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今日の話	

●  コミュニケーションツール 
¡ 複数のメンバーと：ソーシャルメディアは別途 

●  ML: メーリングリスト 
¡ 仕組み 
¡ 細かな設定 
¡ 問題点(運用) 
¡ 問題点(利用) 

●  チャットシステム、IRC 
●  掲示板、ブログ、Wiki 
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同報通信	

●  マスコミ:基本的には片方向 
¡ テレビ、ラジオ 
¡ 新聞 

●  皆が参加することで起る事 
¡ メーリングリスト(ML) 
¡ チャット 
¡ (昔)ネットニュース 
¡ ブログ、Twitter、Facebook、LINE 

¡ ソーシャルメディア 
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ML:メーリングリスト	

●  登録されたアドレスに届くメール 
●  インターネットの進化に応じてMLも進化 

¡ 届くメールアドレスと出せるメールアドレス 
¡ セキュリティにも配慮：偽の登録など 
¡ ML用のシステム 

●  ネットワークのアプリケーションの進化とし
て捉えると面白い	
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MLの実現方法	

●  CcやBccで複数メールアドレスに 
●   alias機能を使う 

¡ Unix系メールシステムの場合 
¡  aliasで複数メールアドレスを記述 
¡  複数メールアドレスが記述されたファイル

をaliasで指定 
¡  aliasは別名: 例えば shiba: siba 

●  ML用のソフトを使う 
●  ML用のサイトを使う 
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ML用のソフトやサイト	

●  ML用ソフト 
¡ 古い 

¡  distribute 
¡ Majordomo 

¡ FML 
¡  mailman 

●  ML用をサービするサイト 
¡  freeml 

●  MLサービスのあるホスティングサービス	
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MLの形態	

●  Open ML 
¡ 誰でも出せる: 受付型 

●  Close ML 
¡ 登録されたメールアドレスだけ 

¡ MLに出せるメールアドレス 
¡ MLが届くメールアドレス 

●  メールマガジン: メルマガ 
¡ 多くのメールアドレスに届き 
¡ 出せるメールアドレスが限定	
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Open型:受付と議論	

●  どのメールアドレスからも出せる 
●  受け取れるメールアドレス 
●  過去メールが読めるメンバーの設定も可 

¡ 担当や管理者	
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インターネット 
	

管理者	

受付: 
担当者	

Close型:議論	

●  登録されたメールアドレスだけ 
¡ 出せて読める 
¡ 複数メアドを持っているので結構ややこしい 
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メルマガ型	

●  メルマガ購読申請、登録、削除申請、削除 
¡ 届かないメアドの処理 

●  メルマガの発行 
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インターネット 
登録したメアド 
	

管理者	

発行者 

MLの設定(1)基本	

●  FMLで説明 
¡ プロバイダの管理画面(コンパネ) 

●  MLが届くメールアドレス: actives 
●  MLに出せるメールアドレス: members 
●  サブジェクトの構成: [ml-name:00032] 

¡ MLの名前と通し番号 
●  メール1通のサイズ制限 

¡ プロバイダによっては1日の総送信量制限 
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MLの設定(2)拡張	

●  Reply-To: や Error-To: 
●  自動登録 

¡ メールで登録する 
¡ 偽りの登録防止: confirmation 
¡ メールで退会 

●  MLにコマンドを送る: ml-ctl 
¡ 過去のメールを取得する 
¡ 登録されているメールアドレスを取得する	
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MLの設定(3)更に拡張	

●  制御コマンドの禁止 
¡ 過去メールの取得、参加メンバーの取得 
¡ メールアドレスは個人情報 

●  掲示板やウェブと連携 
¡ 公開されることの長所と短所 

●  From:に出した人のメアドを表示しない 
¡ 匿名性の高いMLのために 
¡ すべて管理者から出されたことになる 
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MLの利用方法(1)	

●  流される情報: 速報や案内 
¡ MLはメールなのでPUSH型サービス 
¡ ウェブはPULL型 

●  ネットで行われる会議や組織内の連絡 
●  コミュニティや仲間内の話 
●  メールマガジン：メルマガ 
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MLの利用方法(2)	

●  受付型: Open ML 
¡ ウェブの問い合わせメールアドレス 

¡ 問い合わせフォームに入力に 
●  ユーザサポート 

¡ ユーザにとっては 
¡ 待たされない、記録がデジタルで 

¡ サポータにとっては 
¡ 情報共有、記録に残る、CTIとの連携 

u CTI: Computer Telephony Integration	
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MLの問題点	

●  スパムメール等のターゲットに 
¡ 受付型では特に 

●  多くの人が参加するMLでは最低基準が 
¡ 添付ファイル禁止、HTMLメール禁止 
¡ 高度なメールをどうするか 

¡ 大容量ファイル 
●  MLでの諍い	
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チャット	

●  チャットシステム 
¡ 複数のチャネルが用意されていて 
¡ 話題の合う人たちが、各チャネルに参加 

●  IRC 
¡ Internet Rely Chat: Port 6666-6668 
¡ 複数のIRCサーバが連携するシステム 

¡ チャネルの共有が出来る 
●  MLより同時性が売り	
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IRC	

●  クライアントソフトウェア 
¡ Chocoa(Windows): 無視リスト設定あり 
¡ Limechat 
¡ いろいろあります 

●  使い方 
¡ URL表示でウェブ内容の共有 
¡ Private Modeで1対1の会話も 
¡ 無視リスト(ignore)で嫌な人の話は表示なし 
¡ Bot(スクリプト)を組み込んで伝言など	
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掲示板	

●  歴史的にはパソコン通信の掲示板 
¡ テーマ毎にフォーラム,会議室 
¡ コーディネータがいて議論を整理、方向付け 

●  2ch 
●  参加方法にもMLのようにいろいろ 

¡ 全員参加 
¡ 発言できる人と、聞くだけの人	
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ブログ	

●  ウェブのログ 
●  意見を書いたり日記を書いたり 

¡ ほろ酔い日記、団塊世代のIT手習い 
¡ 闘う楽隠居 

●  フォローを許可すると、誰でも書き込める 
●  スパムがある	
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Wiki	

●  Wikiは基本は誰でも書き込める 
¡ 認証をつけるとユーザ名とパスワード必要 

●  WikiはHTMLを自動的につける 
¡ ウェブ形式で見やすく読める 
¡ リンクも貼れる 

●  いろいろなWikiがあります。慣れれば簡単 
●  Wikipediaはこれを使った百科事典 
●  情報共有ツール 

¡ 研究指導や研究内容の共有に 
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MLのまとめ	

●  MLやチャットは古くからある便利なツール 
●  時代に応じて進化 
●  ソーシャルメディアに進化も 
●  MLやチャットでの問題はソーシャルメディ

アでも 
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