
        2008 年度 情報工学総合実験Ⅲ テーマ選択資料 

１．テーマについて 

  【 テーマの目標 】 

テーマは，以下の目標を達成することを目的に設定している． 
(1) 実験で開発したシステムが，ユーザとなる企業/団体にとって「実際に役に立つ」機能を備えて

いること，およびユーザの立場から見て，機能の拡張，操作性の改善が容易な運用性を実現し

たシステムであること（単に単位を取得するための，実験のための実験システム開発でなく， 
実際にユーザに継続的に使用してもらうためには，システム開発時にどのような点に留意すべ

きかを，実体験を通して学ぶ）． 
(2) チーム作業において，プロジェクト管理，ドキュメント管理（要件定義書，システム分析設計

書，ソフトウェア分析設計書など）の重要性を認識すること． 
(3) 学外向け支援システム開発のチームは，ユーザとのコミュニケーションを通して，ユーザ要求

を正しく抽出し確認することの重要性を認識すること（将来，情報通信産業で働きたい者にと

って，非常に重要な経験となる．－教科書から得る知識は誰でも簡単に学べる知識である．し

かし経験から得た知識はその者しか知らない真の知識となる－）． 
 

【 テーマの種類とチーム数 】 

ｶﾃｺﾞﾘ 

No. 

                 開発システム名 チーム数 ユーザ名 

  1 学内向け支援システム開発   

 Web による中間試験システム   １ 情報工学科教員

＆学生 

 
Web による資格試験模擬受験システム 

 

  3 情報工学科学生 

  Web による課題研究ゼミ配属申請状況管理システム   １ 情報工学科教員

＆学生 

    

  2 学外向け支援システム開発   

 
情報活用ボランティアマッチングシステム 
 

  1 小中学校および

情報工学科学生 

 NPO 大学マッチングシステム*   ２ 埼玉県 NPO 推進

課 

  
 きらり姫宮介護サービス管理システムの版改定* 
 

  1 NPO きらり姫宮 

 外国人子女向け国語＆算数教育システム*   １ ふじみ野国際交

流センター 

    

                               合計チーム数  10  

   ※(注１)： 学外向け支援システム開発チームの評価点は，1 段階高く評価する． 

※(注 2)： *印の付いたテーマは責任を伴うため，さらに評価を高くする． 

 

２．要求 (詳しくは別紙参照) 

(1) 学内向け支援システム開発 

① Web による学内中間試験システム 
  演習室を用いて行われる中間試験を紙から Web を用いて行うシステムの開発である．教員が問

題と選択肢の作成を容易にする機能も秋学期に追加し，実際の運用の利便性を考える． 
 開発後のシステムは，学科内および学内の他学科に提供され利用される． 
② Web による資格試験模擬受験システム 
  筆記試験で行われている各種の資格試験を，Web を利用して行えるようにするシステムの開発で

ある．特定の年度の資格試験問題だけでなく，継続して利用できるよう，資格試験問題の入力と



採点を容易にする利便性を考える．資格試験としては，情報処理技術者試験 基本情報処理技術

者，システム開発技術者，テクニカルエンジニア（データベース）またはテクニカルエンジニア

（ネットワーク）の 3 種の試験とする． 
 上記の２テーマに関する要求仕様の概要は以下の通りである． 

【要求仕様の概要】  
 《入力》 

・ 試験問題と選択肢，およびその解答（解答番号，記述式の解答に含まれるキーワード），点数 
 《処理》 

(a)試験問題とその解答･成績点をサーバ上の「問題データベース」に記録する． 
(b)問題データベースから順に Web クライアントに設問を提示する． 
(c)選択あるいは記述された解答が Web クライアントからサーバに返送されたら，解答と突合せ

採点する．同時に正解の点数を加算する．設問がなくなるまで(b),(c)を繰り返す． 
(d)正解した点数を表示し，データベースの記録する． 

 《出力》 
  ・試験問題と選択肢 
  ・正解した点数 
※注１：Cookie 機能を用いて，同時に多数の受験者が受験しても正しく採点できるようにする． 
※注２：記述式の解答に関しては，正解として含まれるべきキーワードの数によって採点する． 
 
③ Web による課題研究ゼミ配属申請状況管理システム 
 3 年秋学期に課題研究ゼミに配属される学生の各研究室に対する申請状況をリアルタイムで表示

し，学生自身がその申請状況を判断して申請変更・取り消しを Web 上で行うことを可能にするシ

ステムの開発である．開発したシステムは情報工学科 3 年次学生が用いる．「成りすまし申請」や

「配属対象外の学生・教員」に対するセキュリティ対策や「研究室の定員をオーバーしたとき措置」，

「定員に満たない研究室の２次募定員数」等への的確なリアルタイム情報提示を考える． 
【要求仕様の概要】  

 《入力》 
・ 各研究室での受け入れ定員数 
・ 申請できる学生（卒研着手が可能な学生）の学籍番号＆氏名一覧 
・ 各研究室への学生の申請・取り消しデータ 

 《処理》 
 (a) 申請あるいは取り消した学生および研究室をデータベースに記録する． 
 (b) 正当なアクセス権をもった学生および教員の要求に応じて，申請学生および研究室定員の充

足状況を表示する． 
 (c) 学生の申請に応じて，研究質の申請状況をリアルタイムに変更する． 
《出力》 
・ リアルタイムな申請状況（申請した学生数，学籍番号・（氏名※要検討）） 
・ 各研究室の定員充足状況 

 ※注１： アクセス可能な人間はユーザコード＆パスワードで限定すること． 
 
(2) 学外向け支援システム開発 
① 情報活用ボランティアマッチングシステム 

情報活用ボランティアサービスを本学情報工学科に申請する近隣小中学校の「所在地，ボラン

ティア内容，希望，条件等の情報」と申請の受け入れ側である情報工学科学生の希望条件をデー

タベース化して管理し，「申請－受け入れ」のマッチング状況をリアルタイムに表示して，ボラ

ンティア活動に伴う問い合わせ－応答処理を自動化する． 
【要求仕様の概要】  
 《入力》 

・ 申請する近隣小中学校の登録データ 
・ 学生の登録データ（受け入れ可能上限数，受け入れ状況，受け入れ残数） 

 《処理》 



  (a) 申請する近隣小中学校の登録データ，および学生データをデータベースに登録する． 
    (b) アクセスした利用者の指定する各種の検索条件に応じて登録データを表示する． 
    (c) 学生が隣接小中学校に申請すると，小中学校ごとに応募学生の数，氏名を表示する． 
    (d) 隣接小中学校が応募学生の受け入れを決定すると，学生ごとにその結果を表示・連絡する． 
 《出力》 

・ 検索した登録データの表示 
・ 登録した小中学校ごとのボランティア学生の充足状況 
・ 登録した学生ごとのボランテイィア先決定状況 

 ※注１： アクセス可能な人間はユーザコード＆パスワードで限定すること． 
 
② NPO 大学マッチングシステム 

大学生（本学以外の大学も含む）にインターンシップ，あるいはボランティア先として派遣を

依頼する NPO とそれに応募する大学生のマッチングを行うシステムの開発である．埼玉県の

NPO 推進課の活動を支援するためのシステム開発であり，日本工業大学（および開発者）の知名

度を埼玉県内で上げることを目標にしている． 
情報活用ボランティア活動マッチングシステムの近隣の小中学校が NPO に，情報工学科学生 

が，インターンシップあるいはボランティア活動を希望する埼玉県内の大学の大学生に範囲が拡

大したものに相当する． 
【要求仕様の概要】  
 《入力》 

・ 申請する NPO の登録データ 
・ 各大学の学生の登録データ 

 《処理》 
  (a) 申請する NPO の登録データ，および学生データをデータベースに登録する． 
    (b) アクセスした利用者の指定する各種の検索条件に応じて登録データを表示する． 
    (c) 学生が NPO にインターンシップを申請すると，NPO ごとに応募学生の数，大学，氏名等の

情報を表示する． 
    (d) NPO が応募学生の受け入れを決定すると，学生ごとにその結果を表示・連絡する． 
 《出力》 

・ 検索した登録データの表示 
・ 登録した NPO ごとの申請学生の充足状況 
・ 登録した学生ごとの活動先 NPO 決定状況 

 ※注１： アクセス可能な人間はユーザコード＆パスワードで限定すること． 
 
③ きらり姫宮介護サービス管理システムの版改訂 

平成 18 年度に開発し，19 年度に開発したパッケージソフトの配信システムに引き続き，きら

り姫宮の介護サービス管理システムの機能拡張を行う．拡張する機能に関しては，きらり姫宮に

出向き，要求仕様を確認する作業から開始する．大学院生の TA として，18 年度に開発を担当し

た村瀬君が支援してくれる予定である．実績のあるシステム開発であり，情報通信企業に将来就

職することを希望する者にとって，貴重な体験になろう． 
【要求仕様の概要】  
  現時点では，未定． 
 

④ 外国人子女向け国語＆算数教育システム 
【要求仕様の概要】 
  NPO ふじみ野国際交流センターに支援を希望する外国人家族を対象にして，外国人が直面して

いる子供の教育（特に日本語と算数）をコンピュータを用いて，おもしろく，かつわかりやすく教

育する教材を開発する．できうる限り視聴覚で訴えるシステムにし，子供が飽きないユーザインタ

フェースを兼ね備えていることが望ましい．コンピュータによる採点結果についても，子供の勉学

意欲を高める表示形式を考案する．実際に NPO ふじみ野国際交流センターに出向き，要求事項を

確認する作業が生じる． 



 《入力》 
  ・教材と正解得点 
 《処理》 
  ・教材をデータベースに登録する． 

・ 教材を提示し，解答を採点して合計点を出す． 
・ 合計得点を提示する． 

 《出力》 
・ 設問ごとの教材 
・ 合計得点 
・ 動機付けのためのご褒美 

 
３．目標 

(1) クライアント・サーバシステムとして要求が正しく満たされていること． 
春学期は，必ずしもクライアント・サーバシステムで動作しなくてもよいが，最終的にはクライ

アント・サーバシステムとして動作すること． 
(2) 分析設計ドキュメントが正しく作成され，検証されていること． 
(3) プロジェクトの作業が作業計画にしたがって管理されていること． 
(4) プロジェクト遂行上の問題点とその対策が正確に記録されていること． 

４．制約 

(1) 開発言語は，Java，JSP，ASP，C，C++のいずれでもよい． 
(2) データベースは ACCESS を用いること． 

５．評価 

 中間発表，および最終発表を通して，目標（1）～（4）が達成されている度合いを，学生および教員

が評価する．学外支援システム開発および＊印の付いたシステム開発を担当したチームはさらに高い評

価を，担当教員の責任において行う． 
 
６．技術サポート講義  

  それぞれのテーマに対して以下の技術サポート講義を行います． 
(1) クライアント・サーバーシステムと仕組みと ASP の役割 
(2) データベース設計と実装の方法 
(3) 類似するシステムの事例紹介 
 

 
 
                                      以上 


