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l. はじめに                タベ~ス システム と利用者用プログラムと管理

者用プログラムか ら成つている。今回作成 したご

近年,ダイオキシン問題への対応や ごみの再資  みのデータは鳥取市が公開 しているデータに基

源化増進のため,ごみの分別が細分化 されている. づいている [1].

しか し,ごみの種類は多 く,ま た,地域によつて

分類方法も異なるため分別が難 しい。       2.使 用 したサーバー と言語

鳥取市では,ごみの分別方法を記載 した表「ご

みの分別 と出し方」及び冊子「家庭 ごみの分別 と   今回のシステムの作成にあた り,新 しいサーバ

出し方ガイ ド」を各戸に配布 している。 しか し,  ―を自作 した。使用 した OSは redhat hnux9.0,

記載 されているのは代表的なごみだけであり,さ   apacheは HTTP Server Version2.0.4.3で ある。

らに紙を媒体 としているため表に記載のない新   このシステムを作成するうえで,HTML言語 ,

しい種類のごみの分別方法を早期 に追加更新 し  php言 語 (Version4.2.2),SQL構 文 (PostgresQL

配布 し直すことは容易ではない。鳥取市のホーム  Version7.3.2)を 使用 した [7],[8].

ページではごみの分別方法の一覧表が公 開され   HTML言 語はページの表示に使用 し,php言語は

ているが,一覧表のデータか ら目的のごみを探 し  HTML言 語の中に埋め込んで,表示す るページの

出すのは大変な作業である[1].ごみの分別方法  指定や集計などに使用 した。SQL構文は php言語

を容易に検索できるものとして,山形市ではネ ッ  の中に書き込んで,php言語で行われた事をうけ

卜上で「ごみ分類検索システム」を公開している  データベースのデータの参照,追加 ,変更,削 除

などの操作をするのに使用 した。
[2].

当研究室では,主に利用者用プログラムと管理

者用プログラムから成る「ネ ッ トワークを利用 し  3. システムの全体図 とデ ィレク トリ構成

た機器予約システム」を開発 してきた [3]。 また

データベースを使用 した「eラ ーニングシステム」,   ごみ分類検索システムは主に利用者用プログ

「化学薬品等の管理システム」の開発 も行つてい  ラム,管理者用プログラムの 2つ のプログラムと

データベースシステムか ら成 り立ってお り,シス
る[4],[5],[6].

そこで,こ れ らのシステムをごみの分別に応用  テムの全体図を図 1に示す。2つ のプログラムは

して,ごみの分別が容易に可能 となる「ごみ分類  HTML言語,php言語,SQL構文で作成 している。

検索システム」を作成 した。このシステムはデー  データベースシステムは DBMS(デ ータベース管理
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システム)と データベースか ら成 り立っている。

図 1 システムの全体図

管理者は管理者用プログラムを,利用者は利用

者用プログラムを使用する。各プログラムが DBMS

を操作 し,データベース内のデータを利用できる

ようになっている。

ごみ分類検索システムの構築

データベースシステム以外のディレク トリ構

造を図 2に示す。
gomiデ ィレク トリには,ア クセス制限,認証

ともに設けていない,こ のディレク トリには,①
index,php(利用者用プログラムの トップページ)

と②kensaku,php(検 索用プログラム)か らなる

利用者用プログラムがある。

controlデ ィレク トリには,管理者用プログラ
ムがある。 !

表 1 構成プログラム

トップ ペ ー ジ

管 理 者 用 プ ロ グ ラ ム controユ

gomiテ ー ブル変 更等 c_gomュ

gёmi kubunテ iブル変更等 C_せ Omi_kubun

gom■ ァ い―ブ ル gomi_kubunテ ー ブ

追 加 gomi_tuika gomi_kubun_tuika

変更 gomi_henkou gomi_kubun_henkou

肖1除 g6mi_sakujyo gomi_kubun_sakujyo

※全てのプログラム名の末尾には.phpが つ く

管理者用プログラムの主な構成プログラムを

表 1に 示す。他に 3つ あり,① gomiup10ad,php

は,画像データをサーバー内のフォルダに追加 ,

削除するプログラム,② titl叱henkou,phpは タ

イ トル等 と画像の変更をするプログラム,③
iromihon,phpは タイ トル等の色を変更する場合
の色見本を表示するプログラムである。
passデ ィレク トリにある,管理者の認証のデ

ータを用いて,controlデ ィレク トリには IPに
よるアクセス制限と認証を設けている。

さらに,セ キュリティを高めるため,送受信

されるデータの暗号化を SSLで行つた。

クライアントから,passデ ィレク トリヘのア

クセスは禁上している.

データベースとプログラムファイル

1 使用 したデータについて

今回のシステムで使用 しているデータ数は約

900種類である。これは鳥取市がホームページに

公開 しているごみのデータに,ごみの種類 を加 え

た数である。鳥取市のデータは,ま ず品名 (ごみ

の名前)を 三十音順に並べ,それぞれのごみに対

して分別区分 (分類),出 し方・ ワンポイン ト(備

考)の項 目が付 されている。当システムでは,ご

4.

サーバー
redhat linux9.0

応 用ソフトウェア

HTML言 語

php rH語

SQL構文

データベースシステム

(DBMS,データベース管理システム
PostgreSQL ver7.3.2

ごみの名前のデータ ごみの分類のデータ

タイトル等のデータ

control
管理者用

プログラム

利用者用
プログラム

図 2 ディレクトリ構造
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みの検索を容易 に行 うことができるように読み

仮名の項 目を追加 した。これによつて,ひ らがな ,

カタカナ,漢字のいずれによつても検索可能 とな

つた。さらに,処理方法の項 目を付け加えた。

今回は,処理方法は分類によつて決まるもの

(可燃 ごみ :指定の袋に入れてください)と し,備
考はごみによつて決まるもの (ペ ッ トボ トル :ふ
たはプラスチックごみに出して ください)と した。

4.2 データベース とプログラムの関連

gomiテーブルにごみの名前,分類番号,備
考が,gomi_kubunテ ーブルに分類番号,分類 ,

処理方法がそれぞれ記録 されている。今回導入 し

た分類番号をキーにして,2つのテーブルを関連

付けて表示する表を作成する。この方式では,可
然 ごみの処理方法が変更 されても,gOm主ユ ubun

テーブルの処理方法の欄 を変更す るだけでよい

(図 3).検索結果で表示 される表を図 4に示す。

図 3 2つ のテーブルの関連付け

テーブルを参照 して行なわれる。

nowテ ーブルには,図 5に示す ように,現在使

われているタイ トル,表 の項 目名 ,表示す る背景

の画像ファイル名 ,リ ンク先等のデータが入つて

いる。nOwテ ーブルの使用場所のデータは,利用

者用,管理者用プログラムの変数に代入 され る,

タイ トル等の表示は,変数 (使用場所 のデータ)

か ら nOwテーブルのタイ トル等 とコメン トのデ

ータを読み取つて行われる.背景の表示は,nOw
テーブルか らファイル名を特定 し,フ ォルダのフ

ァイルを参照 して行われる。

また,nOwテーブルのタイ トル等 とコメン トの

データを変更すれば,表示するタイ トル等 と背景

を変更することができる1

図 5 nowテーブルの内容

4。 3 テーブル

利用者用プログラムか ら使用 してい る 4つ の

テーブルを参照できる.表 2,3,4に nowテ ー

ブル以外のテーブルの内容を示す。

表 2 テーブル名 gOmi
データ名 namel name2 』atal num2 data3

データの
内容

ごみの
名蔀

読み
仮名

晴考
分類
番号

五十音

データ名 ,データの内容はそれぞれの列に入 る

データの名前,データの種類を表 している。今回

の システ ムでは,デー タ型 として分類番 号 に

integer型 (4バイ トの数値)を ,他は text型 (漢

字やひ らがななどの文字)を使用 している。

データ名 lum2 くubun data2 color

データの内容 分類番号 分類 処理方法 文字の色

nOwテーブル

取大学 HP
以上は大型 ご

50cm功〔ヤ賄に

ラスチック

50cm未満に切る

図 4 検索結果で表示 される表

タイ トル,ボタン名,背景などの表示は,nOw

表 3 テーブル名 gOmi_kubun
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gazouテ ーブルには使用場所 と画像のファイル

名 とコメン トが記録 されている。

表 4 テーブル名 gazOu

データ名 piacel RIename co■lment

データの内容 使用場所 ファイルの名前 コメント

4.4 利用者用プログラム

トップページのタイ トル・ボタン・背景を図 6

に示す。

図6 タイ トル iボタン・背景

利用者用プログラムの主な機能である検索は,

キーワー ド検索,分類検索,キーワー ドand分類

検索,五十音検索の 4種類である。キーワー ド検

索では,キ ーワー ドを含むものが,分類検索では ,

分類ごとの一覧表示が,五十音検索では五十音別

にごみが表示される。検索結果とは別に,登録 し

てあるごみを一覧表示することもできる.検索の

流れを図 7に示す。

検索結果は,ごみの名前,分類,処理方法,備
考の順に表示される(図 8)。 表示するデータが多

いので,画面の右下に何件あるうちの何件目かも

表示している。またごみの分類によつて表示する

色を変えてわかりやすくした。

4.5 管理者用プログラム

管理者用の トップページを図 9に示す。

||=雪
:≡三姦≧≧幹華纂華

図 9 管理者用 ト

トップページか ら gOmiテーブル (ごみの名前 ,

読み仮名,分類,備考)と gOmi_kubunテ ーブル (分

類番号,分類,処理方法,文字の色)の 追加・変

更・削除と表示設定 (タ イ トル等 と背景)が行える。

gomiテ ーブルの追加 は,1行ずつ (図 10),ま た

10行ずつ一括 (図 ■)で もできる。gomi_kubunテ

ーブルの追加フォームをも図 12に示す。

! !!::::::与

|:|::|::ii.1‐ IⅢ .

驀
|.峰 .=.i

1洋 讐 菱 肇
|:!― !.甥

図 10 gOmiテ ーブルの追加フォーム

なお gOmiテ ー ブ ル の項 目 「分 類 」

‐こ津

は ,

図 8 検索結果の表示画面

検索ページTOP

してぐだ査|||

図 7 検索の流れ

野
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gomi_kubunテ ーブルで登録 された項 目「分類」

をプルダウンメニューから選択するようになつ

ている。

図 H goml

I― ■ 郵 |1螂
―
|!■ |ギ|

図 12 gomi kubunテ ーブル追加フォーム

データの変更・削除は,利用者用プログラムと

同様に目的のデータを検索してからも行える。変

更・追加を行 う場合において,必要事項が全て入

力されていないときや重複するデータを登録 し

ようとするときには,そ の旨を伝えるページが表

示され,不十分な内容や重複するものは登録でき

ないようになつている.

1   費峯直撫

'す

プ
「

■

'フ

ォ‐ム

Ⅲ Ⅲ
== ' 

…… ‐■・・∵■

:i― 婉 割: ⅢⅢ

図 13 アップロー ドフォーム

アップロー ドフォーム (図 13)を 用いると,デ
ータはサーバー内のフォルダにア ップロー ドさ

れ,フ ァイル名が gazouテ ーブルに記録 されて画

像データが追加 され る (図 14),削除の場合も同

様に削除される。

図 14 画像データの追加

タイ トル等の変更を行 うには,変更したい場所

を選択し,テ キス トボックスにデータを入力して

行い,テ キス トボックスに入力されていない場合

は変更できないようにした。背景の変更は,gazou

テーブルに登録 されているフアイル名をプルダ

ウンメニューから選択するようになつている.図

15に タイ トルと背景等の変更画面を示す .

タイ■ル、背景
―
  |!―   ,i

囃 聾受華鷲三茎主FJB零

暑IⅢ ,オニニニ■|■1彎

,4攀 子|■翔 瑾

背景 lll坤
=i「

「
i離

タイ「1雅撃
=,事

率||

卜す才茶■
―
ジぬ滞な1立

分類用|テープルの1名前 lgeぃW中!    …  :

登録物用テ■ブルの名前
―
lgo m

図 15 タイ トル と背景等 の変更画面

おわ りに

今回ごみデータや画像データの追加・変更・削

除,タ イ トル等の変更等を行 うための管理者用プ

ログラムを作製 した。さらにネ ッ トワーク上のデ

ータを SSLで暗号化 しセキユリティを高めた ,

今回のシステムでは,変更などの操作が容易 と

なるように分類番号を導入 して,テ ーブルの分け

5.

テーブルの一括追加 フォーム
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方を正夫し,画像については,あ らかじめgazou

テーブルに画像のファイル名を登録しておき,登
録されたファイル名を nowテーブルに登録して

画像を表示する方式を導入した。この方式では画

像表示の変更等が容易に行うことが出来る.

画像デ‐夕は背景のみに使用したが,今後は各
ごみに画像データをつけて,さ らにわかりやすく

したい.ま た家庭のごみだけでなく,大学内の薬

品の処理などにも転用していきたぃと考えてい
る.
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