので、ブックマークレット
やGreasemonkeyをよく利用していました。
　たとえば、パスワードを要求するWebサー
ビスに対して、本誌2016年6月号で紹介した
EpisoPassのような「なぞなぞ認証」でログイン
を可能にするような Greasemonkeyスクリプト
を作って使っていましたし、 面白いページを
Gyump（2015年12月号）に登録するためのブッ
クマークレットは頻繁に使っています。
　このように、これまでは、

①ブラウザの挙動を変えるためにブラウザ拡張
機能を利用

②Webページを手動で操作するためにブック
マークレットを利用

③Webページの自動処理化のためにGrease 
monkeyを利用

のような使い分けをするのが普通だった気がし
ます。
　現在見ているWebページに対する処理を指
定できるブックマークレットというのは便利な
しくみなのですが、そもそもWebページの
URLを記憶するためのブックマーク機能を
Webページの操作に利用するというのはわか
りにくいですし、登録も起動も簡単ではないの
で世の中で広く使われるようにはなっていない
ようです。本来、別のWebページにジャンプ
する機能と今見ているWebページに手を加え
る機能はかなり性質が異なりますから、同列に
扱うのは適切でない気がします。
　一方、ブラウザ拡張機能というのは、ブラウ
ザの見栄えや挙動を変えるというはっきりした
意図が明らかですし、インストールや管理も簡
単なので、そういう用途にはこちらの方が向い
ていると思われます。最近は開発事情が若干改
善しており、それほど苦労しなくても Java 
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廃れるページ

Scriptで拡張機能を作成できるようになってき
たので②も③もブラウザ拡張機能を利用して問
題ない状況になりつつあります。ブラウザ拡張
機能の作成が簡単になってきた現在、もっとさ
まざまなブラウザ拡張機能が出現してきてほし
いものだと思います。
　現在、どこでもEpisoPassが使えるようにす
るための拡張機能を開発中なのですが、拡張機
能をうまく使うと EpisoPassがかなり便利に
なりそうです（図6）。
　こういう状況なので、廃れるページもブラウ
ザ拡張機能として実装するのが良いと思われます。

      廃れるページの実装
　廃れるページの原理はとても簡単で、

①Webページの時刻を取得する
②古い場合は全画面を古い感じにして古さを表
示する

というだけです。②については「廃れるバック
グラウンド」で利用していたような画像を
<div>タグで重ねるだけなので簡単ですが、時
刻を取得するのは少し注意が必要です。
　Webページの作成時刻は document.last 
Modifiedで取得できるはずなのですが、これ
がうまく取得できないページがあります。また、
動的に生成されるページでは現在時刻が設定さ
れてしまう場合があります。私はLivedoor 
Blog注3で時々ブログを書いているのですが、
このサービスではブログ記事ページの作成時刻
は常に現在時刻になってしまい、記事内容が古
くてもページは最新という状況になってしまい
ます。本当の古さを知るためにはきちんと内容
を調べる必要がありますが、これは難しいので、
ページ中に出現する日付をページの古さだと解
釈することにしています。

      利用結果
　廃れるリンクも廃れるバックグラウンドも、

いろいろ用意が必要な割に効果がパッとしない
せいか、流行するということはありませんでし
たし、私自身も利用していませんでした。しか
しブラウザ拡張機能を使ったものは、インストー
ルが簡単ですし、ページの古さがすぐにわかる
ので、今のところ満足して利用しています（図
7）。ページの古さの表示はウザいこともある
でしょうが、数秒待てば完全に消えてしまいま
すし、古いページにアクセスする機会はそれほ
ど多いわけではありませんから、なんとか便利
さとウザさのトレードオフが我慢できるレベル
になっている気がします。
　廃れるページの拡張機能は、Chromeや
Firefoxのストアに「sutare_extension」という
名前で登録してあるので簡単にインストールで
きます。またソースをGitHub注4で公開してい
るのでご利用ください。ﾟ

 ▼図6　 Amazonのログイン画面でEpisoPassを利用
する拡張機能

 ▼図7　「廃れるページ」の利用結果

注3） http://masui.blog.jp/
注4） https://github.com/masui/SutareExtension

http://masui.blog.jp/
https://github.com/masui/SutareExtension
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　次のような作業をやりたいと思ったことはな
いでしょうか？

・  同じファイルがあちこちにないかチェックしたい
・重要なファイルだけバックアップしたい
・自分のアイデアを日付つきで記録したい

　実はこのような仕事は、1つの単純な方法を
使って実行できます。
　パソコンやWebには膨大なファイルがあり
ますが、同じファイルがあちこちに冗長に置か
れていることも多いでしょう。
　私の場合、同じファイルを何度もダウンロー
ドしてしまったり写真や動画をいろんな場所に
コピーしてしまったりすることがよくあります
し、バックアップのつもりでコピーしたデータ
をさらにバックアップ対象にしてしまった結果、
バックアップのバックアップ（のバックアップ
の……以下同様）のような無駄なデータを作っ
てしまうことすらあります。
　こういう問題を防ぐためには、同じファイル
がすでに別のところに存在するか調べれば良い
わけですが、すべてのファイルの中身を比較す
ることは現実的ではありません。しかし、ファ
イルの「ハッシュ値」を利用すれば、あるファイ
ルが独自の（ユニークな）ものなのかどうかを比
較的簡単に判別できます。

HashInfo ハッシュ関数とハッシュ値

　デジタルデータを一定サイズの数値に変換す
る関数をハッシュ関数と呼び、計算された値を
そのデータのハッシュ値と呼びます。
　最近のプログラミング言語ではa['abc']の
ような連想配列が使えるのが普通ですが、これ
を通常の計算機上に実装する場合、"abc"のよ
うな文字列に対してハッシュ関数を計算し、そ
の数値を添字として利用することによって通常
の配列と同じように扱う手法がよく利用されて
います。
　ハッシュ値のサイズが小さい場合は、異なるデー
タから同じハッシュ値が計算されてしまう（ハッ
シュ値が衝突する）ことがありますが、ある程度
大きなハッシュ値を生成する適切なハッシュ関数
を用意すれば、ハッシュ値が衝突する可能性は
ほぼゼロにできます。また、ハッシュ値からもと
のデータを計算することもほぼ不可能にできます。
　ハッシュ関数はさまざまなものが考えられま
すが、現在はMD5やsha1というハッシュ関数
が広く利用されています。このようなハッシュ
関数は次のような特徴を持つため、暗号化アル
ゴリズムなどで広く利用されています。

・ハッシュ値からもとのデータを知ることはで
きない

・異なるデータのハッシュ値が同じ値になるこ
とはない

　ファイルデータから計算されるハッシュ値の
情報（HashInfo）をうまく利用することにより、
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エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 14 回　HashInfo

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
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最初に述べたようなさまざまな有用な機能を実
現できます。

　ハッシュ値の特徴を利用すれば、手持ちのす
べてのファイルのハッシュ値をあらかじめ計算
しておくことにより、あるファイルが別のとこ
ろにすでに存在するかを調べることができます。
たとえば、movies/abc.mp4という動画とbackup
/xyz.mp4という動画のハッシュ値が同じであ
れば、abc.mp4とxyz.mp4は同じファイルだと
いうことがわかるので、たとえば両方をバック
アップする意味はないと判断できます。
　図1は、手持ちのパソコンのすべてのファイル
のハッシュ値を計算し、それを
Treemapという手法で視覚化して
みたものです。同じファイルが複
数ある場合、そのファイルを赤く
表示しています（研究室に所属して
いた池滝俊太氏の卒業論文による）。
　池滝氏は整理が得意なのか、重
複するファイルは多くはないよう
ですが、それでもかなりの部分に
色がついている（ファイルが重複し
ている）ことがわかります。
　ハッシュ情報を複数の人間で共
有すれば、自分が持っているファ
イルを他の人も持っているかどう
かがわかります。図2は、研究室
の数人の学生に協力してもらって、
他人のパソコンまで比較対象を広
げて同じ計算をしてみたものです。
多くの学生はMacを利用してお
り、Macのシステムファイルは全
員に共通であるため、図1に比べ
ると左下部分が赤くなっています。
　このように、ハッシュ関数を利
用すると自分が持っているファイ

重複ファイルの視覚化

ルの素性がなんとなく見えてくると言えるでしょ
う。ファイルの中身をいくら調べてもこういうこ
とはわからないわけですが、他のファイルや他
人のファイルとの比較によりファイルの特徴が
見えてくることになります。

　前述の方法を使うと、複数のマシンで
HashInfoを計算することによって、さまざま
なマシンで同じファイルが共有されているかど
うかがわかります。システムファイルやメジャー
なアプリケーションのファイルは多数のマシン
で共有されているはずですが、あまり重要でな
い大きなファイルでもいろんなマシンで共有さ

重要情報の
バックアップ

 ▼図2　 他人とのファイル共有の視覚化

 ▼図1　 自分のパソコン内で重複しているものを赤く表示したもの
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れている可能性があります。
　たとえばNode.jsでプログラム開発をする場
合、node_modulesというフォルダの下にたく
さんのライブラリがダウンロードされますが、
このようなファイルはバックアップをする必要
はありません。
　ブラウザでWebからデータをダウンロードす
るとき、大きなアプリケーションのプログラムファ
イルも重要なファイルも同じフォルダに入って
しまい、広く配られているファイルと重要なファ
イルを区別することは困難ですが、HashiInfoを
利用するとその違いが明白になるので、どのファ
イルが重要なのかがわかるようになります。
　一方、コンパイル結果やログファイルなどは
重要ではないにもかかわらず、他人が同じファ
イルを持っている可能性は低いと思われます。
　「他人と共有していない」「自動生成されるファ
イルではない」といった条件を満たすファイル
は重要である可能性が高いので、こういう性質
をもつファイルだけをバックアップすることに
しておけば、無駄なバックアップを防ぐことが
できるでしょう。

　特許や論文になるかもしれない新しいアイデ
アを思いついたときなど、ある時点においてあ
る情報を自分が持っていたことを証明したい場
合があります。
　情報がいつ作成されたかを個人的に覚えてお
くためにはファイル作成時刻を記録しておけば
良いのですが、ファイルの中身や作成時刻は後
から偽造できるので、確かにその時点でその情
報が存在したということを他人に納得させるこ
とはできません。デジタル情報がいつ作成され
たか証明するためには、信用できる外部の誰か

ファイルの存在証明

に認証してもらう必要があります。
　ある時点である書類が存在したことを証明す
るためには昔から「公証役場注2」が利用されてい
ます。公証役場の業務の1つに「確定日付の付与」
というものがあります。これは、私文書に「確
定日付」を付与し、その日付にその文書が存在
したことを証明するものです。
　デジタルデータを印刷して書類にしておけば、
その存在を証明するために公証役場を利用でき
ますが、情報を印刷して公証役場に持って行く
のは面倒ですし費用もかかります。
　最近はデジタル情報の存在を証明するために「電
子公証システム注3」を利用できるようになったの
で、公証役場に行かなくても公的な認証を得ら
れるようになりました。これは朗報なのですが、
かなりの費用がかかるのが難点です。
　ある時刻にあるデジタルデータが存在したこ
とを証明する技術のことをデジタルタイムスタン
プ注4技術と言います。電子公証システム利用は
高価であり利便性の問題もあるので、Seiko注5

やアマノ注6のような会社がデジタルタイムスタ
ンプ技術を提供するサービスを提供しています。
　しかし、大事なデータを民間企業に渡すのは
心配ですし、サービスがどれほど信頼できるか
わかりません。実際、現在運営を中止してしまっ
たサービスもありますし、10年後／20年後も
確実に利用できる保証はありません。
　電子公証システムや民間の証明システムを利
用する場合は証明したいデータの提示が必要で
すが、情報が漏れることは心配かもしれません。
その時点でその情報が存在することは証明した
いけれども情報の中身は公開したくないかもし
れません。簡単で良いアイデアを思いついたと
きなど、特許をとるまで内容は誰にも公開した
くないでしょうが、そのアイデアを自分が思い
ついた日時については記録しておきたいでしょう。

注2） http://www.koshonin.gr.jp/a2.html
注3） http://www.koshonin.gr.jp/de2.html

注4） http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2000/kk19-b1-4.pdf
注5） https://www.seiko-cybertime.jp/product/easy_time_stamp/
注6） http://www.e-timing.ne.jp/product/timestamp/characteristic/typet/

http://www.koshonin.gr.jp/de2.html
http://www.koshonin.gr.jp/a2.html
https://www.seiko-cybertime.jp/product/easy_time_stamp/
http://www.e-timing.ne.jp/product/timestamp/characteristic/typet/
http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2000/kk19-b1-4.pdf
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　つまり「情報を持っていることは証明するが、
情報そのものは公開しない」方法が必要になり
ます。

HashInfoによる
デジタルタイムスタンプ

　生のデジタル情報の存在証明を行う代わりに、
その情報のハッシュ値の存在証明を行うことに
すれば、情報そのものを渡す必要がないのでよ
り安全だと考えられます。
　たとえばある問題の解法を発見したとき、た
とえば「問題AはBという方法で解決できる」と
いった文字列のハッシュ値を公証役場や電子公
証サービスに登録しておけば、ハッシュ値から
もとの文字列を計算することはほぼ不可能なの
で、文字列そのものを登録しなくても証明を行
うことができます。
　電子公証サービスや民間のデジタルタイムス
タンプサービスを利用しなくても、一般的なブッ
クマークサービスやブログサービスを利用する
ことによって無料でハッシュ情報の存在を証明
できるかもしれません。
　たとえば秘密情報のハッシュ値がABCDEFとい
う値になるとき、http://example.com/ABCDEF
というURLをはてブのようなブックマーク登
録サイトや任意のブログサービスに記録してお
けば、ABCDEFという情報がどの時点で存在し
ていたかがそれらのサイトで公開されることに
なりますから、Aという問題を解くための情報
が、ある時点で存在したことが証明されること
になります。
　1つのサービスだけに登録すると、そのサイ
トの管理者に偽造される可能性もあるでしょう
が、関連のないたくさんのサービスに同じ情報
を登録しておけば、すべてを偽造することは不
可能と考えられるので、その情報がその時間に
存在したことをかなり確実に主張できると思わ
れます。
　つまり、時刻を証明したい情報があるときは
必ず次の手順をとることにしておけば、確実に

データの存在証明を行うことができるでしょう。

・情報を秘密の場所に格納する
・情報のハッシュ値を複数のサイトに登録する

　普通のテキストエディタを使っている場合で
も、気合いを入れてセーブした場合には上記の
処理を自動的に行うようにしておけばいいかも
しれません。秘密にしておくべき元データを安
全な場所に格納しておけば良いでしょうし、暗
号化したデータをクラウドなどにもセーブして
おけばさらに安全かもしれません。

　今回はHashInfoを利用する3種類のアプリ
ケーションを紹介しましたが、多数の人間でファ
イルのハッシュ値を共有するデータベースがあ
ればさまざまな用途に利用できることが期待で
きるので、誰もがHashInfoを活用できるよう
にするためのHashInfo.netというサイトを運
用したいと考えています。
　一方、こういうサービスではプライバシーの
問題に気を付ける必要があります。素性が怪し
いファイルを他の誰かが持っていることがわか
れば問題になる可能性もありますし、「名寄せ」
的に個人が特定される可能性があるので、誰が
どのハッシュを持っているかという情報は十分
に注意して扱う必要があるでしょう。しかし、
プライバシーやセキュリティに十分配慮すれば
HashInfoが有用な機会は多いはずです。
　Googleは、ファイルの中身よりもファイル
間のリンクを重視することで検索精度を向上さ
せることに成功しましたが、ファイルの中身よ
りもファイルの重複を重視することによって大
きな効果を得られる可能性もあるでしょう。
HashInfo.netの運用などによって有益なシス
テムを構築できればと考えています。ﾟ

HashInfo.net
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　今回は単純で役にたつ整理のためのテクニック
を紹介したいと思います。私は整理が極端に苦
手で、計算機ファイルの整理や小物の整理に毎
日苦しんでいます。そういう人間が整理法につい
て語るのは変かもしれませんが、何かが下手な人
ほどそれを克服するために苦労しているはずです
から、良い方法を発明する可能性は高いはずです。

　引き出しや箪
た ん す

笥の中に置き場所を決めて小物
を整理したり、階層的なフォルダを使ってファ
イルを整理したりしている人は多いと思いますが、
現代においてそれは最善の整理方法でしょうか？
　なんでも階層的に分類して格納するものだと
思っていたり、ファイルは階層的なフォルダで
管理するのが当然と考えている人は「階層脳」を
持っているのだと思われます。
　以前の記事で、大規模な階層的データを検索
したりナビゲーションしたりする方法として、
「DragZoom」や「Gear」のようなシステムを紹介
しました。大きなデータは階層的に構成されて
いることが多いためこのようなシステムが有用
なわけですが、実はこれらのシステムで扱って
いたデータはすべて専門家によって用意された
定形的なデータであり、個人が扱う雑多なもの

整理術の紹介

階層脳の恐怖

ではありませんでした。

階層管理の問題点

　住所や電話番号のように明らかに階層的な構
造を持つものを階層的に管理するのは難しくあ
りませんが、さまざまな属性を持つ雑多なデー
タや物品を階層的に管理するのは難しいもので
す。A社のBという製品に関する問い合わせ書
類はどういうフォルダに入れるべきでしょうか。
A社フォルダでしょうか？　B製品フォルダで
しょうか？　問い合わせフォルダでしょうか？
　また、旅行先で買った便利なナイフはどの箱
に入れるべきでしょうか。思い出箱でしょうか？
文房具箱でしょうか？　旅行用品でしょうか？
　属性がはっきりしない場合もあります。動物
を分類しようとするとき、コウモリは獣に分類
すべきか鳥に分類するべきか困るかもしれませ
んが、分類作業にはこういう「コウモリ問題」が
つきものです。図書館のように専門の職員がい
る場所であっても、変な分類をされていて困る
こともあります。世の中の多くのものは階層的
に管理することが難しいので階層構造を仮定し
た検索手法や整理法はうまくいきません。

　Webの巨大なデータは階層的に管理されて
いませんが、Googleのようなテキスト検索で
たいていの情報は見つかる気がするので、階層
的でないことを問題だと思っている人はいない
でしょう。つまり「検索できれば階層的整理は

フラット整理術

増井ラボノート
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ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 15 回　フラット整理法

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
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必要ない」ということになります。
　Webの黎明期にはWebページを階層的に整
理するサービスがたくさんありましたが、現在
はほとんどなくなってしまいました。階層的に
分類する作業がたいへんになり過ぎたからかも
しれませんが、階層的な構造がそれほど有用と
思われなくなってきたからかもしれません。
　Webを階層的に整理するサービスでは、コ
ウモリ問題に対応するため、同じデータをあち
こちに置くという方法がよく使われていました。
たとえば横浜のラーメン屋のページは、「横浜」
というカテゴリにも「ラーメン」というカテゴリ
にも登録されるようになっていました。一方、
現在は「横浜」「ラーメン」のようなキーワード
で検索すれば簡単に情報にたどり着けますし、
横浜レストラン情報やラーメンランキングのよ
うなページがいくらでもありますから、階層的
な分類を行う検索サービスの存在価値は現在か
なり小さくなっていると思われます。
　Webページを階層管理できないということは、
個人のファイルや所有物を階層管理できないの
と同じで、均質でわかりやすい構造を持つデー
タ以外は階層管理にはむかないということにな
るでしょう。個人のファイルや所有物の場合、
レストラン情報のような整理情報を期待するこ
とはできませんが、そもそもすべて自分が一度
は見たものですからそういうものは必要ありま
せん。昔見たはずの情報が再度見つけられるよ
うになっていれば問題ありません。なんでも階
層的に管理すべきであるという「階層脳」から脱
却し、フラットな構造でもうまく検索できる方
法を利用すべきだと考えられます。

　次のような方法を使えば、階層的にていねい
に分類を行わなくても雑多なファイルを適切に
管理できます。

計算機情報の
フラット整理

       ファイルにユニークな名前を付けて1つ
の場所で管理する

　たとえば「A社のBという製品に関する問い
合わせ書類」をメールで受け取った場合、この「製
品B問い合わせ .pdf」のようなファイルのハッ
シュ値を計算して01234567.pdfのようなファ
イル名に変更し、1つの場所に保存します。ファ
イル名はユニークであれば何でもかまいません。

   ファイルにタグやコメントを付ける
　ファイルを後で検索できるようにするために、
01234567.pdfに対して「A社」「製品B」「問い合
わせ」のようなタグを登録します。必要であれば
詳しいコメントや関連情報なども書いておきます。

       似たタグやコメントを持つファイルを関連
ファイルとして表示する

　タグやコメントのテキスト検索によってファ
イルを捜すことができますが、似たタグやコメ
ントを持つファイルが関連ファイルとして自動
的に検索されるようにしておくと便利です。A
社や製品Bに関する文書が見つかったとき、そ
の文書に関連する文書もリストされると便利です。

　こういう検索／管理システムをゼロから作る
のは面倒ですが、以前紹介したGyazo（2016年
2月号）を使うと簡単にこの方法を使うことがで
きます。Gyazoでは、キャプチャした画像にタ
グやコメントを付加したり関連画像を検索した
りすることが簡単にできますから、次の手順で
ファイルをフラットに管理できることになります。

・ファイルをユニークな名前に変換して特定の
場所に置く

・ファイルの中身を表示してGyazoでキャプチャ
し、新しいファイル名やコメントを記入する

　私は、保存したいファイルがあったとき、そ
の中身のMD5ハッシュ値を使ったユニークな
ファイル名に変換してAmazon S3の特定の場
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所に格納してから、ファイルの中身をGyazoで
キャプチャしたものにそのURLをコメントと
して書くようにしています。
　この手順をルーチンワークにしておくと、ファ
イル名や階層的ファイル管理についてまったく
悩むことがなくなります。たとえば私は各種の
申請書を書く場合、Gyazo.comで「申請書」を検
索するとたくさんの古い申請書やテンプレート
が見つかるので、それを開いて修正することに
よって新しいものを作成しています（図1）。
　ファイルはクラウドに置かなくてもかまいませ
んが、クラウド上で一括管理しておくのが何かと
便利です。Amazon S3などを利用するのが面倒
な場合はDropboxなどを使うと良いでしょう。

　前述の方法であらゆるファイルをフラットに
管理できるようになるのですが、書類や小物は
どうすれば良いでしょうか？　実は書類や小物
はもっと簡単な方法で楽に整理できます。

クリアファイル整理法

　書類の管理は面倒なものです。普通の家庭で
も、製品のマニュアルだの保証書だのクレジッ
トカード明細だの領収書だの保険の書類だの、
医療費明細だの、たくさんの書類を整理する必

身のまわりの
フラット整理

要がありますが、こういったものをきれいに分
類して管理するのはたいへんです。
　雑多な書類を楽に提案する方法として、1993
年ごろ野口悠紀雄氏が提案した「超整理法注2」と
いう書類整理手法がかなり話題になったことが
あります。「超」と言っていますがこれは極めて
単純な整理方法で、

①タイトルを書いたA4の封筒（角形2号封筒）
に資料を入れて棚に並べる

②使った資料は必ず一番端に戻すという作業を
繰り返す

　だけです。この結果、

・よく使う資料が端に集まる
・使わない資料は逆の端に集まる

ことになりますが、よく使う資料は端にある可
能性が高いのですぐ見つかりますし、逆の端に
たまってきた使わない資料は廃棄を検討できる
というわけです。
　ここでは分類も階層的管理も使われていません
から、階層脳な人はこれでうまくいくことに驚い
たかもしれません。野口氏は最近のインタビュー
（『PHP Buiness“The 21”2016年11月）でも「目当
ての情報がすぐ見つかるのであれば、わざわざ整
理に時間や手間をかけることはありません。その
方法論の基本は、『分類しない』ことです」と語っ
ており、この整理手法を現在も利用しているよう
です。
　「超整理法」は確かに簡単なうえに分類の必要
がないという大きなメリットがあるので非常に
話題になりました。野口氏をはじめ、現在もこ
の方法を利用している人も多いようですが、こ
の方法には次のような問題がある気がしています。

・封筒にタイトルを書くのが面倒臭い
・封筒の中身が見えない
・古いファイルを捜すのに時間がかかる

注2） 「超」整理法――情報検索と発想の新システム　野口悠紀雄（著）、新書判、248ページ、1993年11月25日、ISBN978-4-12-
101159-6（http://www.chuko.co.jp/shinsho/1993/11/101159.html）

 ▼図1　 各種申請書をGyazoで検索したところ

http://www.chuko.co.jp/shinsho/1993/11/101159.html
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フラット整理法

・古いファイルの存在に気づかず同じファイル
を作ってしまう可能性がある

・角形2号封筒のサイズはA4書類よりかなり
大きいのでA4用の箱や棚に入れにくい

　現在は計算機やネットワークが十分普及して
おり、「超整理法」が執筆された1993年とは状況
がかなり異なっていますから、私は次のような「ク
リアファイル整理法」のほうが良いと思っています。

①大きく番号を書いた透明クリアファイルに書
類を入れる

②クリアファイルを番号順に並べる
③番号と中身の対応をテキストファイルや
Wikiなどに書いておく

　私は数年に渡ってこの方法を実践しており、
実用的に利用しています。番号を最初は手書き
していましたが、最近は印刷したシールを貼っ
ています（写真1）。
　これは非常に単純な方法ですが、次のような
メリットがあります。

・タイトルやキーワードを手書きする必要がない
・テキスト検索すればどの番号のクリアファイ
ルに何が入っているかすぐわかる

・大きさがA4にそろっているのでA4用の箱
や棚で整理しやすい

・透明なので中身を確認しやすい
・番号順に並んでいるので、整理／検索しやすい
・書類の属性やコメントなどをいくら記述して
もかまわない

　超整理法の時代にはタイトルや中身の情報を
書くために封筒を利用する必要がありましたし、
たくさんの情報を書くことはできませんでした。
クリアファイルには番号だけ書いておけばいいわ
けですし、テキストファイルにはいくらでも情報
を書いておくことができます。
　この「クリアファイル整理法」はあまりにも単純
なので、こんなものでうまくいくのか？　こういう

方法をサポートする
文房具や検索システ
ムが売られているの
ではないか？――な
どと思ったものです
が、意外とそういう
製品は存在しません
でしたし、この方法
はとてもうまくいくことがわかりました。
　番号と中身の対応を書くのが面倒だという問
題はありますが、封筒に手書きするよりは楽で
すし、あとで検索するのが楽であることを考え
るとテキストファイルに書くほうがはるかに便
利でしょう。

箱整理

　クリアファイルに入れにくい小物は、番号を
書いた箱に入れるようにすればクリアファイル
の場合と同じように整理を行うことができます。
箱や引き出しでものを整理する場合、箱のカテ
ゴリを決めて分類して格納したくなるものです
が、箱の中身をきちんと記述しておくことに気
を付けておけば、きちんと分類する必要はない
でしょう。たとえば「土産」とか「食器」とかいっ
た箱を用意してきちんと分類したくなるかもし
れませんが、「土産物の食器」はどちらに入れれ
ば良いかわかりません。適当な番号の箱に入れ
てから、その番号のところに「Xさんにもらっ
たドイツのワイングラス」などと記述しておけ
ば後から捜すのに苦労することがありません。

フラットへの移行

　現状の開発環境は、階層型ファイルシステム
が前提になっているのがほとんどですので、残
念ながらあらゆるファイルを今回紹介した方法で
管理することは困難です。しかし、これまで整
理が難しかった雑多なファイルに関しては明らか
に有効だと感じているので、徐々にフラットな整
理方法に移行していこうと思っています。ﾟ

 ▼写真1　 書棚の中のクリ
アファイル
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　2017年1月号ではさまざまなファイルや書
類を「フラット」に管理する方法について説明し
ましたが、今回はさまざまな情報をより効果的
に整理し共有できる「Scrapbox」というシステ
ムを紹介します。

　2017年現在における理想的な情報整理法と
はどのようなものでしょうか？　現在のテクノ
ロジ状況をふまえつつ要件を考えてみます。

   ブラウザを使ってネット上で情報を管理する
　ネットやブラウザを使えない環境は現在ほぼ
なくなりましたから、情報整理は当然これらを
活用するべきでしょう。

   一ヵ所で集中管理する
　ネット上の1つの場所にあらゆるデータを保
存してブラウザからアクセス可能にするのが良
いでしょう。

   気軽な入力と編集
　ブラウザ上での入力／編集手法は極力単純に
しておく必要があるでしょう。

Scrapboxの紹介

理想の情報整理
システムとは

   タグを活用する
　先月号でも解説しましたが、個人的な雑多な
データを階層的に管理することは常人にはとて
も難しいので、タグを使って管理するのが良い
と思われます。

   他人との情報共有
　Web上に置いた情報を簡単に共有できると
便利でしょう。

　現在、Web上で情報を整理したり共有するため
のさまざまなシステムが利用されていますが、上
記の要望をすべて満たすものはありませんでした。

　私は、Web上に気軽に情報を書いて簡単に
共有できるScrapboxというシステムを開発し
て利用しています。長年に渡って「Gyazz」とい
う名前のWikiを作成して使っていましたが、
Scrapboxはこれを大幅に改良して前述の要件
をすべて満たすようにしたものです（図1）。
　Scrapboxは次のような特長を持っています。

   ブラウザ上で情報編集／整理
　Scrapboxではあらゆる情報をWeb上に置き、

ブラウザで閲覧や編集を行
います。このためあらゆる
パソコンやスマホなどから

Scrapbox

増井ラボノート

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 16 回　Scrapbox（1）

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
 ◀図1　 Scrapbox 

（https://scrapbox.io/）

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
https://scrapbox.io/
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Scrapbox（1）

同じデータにアクセスできます。

   グループで利用
　ScrapboxのページにはユニークなURLがつ
いており、個人で利用することも共有して利用
することもできます。

   強力な編集機能
　ScrapboxのページはEmacsのようなテキスト
エディタと同じようにブラウザ上でWYSIWYG
（What You See Is What You Get）的に編集を行
えます。編集されたテキストは自動的に保存され
るので保存ボタンなどを押す必要はありません。

   リアルタイム同時編集
　ScrapboxではGoogle Docsと同じように、
複数ユーザが同時にリアルタイムにWYSI 
WYG編集することができます。

   リンクの活用
　Scrapboxではタグを利用して情報管理を行
います。ScrapboxはWikiなので、「増井」とい
うページに「人物」というタグを書くとこれは「人
物」というページへのリンクになりますが、こ
のとき「人物」ページから「増井」ページへのリン
クも同時に作成されるようになっています。こ
のため「増井」のような名前を忘れたとしても「人
物」ページから「増井」ページへのリンクを見つ
けることができます。
　このような「逆リンク」を利用すると、特別なタ
グ検索機能を用意しなくても、タグ的なものをす
べて独立したWikiページとして作成するだけで
タグを用いた検索が利用できることになります。
　また、Scrapboxではリンク先ページからリン
クされているページ（2ホップ先のページ）まで
を関連ページとして表示するようになっている
ので、「Steve Jobs」のページも「人物」ページに
リンクされている場合「増井」のページから「Steve 
Jobs」のページを直接参照できます（図2）。

　たとえば「湘南台」のページを表示したときは、
湘南台のラーメン屋のページや私のページは表
示されますがSteve Jobsのページは表示され
ませんし、Steve Jobsのページを表示したとき
は「人物」つながりで私のページやJonathan Ive
のページは表示されますが、慶應大学や湘南台
のページは表示されません。

   代表画像
　リンク先ページを表示するとき、ページに含
まれる画像を表示するようになっているので、
関連ページの視認性がよくなっています。

   その他各種の便利機能
　各種の簡単なタグ記法、プログラムコードを
きれいに表示する機能、簡単な記法による文字
装飾、テキストと同じ大きさで画像を文中に埋
め込むアイコン表示機能など、たくさんの便利
な機能が搭載されています。

　ScrapboxはWeb注2から利用できます。Scrap 
boxを長年に渡って利用してきた例を紹介します。

研究室での利用

　私の研究室では数年に渡ってScrapboxを利

Scrapbox利用例

 ▼図2　 リンクの構造

注2） http://scrapbox.io/

https://scrapbox.io/
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用しており、2016年末現在、約8,000ページが
作成されています。研究室に所属する学生の興
味はいろいろであり、論文や研究トピックや開
発Tipsのような情報に加え、ラーメン情報も
アニメ情報も部品情報もイベント情報もすべて
同じところに置いてあります。雑多な情報が何
千ページもあるとたいへんなことになりそうで
すが、とくに分類を行わなくても関連ページや
カテゴリをページとして関連付けておくだけで、
これらの情報が適切に分類管理されるのが便利
です。
　研究室のScrapboxのトップページは図3の
ようになっています。研究関連情報からアニメ
情報、ラーメン情報までかなり雑多な情報が並
んでいることがわかります。
　ここで「AD620」という部品に関するページを
選んで表示すると、その部品の詳しい情報が表
示され、似た部品など関連研究のページが表示
されます（図4）。この部品ページには「ストレン
ゲージ」「オペアンプ」というページへのリンク
が定義されているので、同じページへのリンク
を持つ「キッチンスケール」や「LMC660」が関連
ページとして表示されているというわけです。
　一方、藤沢のラーメン屋のページを選んで表
示すると、藤沢やラーメン屋のページがたくさ
ん関連ページとして表示されます（図5）。部品
情報もラーメン屋情報も同じ場所に書いてある
のですが、リンク関係がまったく違っているの
で別のクラスタとしてうまく管理できています。

UIPedia

　前述の例は研究室内の人間だけが参照できる
ページでしたが、ユーザーインターフェースに
関連する論文やシステムなどをScrapboxで公

 ▼図3　 研究室のトップページ  ▼図4　 1つの部品ページを開くと関連する情報がす
べて表示される 
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開しています（図6）。UIPediaページは誰でも
閲覧できますし、参加も可能になっています注3。
　文献情報を管理するさまざまなシステムが利
用されていますが、文献データベースでは入力
できる情報の属性が限られているのが普通です。
Scrapboxを使うと、タイトルや著者名のよう
な一般的な書誌情報だけでなく
著者の写真や弟子筋情報、配偶
者情報を記述したり、普通の文
献整理システムではできないこ
とができるので味のある情報
ページにできます。

家族情報

　私は個人的なメモや予定表、
TODOなどをすべてScrapbox
で管理しており、現在6,000ペー
ジほどが作成されています。ま
た家族間で共有したい情報も
Scrapboxで管理しています。親
戚の連絡先、銀行口座情報、各
種の契約情報、予定表など、家
族間で共有したい情報は意外と
たくさんあるものです。こういっ
た情報は住所録やスケジュール
帳のようなアプリケーションで
管理している人が多いと思いま
すが、家族関連情報はすべて1
つの場所に置いておけば何かと
便利です。私の場合、家紋の情報、
家系図、引っ越し履歴など家族
に関連するさまざまな情報を書
いていたら簡単に100ページを
越えてしまいました。
　私はこの考えに基づくシステ
ムを10年以上利用しており、
Scrapboxはその最新版です。

多くの機能を盛りこんだために現在のScrapbox
の仕様はある程度は大きなものとなっていますが、
多くのアイデアは「コロンブスの卵」的であり、
仕様のシンプルさは保てています。次号では、
Scrapboxのさらに詳しい利用法および実装につ
いて解説します。ﾟ

 ▼図5　 藤沢のラーメン屋のページ
を開いたところ

 ▼図6　 入力インターフェースの研
究ページ

注3） https://scrapbox.io/UIPedia

https://scrapbox.io/UIPedia
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　先月号では、シンプルで強力なWikiシステ
ム「Scrapbox」の概要を紹介しましたが、今回
はScrapboxの機能についてより詳しく紹介し
たいと思います。
　Scrapboxでは、簡潔なマークアップ記法により、
他のページへのリンクを張ったり、外部Webペー
ジへのリンクを張ったり、画像や動画を表示した
り、文字修飾を行ったりすることができます。現
在広く利用されているHTMLは「HyperText 
Markup Language」の略であり、テキストの装飾
やリンクなどを指定するために<b>や<a>のよう
な各種のマークアップ（タグ）が利用されています。
　HTMLはあらゆるブラウザで利用できるので
便利ですが、仕様が巨大で覚えるのが大変です
し、単に文字を太くするだけのために「<b>」「</
b>」のような記述をしなければならないのは面
倒です。このため最近は「Markdown」のような
簡易マークアップ言語が人気があるようです。
MarkdownはHTMLに比べると記述が簡潔です
し（リスト1）、GitHubなど多くのサービ
スで利用できるので便利です。
　一方、Markdownで画像やリンクを表
現するための言語仕様は、かなり複雑な
ため覚えるのが困難です。たとえば、リ
スト1の[タイトル](URL)のような記
法は私にはなかなか覚えられません。実

Scrapboxの記法
際にマークアップはHTMLを併用して使われ
ていることもあるようなので、Markdownの存
在価値を私は疑問に感じています。

Scrapboxのマークアップ

　Scrapboxでは極力簡単に目的を達成できる
ような簡単で強力なマークアップ記法を採用し
ています。基本的には、

・あらゆるマークアップは角カッコ・([ ... ])
で表現する

・記述の制約をできるだけ緩くする

という方針に基づいています。

   内部リンク
　テキスト内の文字列を[と]で囲むと、囲んだ
部分がその名前のページへのリンクになります。
たとえばScrapboxの文中で[増井]と記述する
と「増井」というページへのリンクになります。

   外部リンク
　外部のWebページにリンクを張りたいときは、

増井ラボノート

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

エンジニアというものは「楽をするためならどんな苦労も厭
いと

わない注1」ものだと言われていますが、 コ
ロンブスの卵のようなゴキゲンな発明によって頑張って楽できるなら、それに越したことはないでしょ
う。私はコンピュータ上の簡単な工夫で楽をする方法を考えるのが好きで、長年にわたっていろんな
システムを開発してきています。今回の連載では、私がこれまで開発して長年実際に利用しているよ
うな単純かつ便利なシステムをたくさん紹介していきます。

第 17 回　Scrapbox（2）

注1） http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/

  # Gyaim

  * [MacRuby](http://www.macruby.org/)で作ったMac用のIMEです。
  * 数百行のRubyで実用レベルのIMEを作れることを示すものです
  * 単純な変換しかできませんがそれなりに使えます
  * 見栄えはInterfaceBuilderで簡単に変更できます
  * 変換アルゴリズムやIMEの動作はRubyで簡単に変更できます
  * 自前のIMEをいろいろ作りましょう!
  * 変換手法はSlimeと同じです
  * 予測機能はありません

  ## インストール

 ▼リスト1　Markdownの記述例

http://thinkit.co.jp/free/article/0709/19/
http://www.macruby.org/


NO.

Mar.  2017 - 7

Scrapbox（2）

[URL タイトル]のように記述します。
これは<a href="URL">タイトル</a>
のようなHTMLに変換されます。[タ
イトル URL]のようにURLとタイト
ルを逆順に書いても同じ結果になるの
で、順番について気にする必要はあり
ません。

   画像や動画の埋め込み
　テキスト中に[画像URL]と書くと、
その場所に画像が表示されます。また[画
像URL リンクURL]と書くとURLへの
リンクを持つ画像が表示されます。この場合も、
URLの順番は逆でも大丈夫です。画像URLの
代わりにYouTubeやVimeoのURLを書くとペー
ジに動画が埋め込まれます。

   文字修飾
　[* ... ]のような記法で太字や斜体を表現
できます。[* abc]と書くとabcのように太字
になり、[/ abc]と書くと^_`のように斜体に
なり、[/* abc]と書くとabcのように太字の
斜体になります。

アイコン記法

　[増井.icon]と書くと、「増井」というペー
ジの代表画像が、アイコンのように行の中に表
示されるようになっています（図1）。
　アイコンをたくさん並べることもできます。
たとえば[増井.icon*10]と記述すると、ア
イコンが10個並びます（図2）。
　このような「アイコン記法」を利用すると、
Scrapboxページを絵文字のように利用できて
便利です（図3）。
　Wikiページ上で複数の人が編集を行った場合、

誰がどの部分を書いたのかわからなくなって困
ることがありますが、このようなアイコンを常
に書く習慣をつけておけば、そういう問題が起
きにくくなります。

コード記法

　ちょっとしたプログラムをWeb上で公開し
たいとき、Gistのようなサービスにプログラム
の断片を貼ることがありますが、Scrapboxペー
ジの中にコードを記述できます（図4）。
　コード記法したデータは「https://scrapbox.
io/api/code/prog-exercises/モンテカルロ法で
円周率を求める/pi.js」のようなURLでアクセ
スすることができます。

アウトライン編集

　Scrapboxのページでは、行頭に空白文字を
入れてインデントすることによって行の階層構
造を指定できますが、階層構造を利用してアウ
トライン編集を行うことができます。

その他の便利な機能

 ▼図1　 [増井 .icon]の表示結果  ▼図2　[増井 .icon*10]の表示結果  ▼図3　Scrapboxページへの適用結果

 ▼図4　 コード記法
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行の古さの表示

　Wikiページを長年利用していると、新しく
記述を追加しても気付きにくいことがあります
し、どの部分が新しいのかわからなくて困るこ
とがあります。Scrapboxでは、行の左端に表
示される灰色の矩形の大きさで行の古さがわか
るようになっているので、記述の古さがすぐわ
かります。図5の例では、「藤沢店」あたりの記
述が他の行よりも新しいことがわかります。

プレゼンテーションモード

　スライドを使ったプレゼンテーションを行う
ときはPowerPointやKeynoteのような専用ソ
フトウェアが利用されるのが普通です。これら
のソフトウェアは高機能で便利なのですが、ブ
ラウザと連動して利用することはできないので
困ることもあります。
　Scrapboxには「プレゼンテーションモード」
という機能があり、ページを使ってスライド表
示できます（図6）。私は授業の資料をすべて
Scrapboxで作成しています。

入力補完

　Scrapboxでたくさんのページを作っている
と、ページ名で混乱することがあります。ペー
ジが存在するかどうかは検索すればわかるので
すが、ハッシュタグやカッコの後でページ名を

入力しようとするとき、すでに存在するページ
名に対して曖昧検索を行って候補を表示するよ
うになっているので、似て異なるページを作っ
てしまう可能性を減らしています。

ソート機能

　Scrapboxのページは、編集時刻の順に表示
したいことがあるでしょうし、アクセス時刻順
に表示したいこともあるでしょう。Scrapbox
ではさまざまな指標でソートできるようになっ
ています。

ピンどめ機能

　どういう方法でソートした場合でも、古いペー
ジはリストの下の方に移動してしまうことにな
ります。重要なページや最初に見るべきページ
については常にトップに固定されるようにする
ための「ピン機能」を用意しています。ピンどめ
されたページは常にプロジェクトの先頭に表示
されます。

各種の設定

　ブログなどに利用するScrapboxのページは
誰に対しても公開したいでしょうし、個人的な
メモは誰に対しても秘密にしておきたいでしょう。
Scrapboxでは、ページを公開するかどうかを設
定可能であり、またページを編集可能なユーザ
を設定できるようになっているので、内容に応

じて細かくアクセス制
御を行うことができま
す。また、ページの見
栄えも細かい設定が可
能になっています。

Scrapbox
の実装

　Scrapboxの編集機
能や同時編集機能は、
Atom、Gitの実装を参
考にしてReactなどで

 ▼図5　 行の古さを表示  ▼図6　 テキストとプレゼンテーションモード での表示
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すべて自前で実装しています。実装の詳細は、
橋本翔氏のページ注2で解説されています（図7）。

　Scrapboxの利用例は先月号でもいくつか紹
介しましたが、再度紹介しておきます。

個人メモとしての利用

　個人用のちょっとしたメモは、パソコンのロー
カルファイルとして保存している人が多いと思
いますが、ローカルにファイルを保存すると別
のマシンやスマホから見ることができませんか
ら、ちょっとした情報でもScrapboxのような
クラウド上に保存しておくのが良いと思います。
私は電話帳も予定表もTODOリストもすべて
Scrapbox上で管理しているので、スマホでも
パソコンでも同じように情報を管理できていま
す。昔はデータを
同期したり、共有
ファイルとするこ
とが多かったよう
ですが、完全に一
本化しておくのが
一番便利だと感じ
ています。

Scrapboxの利用例

   ブログとしての利用
　各種のブログサービスが利用されていますが、
Scrapboxを公開設定すれば、簡単なブログの
ように利用することもできます。

   日本語入力辞書
　昨年5月号で「Gyaim」という日本語入力システ
ムを紹介しましたが、私はGyaimで使われる辞書
の管理にScrapboxを使っています（図8、図9）。
　辞書は単純な形式ですが、間違いや追加があ
ればWiki上で簡単に修正できるのが便利です。
多くのユーザで共有して利用すれば、質の高い
辞書に育てていくことも可能でしょう。

◆　◆　◆

　2回にわたって汎用で使いやすいWiki
「Scrapbox」を解説しました。現在のScrapbox
はかなり複雑なシステムになってしまったので
実装はコロンブス的とは言いがたいですが、ユー
ザから見ればその利用方法は、コロンブスの卵
的だと感じられると思います。情報を階層的に
関連するのをやめ、あらゆる情報をクラウドに
置くことによって情報整理に関する精神の重荷
はかなり軽減されますし、将来の情報共有にも
とても有用だと思います。ぜひScrapboxをい
ろんな用途に活用ください。ﾟ

注2） 「橋本商会」橋本翔氏のブログhttps://scrapbox.io/shokai/Scrapboxの開発%20-%20React%20&%20Websocketで作るリアルタ
イムWiki

 ▼図7　 「橋本商会」

 ▼図8　 語のリスト  ▼図9　 「素粒子」のエントリ

https://scrapbox.io/shokai/Scrapbox%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%99%BA%20-%20React%20%26%20Websocket%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0Wiki
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　新しい発想を得るためには人間が時間をかけ
てやり方を考えたり試行錯誤したりする必要が
あります。前回紹介した「Scrapbox」は、少し
でも関連のある情報を柔軟に思い出しやすくす
ることによって、発想活動を支援します。もし
発想活動の一部でも計算機にやらせることがで
きればアイデアを出す効率がアップするかもし
れません。

　失敗から何かを発見したというエピソードは
たくさんあります。もちろんただ失敗すれば良
いというものではなく、たくさんの試行錯誤を
した結果、普通と異なる挙動を見いだしたこと
が発見につながったということでしょう。実は
プログラムを動かすことによっても、さまざま
な発見ができます。こういう作業を発見的プロ
グラミングと呼ぶことにします。
　今回は、前回紹介したScrapboxの上に書い
たJavaScriptコードをブラウザで実行してみ
たいと思います。Scrapboxにはコード記法と
いうものがあり、プログラムなどのテキストデー
タをブロック表示してファイルとして外部から
URLでアクセスできるので、これを使えば
Scrapbox上に書いたプログラムをブラウザ上
で実行できます。CanvasやSVGを利用すると
JavaScriptでブラウザ上に絵を描くことはでき

発想と発見

プログラミングと発見

ますが、初期設定などが必要で面倒なところも
あるので、描画などを極端に簡単にしたP5.js
というシステムを利用することにします。

数え上げによる答えの発見

　算数の問題を解くときは、理屈を使って計算
するのが普通です。たとえば「鶴と亀があわせて
30匹いて、足の数は全部で100本でした。鶴と
亀は何匹いたでしょう？」のような「つるかめ算」
を解く場合、「全部が鶴だとすると足の数は60
本で、全部が亀だとすると120本になるから
……」のように算数的に解くやり方もありますし、

　
t k

t k

30

2 4 100

+ =

+ =

のような1次方程式を使うこともできます。数
学の問題はこのように解析的に解くのが普通で
すが、図1のような総当たりプログラムを書け
ば、数学的知識がなくても力技で答を得ること
ができます。
　つるかめ算を解くのにこういうプログラムを
書く人は少ないと思いますが、このような方法

増井ラボノート

Author 　増井 俊之（ますい としゆき）　慶應義塾大学

「コロンブスの卵」的なシステムをいろいろ紹介してきたこの連載も今回が最終回に
なりました。コロンブスといえば「発見」ということで、最終回の今回はプログラミ
ングと発見にまつわる話をします。

最終回　発見プログラミング

 ▼図1　Scrapboxでつるかめ算を解く（tsurukame.js）
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のほうが有利な場合もあります。もし問題が「足
の数が100本以上でした」のようなものであっ
た場合、1次方程式で普通に解くことはできま
せんが、上のような方法ならすべての解を網羅
できてしまいます。つまり、論理的に解けなく
ても、簡単なプログラムを書くことによって発
見的に解が得られてしまうことになります。

　つるかめ算の場合は解の候補をすべて数え上
げれば答えを発見できるはずですが、総当たり
で発見が難しい場合は、乱数を使って試行錯誤
的に答えを捜すこともできます。たとえば
8-Queen問題を解きたいときは、再帰的に解を
探索するアルゴリズムを使うのが常識的ですが、
ランダムに行や列を入れ換えることを繰り返す
だけでも意外と簡単に解を得ることができます。
　まずこのようなデータを用意します。

* . . . . . . .
. * . . . . . .
. . * . . . . .
. . . * . . . .
. . . . * . . .
. . . . . * . .
. . . . . . * .
. . . . . . . *

　2つの行をランダムに交換してみると、次の
ように少しだけ良い結果が得られることがあり
ます。

* . . . . . . .
. * . . . . . .
. . . * . . . .
. . * . . . . .
. . . . * . . .
. . . . . * . .
. . . . . . * .
. . . . . . . *

　これを何度も繰り返してよさげなものを残し
ていくと、最終的に次のような答えを得ること
ができます。

乱数で答えを発見

. . * . . . . .
* . . . . . . .
. . . . . . * .
. . . . * . . .
. . . . . . . *
. * . . . . . .
. . . * . . . .
. . . . . * . .

　人間は数え上げ操作が苦手ですから、
8-Queenのような問題に対しては試行錯誤的に
取り組んで答えを見つけることが多いですが、
試行錯誤を計算機に実行させることによって、
解を発見できる場合も多いでしょう。

　乱数を使って問題を解く場合、JavaScriptの
Math.random()のような「一様乱数」関数がよく
利用されます。これを呼ぶと、0から1までのラ
ンダムな実数が返ります。たとえばrandom()
が0.1以下の値を返す確率は1/10です。
　ここまでは普通の話ですが、図2のように
random()で生成した座標を使って点を表示し
てみると図3のようになります。一様な乱数と
いうと図4のようなイメージを連想してしまいま
すが、本当の乱数はこうならないことが発見で
きるのが面白いところです。
　乱数はシミュレーションやゲームでよく利用
されるものですので、乱数とはどのようなもの

乱数の性質の発見

 ▼図2　乱数で生成した座標に点を打つ（randam.js）
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かについては、エンジニアであれば誰でもなん
となくイメージを持っていると思いますが、乱
数をたくさん生成して視覚化してみるとさまざ
まな発見があったりします。

乱数の足し算

　いくつかの乱数の平均をとると何が起こるで
しょうか？　ランダムなものをいくら集めても
ランダムに決まっているだろうと思うかもしれ
ませんが、実は一様な乱数をたくさん足したも

のは一様乱数にならず、正規分布に近づくこと
が中央極限定理として知られています。2つのサ
イコロをふった場合、その数の和が2や12にな
る確率よりも7になる確率のほうが大きいだろ
うということは直感的にわかりますが、一様乱
数を足した場合も同じだということはよく考え
ないとわからないかもしれません。そういう場合、
何も考えなくてもプログラムで実行してみれば
そのような性質はすぐ発見できます（図5、6）。

乱数の掛け算

　乱数をたくさん足すと正規分布になるわけで
すが、では乱数をたくさん掛けるとどうなるで
しょうか?　実は乱数を何度も掛け算したもの
は「冪

べき ぶん ぷ

分布」になります。図7のプログラムを実
行すると図8のような冪分布になります。リニ
アスケールで青い点を、対数スケールで赤い点
を表示しています。
　世の中には「ロングテール」と表現される冪分
布がたくさんありますが、どうやらランダムな
事象が掛け算的に繰り返されるとロングテール
的な現象が発生するようです。

勝負の発見

　まったく五分五分の勝負を繰り返した場合で

 ▼図5　 乱数を何回か足した結果のヒストグラムを計算
（normal.js）

 ▼図7　 乱数の掛け算のプログラム例（beki.js）

 ▼図6　計算結果

 ▼図3　生成された点  ▼図4　一様な乱数
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も意外な片寄りを発見できます。
　2人に配ったトランプの札を1枚ずつ出して
勝負する「戦争ゲーム」というものがあります。
このゲームは単純であまり面白いものではあり
ませんが、そもそも勝負はつくものなのでしょ
うか？　Scrapbox上で勝負するプログラムを
図9のように書くことができます。
　P5.jsのdraw()がメインプロセスになって勝
負の結果を表示しています。2人のプレーヤは
player()というgeneratorで表現されており、2
つのプレーヤプロセスがsetup()で初期化され
ています。player()もメインプロセスも無限ルー
プになっていますが、yieldでメインプロセスと
通信することにより同期しながら対戦が行われ
ます。generator機能を利用すると、このような
シミュレータを柔軟に記述できるので便利です。
　このプログラムを実行すると、意外にもすぐ
に決着がついてしまうことがわかります（図
10）。最初の手札は同じですし、ランダムにし
ているにもかかわらずあっという間に総取り状
態になってしまうということは感慨深いものが
あります。条件がまったく同じであっても大き
く勝ったり負けたりすることが発見できたこと

になりますが、ほんの少しのきっかけで運命が
変わってしまうのは恐いものだと思います。

　今回紹介したプログラムはすべてScrapbox上に
置いてあり（http://scrapbox.io/prog-exercises/）、
クリックするだけでブラウザ上で実行できます。
Scrapboxは情報整理にたいへん便利なシステム
ですが、そのうえでプログラムを気軽に作成し
てさまざまな発見ができることでさらに広い応
用が考えられると思います。
　18回に渡ってコロンブスの卵的な実用的な
システムをいろいろ紹介してきました。私はこ
れらを毎日活用していますが、読者の皆さんも
ぜひ試してみていただければと思います。ﾟ

終わりに

 ▼図8　実行結果

 ▼図9　 戦争ゲームのプログラム（sensou.js）

 ▼図10　勝負の途中

https://scrapbox.io/prog-exercises/
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