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はじめに 
この冊子では IronTJS プロジェクトに関する概要と、.NET Framework 上に実装する目

的、それによって得られるメリットについて説明します。また、IronTJS において現在実

装されている機能や、その使用方法について説明します。後半ではそれを支えるいくつか

の技術についても紹介していきます。 

開発環境 
● Visual Studio 2012 Ultimate 

● C# / .NET Framework 4.5 

● Dynamic Language Runtime (DLR) 1.1.0 

概要 
.NET Framework をベースとしたスクリプト言語 TJS2 のインタプリタです。 

将来的にはインタプリタだけでなく、コンパイラとしても動作させられるようにする

ことを目指しています。 
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目的 
本プロジェクトのもととなった TJS2 言語はもともと C++で実装されていたものでし

た。C++における完全な実装があるにもかかわらず、.NET Framework 上で新たに実装し

た目的には、.NET Framework 上の膨大なライブラリ群を TJS2 言語から利用できるよう

にしたいということがありました。 

 C++における実装（こ

れを Native TJS2 と呼称し

ます）には標準ライブラ

リとして主に DirectX 関

連技術が含まれていまし

た。しかし、たとえば

ファイルの削除などは外

部の機能を使わなければ

なりませんでした。ま

た、その外部の機能というものも、結局 C++で書かれなければならず、別の言語で書か

れたライブラリを利用することはなりませんでした。 

Native TJS2 と比較して、IronTJS は相互運用性を飛躍的に向上させることができます。

たとえば、.NET Framework 上のライブラリは.NET に対応しているすべての言語で書く

ことができます。また、.NET Framework 単体でも非常に多くの操作が可能です。さら

に、IronTJS のベースの DLR があります。DLR を適切に用いることで他の Iron 系言語で

ある IronPython や IronRuby との「動的言語間の」相互運用性も確保することができる

のです。 

型システム 
TJS2 は弱い動的型付け言語であり変数に型は存在しませんが、値には存在します。

TJS2 で内部的に使われている型は、整数型、実数型、文字列型、オクテット型、オブ

ジェクト型となっており、これに加えて void という初期化されていない状態を指すオ

ブジェクトが導入されています。 

これに対応して、IronTJS では整数型を System.Int64、実数型を System.Double、文字

列 型 を System.String、オ ブ ジ ェ ク ト 型 を System.Object と し、void に は

IronTjs.Types.Void 型を割り当てました。オクテット型に対するオブジェクトは実装中で

あり、まだ割り当てていません。 

相互運用性の改善 

C++ 

Native TJS2 

.NET Framework 

DLR 

IronTJS 

C#, VB 

IronPython 

IronRuby 
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リテラル（即値） 
TJS2 におけるリテラルは整数値、実数値、引用された文字列（”abc”、’def’など）のほ

かに、真偽を示す true/false、変数が初期化されていないことを表す void、オブジェク

トが何も指さないことを示す null があります。 

IronTJS では、整数値や実数値、文字列はそれぞれの型を持つ定数に、true / false は C

言語のようにそれぞれ、”1”、”0”の値を持つ整数定数に変換されます。void は先述のよ

うに IronTjs.Types.Void 型である IronTjs.Types.Void.Instance 読み取り専用変数を定数とし

て割り当てました。null については、.NET Framework 自体の null 値を利用しました。 

現在、文字列リテラルではエスケープシーケンスは実装されていません。 

演算子 
IronTJS は C 言語等で広く使われている演算子を実装しています。ここでは、IronTJS 

(TJS2) のみが実装している演算子について説明します。 

if 演算子 
body-expression if condition-expression 

condition-expression を評価してその結果が真の場合のみ body-expression を実行します。

この演算子は結果を持ちません。 

<->演算子 
expression1 <-> expression2 

expression1 と expression2 の値を交換します。二つの式は左辺値を示さなければなりま

せん。この演算子は結果を持ちません。 

===演算子 

expression1 === expression2 

expression1 と expression2 の値が型を含めて同一かどうかを判断します。 

TJS2 では、==演算子は型を自動的に変換します。そのため、”0” == 0 は真となります。

この演算子はそういった暗黙的な型変換を実行しません。 

!==演算子 
expression1 !== expression2 

expression1 と expression2 の型が等しくないか、値が等しくない場合に真となります。

この演算子の意味は!(expression1 === expression2) と同じです。 
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¥演算子 
expression1 ¥ expression2 

expression1 を expression2 で除算して結果を整数に丸めます。BASIC の¥演算子と同じ意

味です。 

#演算子 

#expression 

expression を評価して結果を文字列とし、最初の文字を表す文字コードを返します。返

される文字コードは UTF-16 のものです。サロゲートペアの場合の動作は保証しませ

ん。 

$演算子 
$expression 

expression を評価して結果を数値とし、それを UTF-16 でエンコードした場合の 1 文字に

変換します。 

関数 
関数はひとまとまりの手続きを表すものです。C や C++とは異なり、IronTJS では関数

を特別な手続きなしに前方参照することができます。 

関数定義 

関数の基本的な定義方法は以下のようになります。 

 
IronTJS には型がないので、引数にも型を指定する必要はありません。また、Visual 

Basic のように値を返す関数と返さない関数で定義が違うということもありません。

IronTJS では return 文が存在しなければ関数は void を返すものとみなされます。 

引数の既定値 

引数に既定値を設定するには引数名に続けて = 既定値のようにします。既定値には定数

のみを指定できます。定数とはリテラルだけで表現できる値のことです。 

 

function func(arg1, arg2, arg3) { ... } 

function func_with_def_arg(arg1, arg2, arg3 = -1) { ... } 

// この例では arg3 に既定値 -1 を設定している。 

// この関数は func_with_def_arg(0, 2) のように呼び出すことができる。 
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任意長の関数引数 

IronTJS では関数に規定された引数と同じ個数の引数を渡す必要はありません。規定よ

り少ない引数を渡した場合、残りは既定値または void が代わりに渡され、多い場合は無

視されます。しかし、関数に任意の個数の引数を渡したい場合があります。その場合は最

後の引数に*を付けます。こうすることで、*を付加した引数には残りの引数がすべて配列

として渡ります。 

 

ソースコード解析の流れ 
1. IronTJS システムに渡されたソースコードは以下の手順に従って解析されます。 

2. ソースコードから void や null、数値や文字列即値、function や return などのキーワー

ドや演算子といった、意味を持つ最小の文字列（トークン）のリストを生成します。

（トークナイズ） 

3. トークンのリストから再帰下降構文解析という手法を用いて構文木を生成します。再

帰下降構文解析については別の項で詳しく説明します。（パース） 

4. 構文木の各節の Reduce メソッド、Assign メソッド、Invoke メソッドを用いて、各節

を DLR が認識できるノードに変換していきます。 

5. 節が表す処理が型に依存する場合（たとえば、オブジェクトのメンバの取得や実行、

設定など）は、その節は DynamicExpression ノードに変換します。（DynamicExpression

ノードは動的コード生成を表すノードです。） 

function func_with_any_length_param(arg1, arg2, arg3*) { ... } 

// この関数を func_with_any_length_param(1, 2, 3, 4, 5, 6) として呼び出すと、 

// arg3 には配列 [ 3, 4, 5, 6 ] が渡される。 

1.35 + 

数値トークンの次は演算子+か。 

これは加算式だな。 

加算式の生成が決定。次のトークンへ進み、

オペランドを取得。正式に加算式を生成。 

ソースコード 

x == 
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再帰下降構文解析 
IronTJS の実装では、1 個のトークンの先読みで解析が可能な再帰下降構文解析を使用し

ています。再帰下降構文解析では、言語の BNF 表現のそれぞれの非終端記号に対して、

その非終端記号のノードを生成するプロシージャを作成します。BNF での終端記号はトー

クンになります。非終端記号は構文木では葉以外の節となり、葉はトークンに該当しま

す。非終端記号を生成するプロシージャは同時に、構文木上での自分の節に対する部分木

を生成するプロシージャを呼び出します。 

これを繰り返すことによって、解析を開始した非終端記号が根となる一つの構文木が完

成するのです。 

動的コード生成 
動的コード生成はあるオブジェクトに対する処理の詳細の決定を実行時まで遅延する技

術です。 

たとえば、下記のコード片おいて convert が何を指しているのかはこのコードを見ただ

けではまったくわかりません。 

 唯一分かることは obj には convert という呼び出し可能なメンバが含まれている必要が

あるということだけです。メンバの名前がわかったとしても何を指しているのかがわから

なければまったく意味がありません。関数呼び出しはよりハードウェアに即した言い方を

すればあるアドレスへのジャンプです。名前からアドレスがわかるわけではありません。

そもそも、obj がどのような型であるかわからないのでは、obj がどのようなメンバを持っ

ているのかもわからず、コード片が実行可能であるかどうか（すなわち、エラーになるか

どうか）でさえもわからないのです。 

この問題を解決する一つの方法が動的コード生成です。いくら型がわからないといって

も実行時になれば何らかのオブジェクトが渡されるわけですから（void であれ null であ

れ）型は判明します。（これは実行時型情報と呼ばれる技術です。.NET Framework が標準

で備えています。）つまり、実行時になればおのずと型はわかるということです。この例

で getConvertedObject(1) となれば、コード片は実行不可能でありエラーとなります。

（1.convert() は 1 に convert というメンバが存在しないため、実行できません。） 

function getConvertedObject(obj) { return obj.convert(); } 
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動的コード生成は型だけに適用できるわけではありません。値に対しても適用できま

す。TJS2 では Dictionary オブジェクトのあるキーに対する値には dict[“key”] という記法だ

けでなく dict.key という記法でもアクセスできる仕様になっています。この key という文

字列はコンパイル時に決定していますが、コンパイル時にこの式の妥当性を検査すること

はできません。（もし検査したとしたら、このようなコードは実行不可能になってしまい

ます。）そこで、動的コード生成となるわけです。実行時であれば値がわかります。その

ため、どのようなキーを持っているかもわかり、結果として”key”という名前のキーを

持っていたとすればエラーにならずに実行できるわけです。 

グローバルオブジェクト 
グローバルオブジェクトとは関数やクラス（まだ実装されていません）の内部に含まれ

ていない変数や関数をメンバに持つオブジェクトのことです。global.variable とすると、

大域変数 variable にアクセスすることができます。 

グローバルオブジェクトは incontextof 演算子によって最大限に効果を発揮しますが、

incontextof 演算子をまだ実装していないため、現在は大域変数にアクセスできるオブジェ

クトという程度の認識で構いません。 

おわりに 
現状では実装されている機能は TJS2 に存在する全機能のうちの一部にすぎません。ま

た、型システムの項でも述べたようにオクテット列も未実装です。（もっとも、これは本

家である TJS2 でも実装は未完成であるとなっていますが。） 

さらに、目的の項で述べた相互運用性の向上ですが現状まったく達成できていません。

これは DLR 上で IronTJS をうまく実装できていないのが原因です。 

そして、TJS2 でのもっとも大きな機能の一つがクラスです。クラスはオブジェクト指向

の中心ともいえるものですがこちらに関しては、グローバルオブジェクト（前述）におい

て下地ができたと思っているので、簡単に実装できるように思います。 

次の文化祭までの目標はクラス、演算子、オブジェクトの実装となると思います。相互

運用性については解決が難しいので、長期の目標になります。 



10 

Twitter Client for 

Android 
 

東京都市大学 知識工学部 

情報ネットワーク工学科2年 

古屋 翔蕗 
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はじめに 

 本紙では私の制作したAndroid用Twitterクライアントについて、前回(2012

年世田谷祭)での制作物と比較しつつ改善点等について記述します。 

 

開発環境,使用言語 

・eclipse 

・java 

・Twitter4j(Twitter非公式のライブラリ) 

 

概要 

 Twitter4jを使用したAndroid用Twitterクライアントを、既存のクライアント

を参考にしつつ自分の使いやすいものになるように制作しました。 

次の画像は操作画面のキャプチャです。 

 

 

 

 

 Timeline        ツイートをタップした際のメニュー ツイート投稿画面 

 本アプリではTwitterクライアントとしての基本的な機能として、TimeLine

の閲覧、ツイートの投稿、お気に入り登録、リツイートを実装しました。 

 更に、去年の世田谷祭から今回の横浜祭の間にUserStreamの実装と上記の

基本的機能の非同期処理化を行いました。 
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UserStreamの実装 

 前回(2012年世田谷祭)時点ではTimeLineの取得はRestAPIのみ実装していましたが、

TwitterのARIの仕様変更によりRestAPIの使用制限がかなり厳しくなったこと、加えて製

作者の私自身がTwitterのヘビーユーザーであることを考慮してUserStreamの実装を行い

ました。 

 一度streamingAPIを叩いてしまえば継続してTimeLineの取得ができるUserStreamでは

API制限の心配もなく、リアルタイムでツイートが反映されるためTimeLineを常に監視

していたいというユーザーのニーズにもこたえることができます。 

基本的機能の非同期処理化 

 基本的な機能の実装は既にされていましたが、非同期処理ではなかったために処理

が終了するまで画面が処理を開始した時のまま動かないという状況だったため非同期

処理で行うように改善しました。非同期処理にするとバックグラウンドで処理を実行

してくれるためユーザーは操作を続行することができます。 

 前回(2012年世田谷祭)の展示では画面が変化せず、操作も受付なくなりボタンが正

しく押されなかったと勘違いしたユーザーがボタンを連続でタップした結果アプリが

強制終了してしまうということがありました。ツイートを投稿したりTimeLineを取得す

るといった動作では通信を行う必要があるため、電波の状況によっては時間がかかっ

てしまうこともあるので基本的機能を非同期処理化することで操作する際のストレス

を軽減することができました。 

工夫した点 

 このアプリは1画面3アクティビティの構成にし、TimeLine画面とツイート投稿画面を

スワイプのみで移動できるようにしました。 

 ボタンによるアクティビティ遷移でTimeLine閲覧画面からツイート投稿画面へ遷移し

ても良かったのですが、ボタン配置と端末の持ち方によっては指が届かずボタンが押

せないということも想定でき、そのような事態に陥った場合非常に不便であると感じ

たためにスワイプでの画面遷移を取り入れることにしました。 

おわりに 

 公開されているAndroid用のTwitterクライアントは数多くあり無料のものでも使い勝

手の良いものが簡単に手に入ります。機能的な点で差別化していくことは難しいこと

かもしれませんが、実際にクライアントを制作してみたことで出来そうなこと、あっ

たら便利そうな機能等が次第にわかってきたので、今後はそれらを盛り込んだ独創性

あるクライアントにしていけたらよいと考えています。 
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Arduino 電子工作 

  ライントレースミニカー 仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

1121080 情報科学科 3年 

平岡 和起 
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開発環境 

・使用言語:Arduino言語 

・使用ボード:Arduino UNO R3 

概要 

Arduinoと各種センサーを組み合わせて作成したライン

トレースミニカー(黒い線に沿って進むミニカー) 

・プログラム構造 

①赤外線ダイオードを床に照射し反射光をフォトトラン

ジスタに読み込ませる 

 

 

 



15 

②床から反射した光をフォトトランジスタが感知し、光の

強さに応じて数値化してArduinoに送信 

 

③Arduinoは受信した値をもとにモーターへ信号を送り、

回転方向(進行方向を決める) 
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特徴、工夫点 

・使用関数の少なさ 

→ 用いた関数はArduino言語に元々ある以下の関数のみ 

 (関数の詳細は割愛) 

・digitalWrite:ピンから電圧(0or5V)を出力 

 ・digitalRead:ピンの入力電圧次第(0or5)で違う値を返す 

 ・analogWrite:ピンから任意の電圧(0~5V)を出力 

 ・analogRead:ピンの受信電圧を数値化 

 ・pinMode:使用するピンの初期設定(入出力切り替え) 

・単純なソースコード 

→ 2つのif文のみで構成。 
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休講情報ボット 

東京都市大学  環境情報学部 情報メディア学科 3年 横井研究室 

 

塚原 啓 
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はじめに 

 これは私が開発、構成した Twitter に投稿するボットの仕様および改善点を

記したものです。 

 

Twitter ID 

横浜キャンパス版   @tcuyc_lctr 

世田谷キャンパス版  @tcusc_lctr 

 

 

概要 

 東京都市大学横浜キャンパスおよび世田谷キャンパスの休講情報と補講情報

を配信するボットです。より簡単に最新の情報を入手できる仕組みとして

Twitterでの情報配信を試みました。 

 このボットの内部は大きく分けると「情報取得」「投稿」「制御」の3つに

分かれています。最初に「情報取得」で最新の休講情報や補講情報などを取得

し、そのデータをテキストファイルを経由して「投稿」に渡しています。「情

報取得」と「投稿」は複数のファイルで構成されていますが、それらの実行の

タイミングなどは1つのPHPプログラムで「制御」されています。情報取得は

私が開発し、投稿には EasyBotter を利用しています。契約しているサーバーは

ロリポップでPHPのバージョンは 5.4.12（2013年5月現在）です。サーバーの都

合上、cronは5つまでしか設定できないのですが、制御用PHPを使うことでcron

の設定数を可能な限り少なくしています。 

開発環境 

・TeraPad 

・FFFTP 

・Firefox 

使った言語 

・PHP 
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基本機能 

休講情報・補講情報 

 休講、補講情報があると前日の20時、当日の8時、情報のある講義の開始

の20分前（連続する講義は25分前）に該当する情報をツイートします。配信

する情報は東京都市大の講義情報ページから取得しています。横浜キャンパ

スや世田谷キャンパスのウェブページで掲載されている文字コードはそれぞ

れ異なっている（横浜キャンパスはEUC-JP、世田谷キャンパスはShift_JIS）の

ですが、情報取得部分でそれらを UTF-8 に変換しています。 

 

天気情報 

 毎日8時にForecaが提供するキャンパス周辺の天気情報を取得し、ツイート

しています。配信される天気情報は当日の天気予報（天気、最高気温、降水

確率）と 8時の段階で取得できる最新の天気情報（天気、気温、体感気温、

湿度、風向、風速）です。世田谷キャンパス版の天気情報は東京23区内で、

横浜キャンパス版の天気情報は羽田空港で計測したデータを利用していま

す。横浜キャンパスがある神奈川県横浜市都筑区牛久保西から羽田空港まで

は15km～18kmであり、天気情報の精度については特に問題ないという認識

をしています。 

 

運行情報 

 キャンパス周辺を走る鉄道路線の運行に問題が生じたときにその内容をツ

イートします。横浜キャンパス版と世田谷キャンパス版で配信される対象の

路線が異なり、その対象の路線は次の通りです。 

  

 対象の路線 

横浜キャンパス版 横浜市営地下鉄ブルーライン・東急田園都市線 

世田谷キャンパス版 東急大井町線・東急東横線 
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主な改善点 

新着情報のツイート 

 5分おきにすべての最新の講義情報を取得し、前回取得したデータと比較し

て新しく追加された情報があった場合にその講義情報をツイートする機能を

実装しました。これにより追加、更新された講義情報を素早く入手でき、ス

ケジュールを立てるときに役立ちます。 

 

取得上限の拡大 

 2012年11月の段階では休講、補講でそれぞれ 10件までしか取得できません

でしたが、2013年5月の段階ではそれぞれ 100件まで取得できるように改良さ

れています。これによって多くの情報を処理できるようになっています。ま

た、取得上限はコードを書き換えることでさらに増やすことも可能です。 

 

プログラムの効率化 

 サーバーの都合上、1つのPHPプログラムは30秒以上実行できません。つま

り、情報取得から投稿まで1つの処理を30秒以内に完了させる必要がありま

す。そのため、情報取得前に制御用PHPで時間を確認したり、情報取得を行っ

た後も投稿予定の件数を計算し、必要以上に投稿処理しないようにしていま

す。また、Twitterへの投稿、ツイート読み取りに必要なAPIもできるだけ使用

回数減らすように配慮しています。 

 

 
情報取得 

投稿 

制御 

(30秒以内) 
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FPGAキッチンタイマー 

1121036 情報科学科３年 

近藤 宇宙 
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開発環境 

・使用言語 VerilogHDL 

・開発環境 QuartsⅡ 

・FPGA DE0  (Altera) 

概要 

単純な回路を組み合わせて作れるもので、キッ

チンタイマーを作成しました。 

組み合わせた回路は以下の４つです。 

・カウンタ（加減算器） 

・タイマー 

・7セグメントLEDデコーダ 

・チャタリング防止回路 
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カウンタ 

いくつ数値をカウントしたら桁上げ、桁下げする

回路です。 

1分（60秒)をカウントするためには、10進カウ

ンタと6進カウンタ使っています。 

これは全加減算器という回路です。 

タイマー 

1秒を作り出す回路です。水晶発振回路から周波数を

受け取って、1秒間ごとに電気信号を出すものです。 

デコーダ 

対応する数値に７セグメントLEDを光らせる回路で

す。 

チャタリング防止回路 

チャタリングとは、ボタンを押したときなどに一瞬

だけ電気信号がON/OFFを何度も繰り返すような現

象が起こります。誤作動を引き起こすため、回路を

組み込み防止しました。 
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物理エンジンを用いた 

 ３Dモーションシミュレーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121039 情報科学科 3年 

佐野 純気 
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開発環境 

・C++ 

・物理演算部分にフリーの物理エンジンBullet Physics Library 

・計算結果を描画するのにOpenGLを使用 

 

概要 

 仮想世界に物体を生成して色々なパラメータを設定して動かして

遊んでみることが目的。 

 リアルタイムシミュレーションのため、ブロックを発射したり掴

んで動かしたりなど、実行中に自分が作った世界に干渉することが

できます。 

・Bulletで扱える物体 

 剛体…外力が加わっても変形しない物体 

 関節…ドアの蝶番のような結合された物体 

 柔軟体…はためく旗などの物体 

・扱える現象 

 衝突…物体と物体がぶつかって起こる運動 

 摩擦…物体が接触する際に起こる力(空気抵抗もこれに含まれる) 

 物理演算では力学方程式の精度とCGの見た目や計算時間との間

にはトレードオフの関係があります(次ページ参照)。 
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Bulletの物理演算について 

 現実の世界と仮想世界の一番の違いは情報量にあります。現実の

世界ではボールを投げて跳ねるなどの単純な動作にも、重力、摩擦

係数、空気抵抗、反発係数、風の有無、微々たる影響かもしれませ

んが温度や湿度、自転の影響など様々な情報が関わっています。 

 仮想世界に配置した物体全てに対してそれらの計算を行っていて

は、どんなマシンを使っても表現しきることができません。そこで

Bulletでは一定時間以上全く動かなかった場合に物体をスリープ状

態にすることで計算量を減らしています。スリープ状態の物体に速

度を与えても、物体は動きません。スリープ状態からアクティブ状

態に変化させるには、プログラム上で明示的にアクティブ状態にす

るか、他の物体と衝突させる必要があります。 

このことは展示している動画内で 

スリープ状態→黄緑、水色 

アクティブ状態→紫、青 

となっているので確認ができます。 
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