
Perl + CGI はははは もうもうもうもう ふるいふるいふるいふるい ?!
―――― 最近 10 年の Perl をつかった研究開発の方法 ――――

金田  泰
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発表の意図発表の意図発表の意図発表の意図

概要概要概要概要

和田先生の弟子らしい仕事からははずれてしまったが…
仕事のやりかたはいまでも弟子らしく

最近 10 年くらいの仕事を内容より方法に重点をおいて報告
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発表の意図発表の意図発表の意図発表の意図 (つづきつづきつづきつづき)
和田先生の弟子らしい仕事からははずれてしまったが和田先生の弟子らしい仕事からははずれてしまったが和田先生の弟子らしい仕事からははずれてしまったが和田先生の弟子らしい仕事からははずれてしまったが…

修士課程では Pascal の処理系開発やプログ

ラミング言語の言語学的研究などをしてきた．
❚ Pascal 処理系を教育用計算機センタにおさめて，指導員
として “アフターサービス” した．

❚ 修論 (プログラミング言語学) については最近フランスから，

といあわせあり．

就職後はプログラミング言語屋として Fortran
コンパイラ開発やスパコンの論理型言語処理の研究をした．
❚ Fortran なので和田英一英一英一英一的というより後藤英一英一英一英一的だが…
❚ 論理型言語や記号のベクトル処理で博士論文を書いた．

❚ 会社ではその後，プログラミング言語では食えなくなった．

プログラミング言語からはなれたあとの研究開発．
❚ 創発的計算のモデル (RWCP)
❚ 百科事典のあたらしい検索法

❚ ネットワーク QoS とポリシーサーバ

❚ 仮想 3D 空間使用の音声コミュニケーション・メディア
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発表の意図発表の意図発表の意図発表の意図 (つづきつづきつづきつづき)

仕事のやりかたはいまでも弟子らしく仕事のやりかたはいまでも弟子らしく仕事のやりかたはいまでも弟子らしく仕事のやりかたはいまでも弟子らしく

プログラムは基本的に自分で書く．
❚ 最初の 10 年強は Lisp や Prolog をよくつかっていた．

❚ その後 Perl 使いに転身した (これがきょうのテーマ)．
❚ いつもプログラムを書いているわけではないが…

仕事に対する態度はハッカー的 (?)
❚ 趣味を仕事にし，つねに趣味と仕事との距離をちぢめ
ようとしてきた．

❚ 「仕事は遊びだ」 (SRA)，“公私混同” (糸井重里ほか)．

最近最近最近最近 10 年くらいの仕事を内容より方法に重点をおいて報告年くらいの仕事を内容より方法に重点をおいて報告年くらいの仕事を内容より方法に重点をおいて報告年くらいの仕事を内容より方法に重点をおいて報告

Perl + CGI をつかったプログラミングと研究開発
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なぜなぜなぜなぜ Perl をつかいはじめたかをつかいはじめたかをつかいはじめたかをつかいはじめたか?
WWW 上の情報の検索，解析をめざしたため．上の情報の検索，解析をめざしたため．上の情報の検索，解析をめざしたため．上の情報の検索，解析をめざしたため．

文字列処理が必要
❚ Perl は文字列のパターンマッチ機能がつかいやすい．

Web インタフェースには CGI をつかう
― Perl となじむ
❚ CGI = Common Gateway Interface
❚ Lisp は Web には不向き．

❚ それを改善するため Dylan という言語を開発していた

はずだが，きえてしまった．

❚ ほんとうは XML のかわりにも Lisp をつかいたいとこ
ろだが…
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 1:
“軸づけ検索軸づけ検索軸づけ検索軸づけ検索” とそのとそのとそのとその GUI

入力

軸の選択

事典項目

年表

検索語と軸語の出現箇所を検索する (細粒度検索)

プロトタイプは Perl でプログラミング
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 1:
“軸づけ検索軸づけ検索軸づけ検索軸づけ検索” とそのとそのとそのとその GUI (つづきつづきつづきつづき)

 「ネットで百科」 (インターネット版世界大百科事典) と
 「発見ナビ」 (CD-ROM 製品) とで製品化 (日立デジタル平凡社)
　 (製品版は Delphi (Pascal) でプログラミング)
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 1:
“軸づけ検索軸づけ検索軸づけ検索軸づけ検索” とそのとそのとそのとその GUI (つづきつづきつづきつづき)

検索のしくみ検索のしくみ検索のしくみ検索のしくみ
ディスク上のハッシュ表 (GNU DBM) に全文インデクスと軸情報インデク
スをいれて Perl プログラムで検索．
❚ 高速性がもとめられる全文検索を Perl で書いた !

GUI (CGI) も Perl でプログラミング．

Perl での全文インデクスの生成には Pentium Pro PC で 2 日かかった．
❚ 形態素解析のような “高級な” 技術はつかわず，Perl のパターンマッチ機能を駆使．

XML,
HTML

PC

N

Web ブ
ラウザ

軸情報抽出・
正規化 

軸情報インデクス

............

全文インデクス

全文インデクス

生成

インデクス生成
エンジン (前処理)

Web サーバ

(Apache)

文書集合

ユーザ

インターネット/イントラネット

検索サーバ

検索・組織化
CGI スクリプト

…369万km2…
… 流域 …

アマゾン[川]

…650万km2…
… 6770 km…

…所沢村…
… (1531) …

混迷の日米…
…84 年 2 月…
…85 年 9 月…

84 年 2 月  …

85 年 9 月  …

650…   …

369…   …

SGML

テキスト量
は 160 MB

サイズは 360 MB
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エージェント GUI

ポリシー GUI

Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 2:
拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと GUI

拡張可能なポリシーサーバの概念拡張可能なポリシーサーバの概念拡張可能なポリシーサーバの概念拡張可能なポリシーサーバの概念

あたらしい種類のポリシーを定義することができる．
❚ そのポリシーを機器の設定に変換する規則を定義することができる．

あたらしい機器のための既存のポリシーの変換規則を定義
することができる．

GR2000
(日立のルータ)

7200
(Cisco のルータ)

機器独立な

ポリシーサーバ

機器独立な

ポリシー
エージェント

機器独立な

ポリシー
エージェント

GR2000
用ポリシー
変換規則

7200 用
ポリシー
変換規則

ポリシー
変換規則
ポリシー
変換規則
ポリシー
変換規則

機器独立な

ポリシー
エージェント

機器独立な

ポリシー
エージェント

機器独立な

ポリシー
エージェント

他の機器 (たと

えばストレージ)
他の機器 (たと

えばストレージ)
他の機器 (たと

えばストレージ)

機器独立
なポリシー

オペレータ端末

CLI CLI CLI, XML, SNMP 等
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 2:
拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと GUI (つづきつづきつづきつづき)

ポリシーサーバとポリシーサーバとポリシーサーバとポリシーサーバと
エージェントをエージェントをエージェントをエージェントを Perl
でででで開発開発開発開発

Perl のハッシュ表とし

てポリシーや変換規
則を記述．
❚ 動的な拡張が容易．

Net::Telnet モジュー

ルでルータに設定
❚ Perll だとルータ出

力の解析が容易．

ポリシーポリシーポリシーポリシー GUI, エーエーエーエー
ジェントジェントジェントジェント GUI をををを Perl
CGI で開発で開発で開発で開発

ポリシー GUI (一部)

エージェント GUI (一部)
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 2:
拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと GUI (つづきつづきつづきつづき)*

ポリシー GUI (一部)
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 2:
拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと拡張可能なポリシーサーバと GUI (つづきつづきつづきつづき)*

エージェント GUI (一部)
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 3:
Perl にににによる音声信号処理・送受信よる音声信号処理・送受信よる音声信号処理・送受信よる音声信号処理・送受信

音声コミュニケーション・メディア音声コミュニケーション・メディア音声コミュニケーション・メディア音声コミュニケーション・メディア “voiscape” を開発を開発を開発を開発．．．．
人間のコミュニケーション能力がいかせるように音 (3D 音響音響音響音響) を加工加工加工加工．

voiscape = voice + [land]scape (声の風景)
現在はステレオ・ヘッドセットを使用 — 将来はもっとよいものを…

仮想の仮想の仮想の仮想の “音室音室音室音室” 内にコミュニケーションの場をつくる．内にコミュニケーションの場をつくる．内にコミュニケーションの場をつくる．内にコミュニケーションの場をつくる．
音の方向感・遠近感で空間を表現．

音室内を各人が自由に移動して，会話相手や音源を選択選択選択選択できる．

プライベートな会話

臨時の会議

　聞くだけのコミュ
ニケーション

ユーザ ユーザ

端末

自由な移動

音室 (仮想の音の部屋)

カクテル
パーティ状況
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 3:
Perl にににによる音声信号処理・送受信よる音声信号処理・送受信よる音声信号処理・送受信よる音声信号処理・送受信 (つづきつづきつづきつづき)

voiscape プロトタイプのしくみプロトタイプのしくみプロトタイプのしくみプロトタイプのしくみ

2 種類のサーバを使用

メディアサーバ
❚ 端末から音声を受信受信受信受信し，3 次元化・ミキシング次元化・ミキシング次元化・ミキシング次元化・ミキシングして端末に送信送信送信送信．

❚ 入力はモノーラル，出力はバイノーラル (2 チャンネル)．

音室管理サーバ
❚ 音室，音室ユーザ，音声通信を管理．

音室管理サーバ

メディアサーバ

IP ネットワーク

ユーザ・
エージェント

SIP / SIMPL

RTPRTP

SIP

Java でプログラミング

Perlでリアルタイム・プログラミング!
(ただし，3 次元化とミキシングの計算
は C の関数をよびだす)

C++ でプログラミング
(ここはインドに外注)

ユーザ・
エージェント

「まともに動作しないのでは」 と
心配したが，うまく動作した．

コマンド
(CLI)

CLI

オペレータ
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 4:
ネットワークと音声の主観評価実験のネットワークと音声の主観評価実験のネットワークと音声の主観評価実験のネットワークと音声の主観評価実験の GUI*

ネットワークネットワークネットワークネットワーク QoS 保証法の主観評価で保証法の主観評価で保証法の主観評価で保証法の主観評価で voiscape をををを使用．使用．使用．使用．

音質評価とともに定位評価を実施．

コアルータ 1
(GS4000)

コアルータ 2
(GS4000)

LAN LAN

Diffserv
トラフィック吸収器 トラフィック発生器

100 M Ethernet
100 M Ethernet1 G Ethernet

ルータ機能拡張部 (PC)

ポリシーサーバ

UA

UA

エッジルータ 1
(GR2000B)

voiscape
サーバ群

... エッジルータ 2
(GR2000B)

ルータ機能拡張部 (PC)

このポリシーサー
バも Perl で記述

オペレータ用
GUIユーザ用

GUI

Perl + CGI でプログラミング Perl + CGI でプログラミング

実験結果 CLICLI
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 4:
ネットワークと音声の主観評価実験のネットワークと音声の主観評価実験のネットワークと音声の主観評価実験のネットワークと音声の主観評価実験の GUI (つづきつづきつづきつづき)*
音質評価用の音質評価用の音質評価用の音質評価用の GUI

オペレータ用 GUI
ユーザ用 GUI

実験条件はディスク上のハッシュ表
(DBM) にあらかじめ，いれておく．

ルータにコマンドを送信

実験条件はディスク上のハッ
シュ表 (DBM) に保存する．
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Perl ををををつかった仕事つかった仕事つかった仕事つかった仕事 4:
ネットワークと音声の主観評価実験のネットワークと音声の主観評価実験のネットワークと音声の主観評価実験のネットワークと音声の主観評価実験の GUI (つづきつづきつづきつづき)*
定位評価用の定位評価用の定位評価用の定位評価用の GUI

オペレータ用 GUI
ユーザ用 GUI

定位の入力のため，ラジオ
ボタンを円形にならべた．
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Perl からの脱却失敗からの脱却失敗からの脱却失敗からの脱却失敗 ?!

要約要約要約要約

Perl + CGI をやめて C# + ASP.NET による開発をこころみ

たが，失敗におわった．

背景背景背景背景
プログラマと Web デザイナとの分業には Perl CGI は不都
合だというので，Web アプリ開発環境がつくられている．
❚ Microsoft  ASP → ASP.NET (C# ベース)
❚ Struts  (Java ベース)
❚ …

Web アプリ開発の依頼研究をうけたが，依頼元が
Microsoft がサポートする言語でなければいやだといった．
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よくある表形式のよくある表形式のよくある表形式のよくある表形式の Web インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース

データベースや機器の複数の設定項目データベースや機器の複数の設定項目データベースや機器の複数の設定項目データベースや機器の複数の設定項目 (レコードレコードレコードレコード) を表形式でを表形式でを表形式でを表形式で
表示表示表示表示 (+ 編集編集編集編集) する．する．する．する．

myLittleAdmin (for SQL Server and MSDE) の GUI． Copyright (c) 2003 by Elian Chrebor, myLittletools.net 
(http://softpicks.net/software/-Free-Lite-myLittleAdmin-3368.htm から引用)．

Windchill-PDMLink における検索結果表示の GUI． Copyright (c) 2002 by Parametric Technology
Corporation (http://www.imakenews.com/ptcexpress/e_article000265973.cfm?x=b3d9j1h から引用)．
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よくある表形式のよくある表形式のよくある表形式のよくある表形式の Web インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース (つづきつづきつづきつづき)

Amazon.com におけるショッピングカートのにおけるショッピングカートのにおけるショッピングカートのにおけるショッピングカートの GUI
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挿入・編集のしかた挿入・編集のしかた挿入・編集のしかた挿入・編集のしかた*

拡張可能なポリシーサーバではチェックボックスを使用．拡張可能なポリシーサーバではチェックボックスを使用．拡張可能なポリシーサーバではチェックボックスを使用．拡張可能なポリシーサーバではチェックボックスを使用．

チェックボックスのかわりに
ボタンをつかってもよい

挿入時は表の先頭に空行が表示される．

不意に更新されるのをさけるには，テキスト
ボックスをやめてラベルにすればよい．
→ 編集ボタンをつける．
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voiscape 管理インタフェースの場合管理インタフェースの場合管理インタフェースの場合管理インタフェースの場合

編集モード編集モード編集モード編集モード
“編集ボタン”
をおしたとき

挿入モード挿入モード挿入モード挿入モード
“挿入ボタン” を
おしたとき

挿入 “ボタン”

編集 “ボタン”

挿入時は表の先頭に
空行が表示される．

1 行だけ編集可能になる．
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ASP.NET 2.0 と表形式のと表形式のと表形式のと表形式の GUI…

ASP.NET ではではではでは GUI のののの
静的な部分 (Web デザイナがあつかう部分) を拡張 HTML によって記述．

動的な部分 (プログラマがあつかう部分) を C# などのメソッドで記述．

ASP.NET ではではではでは GUI の標準部品の標準部品の標準部品の標準部品 (サーバー・コントロールサーバー・コントロールサーバー・コントロールサーバー・コントロール) がくがくがくがく

みこみクラスになっている．みこみクラスになっている．みこみクラスになっている．みこみクラスになっている．

ASP.NET 2.0 には表形式のには表形式のには表形式のには表形式の GUI のためののためののためののための GridView というクラというクラというクラというクラ

スがある．スがある．スがある．スがある．
表のなかのボタンをおすとイベントが発生し，GridView に接続された
DataSource (表によって表現されるデータ) のメソッドがよばれる．

<asp:GridView ID="productGridView" Runat="server" 
    DataSourceID="productsDataSource"
    DataKeyNames="ProductID" AutoGenerateColumns="False">
    <Columns>
        <asp:BoundField ReadOnly="True" 
          HeaderText="ProductID" InsertVisible="False" 
          DataField="ProductID"
          SortExpression=“ProductID”></asp:BoundField>
　　　　　　　<asp:BoundField …　></asp:BoundField>
        …
    </Columns>
</asp:GridView>
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ASP.NET で表形式ので表形式ので表形式ので表形式の GUI を実現したかったがを実現したかったがを実現したかったがを実現したかったが…

GridView での通常のレコード入力法での通常のレコード入力法での通常のレコード入力法での通常のレコード入力法

表の外部にテキストボックスを表示して入力する．

右図のインタフェースでよければ，すぐに実現
できる．

通常の入力法でなく表中に空行を表示する入力法を実現する通常の入力法でなく表中に空行を表示する入力法を実現する通常の入力法でなく表中に空行を表示する入力法を実現する通常の入力法でなく表中に空行を表示する入力法を実現する
ためにハックした．ためにハックした．ためにハックした．ためにハックした．

ボタンの表示はなんとかできた．
❚ 編集ボタン，削除ボタンを表示するしかけは GridView にそなわっている．

❚ 挿入ボタンの表示はなんとかできたが，ややハッキングが必要だった．

拡張 HTML に変数がないのはきびしい．
❚ HTML ファイル上でデータのうけわたしができないので，すべて C# によって記述する

必要がある ― ASP, JSP, Struts などとのおおきなちがい．

継承クラスがつくれない (つくりにくい)．
❚ 全部の要求をみたすには GridView を継承してあたらしいクラスをつくる必要があった．

❚ ところが，GridView の仕様は公開されていない ― 継承したクラスのふるまいが定義

できない．

Id
Domain
Type
X
Y
Orient
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ASP.NET で表形式ので表形式ので表形式ので表形式の GUI を実現したかったがを実現したかったがを実現したかったがを実現したかったが… (つづきつづきつづきつづき)

結論結論結論結論

ASP.NET は制約がおおきい．
❚ ASP.NET をつかうとユーザインタフェースは自由に設計できない．

❚ 型にはまった Web インタフェース以外は ASP.NET で開発するべきでない．
(ユーザインタフェースの設計においては，操作性をよくするために，できる
だけ自由に設計できる余地を確保すべきである.)

Perl + CGI から現代的な開発法への移行はとりあえず失

敗におわった．
❚ 他のフレームワーク (たとえば Struts) なら，もっとましなはずなので，今後

チャレンジするかもしれない．
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