Node.jsを使って簡単なアプリケーションを作ろう
IT をビジネス貢献のツールとして活用するには OSS の利用

アプリケーション作成に移る前に、まずは今回のアプリ

が重要です。今回は、
「Node.
OSS3 大テクノロジーの 1 つである

ケーションで必要となる OS の設定やモジュールのインス

js」を使い、
LinuxONE Community Cloud（http://www-03.

トールを行っておきましょう。具体的には、以下の流れで環

ibm.com/systems/jp/linuxone/solutions/enterprise-apps.

境をセットアップします。

html#Enterprise-apps）の Red Hat Enterprise Linux7.2

・ その 1：OS の設定、依存パッケージのインストール

（RHEL7.2）の仮想サーバ上で、特定の単語に対する「感情分
析」を行い、その結果をデータベースに蓄積していくアプリケー
ションを作成してみます（図 1）
。

・ その 2：Node.js、Node-RED のセットアップ
・ その 3：MongoDB のセットアップ
以降で順を追ってみていきましょう。なお、ここでは本稿

開発には、Node.js ベースのアプリケーション開発ツール

執筆時点での最新版の環境を前提に解説を進めます。他の

である
「Node-RED」
を用います。特定の単語を含む Twitter

バージョンを導入する場合には適宜環境を読み替えてくだ

のツイートに対して感情分析を行い、
その結果は MongoDB

さい。

に格納します。

Node-RED とは、Web ブラウザ上でアプリケーションロ

アプリケーション開発環境のセットアップ

ジックを作成できる「フローエディター」です。アプリケー

○その 1：OS の設定、依存パッケージのインストール

ション作成に必要な機能が「ノード」という単位でカプセル

手順 1-1

iptables と ﬁrewalld を停止

化されているため、プログラミングの知識がなくても、ノー

今回はテスト目的なので、あらかじめ想定外のエラーなど

ドを線でつなぎ合わせることでロジックを簡単に作成できま

を回避するために iptables と ﬁrewalld を無効にします。操

す。また Twitter や IoT デバイスと連係も可能です。

作は、sudo コマンドで管理者権限になってから systemctl

・ Node-RED

コマンドで実施しましょう。

https://nodered.jp/
図 1 アプリケーション全体像

[linux1@rhel7 ~]$ sudo systemctl stop
iptables
[linux1@rhel7 ~]$ sudo systemctl disable

手順 2-3 バイナリファイルの実行
バイナリファイルを実行すると、Node.js のインストール
が行われます。

iptables
[linux1@rhel7 ~]$ sudo systemctl stop

[linux1@rhel7 ~]$ ./ibm-6.6.0.0-node-

firewalld

v6.6.0-linux-s390x.bin

[linux1@rhel7 ~]$ sudo systemctl disable
firewalld

手順 2-4 パス設定

Node.js の実行コマンドである「node」のショートカット
手順 1-2

依存関係パッケージのインストール

設定を行います。

Node.js、
MongoDB セットアップに必要なパッケージをイン

echo コマンドを利用して、.bashrc の設定に node.js の

ストールします。こちらはパッケージ管理システムである yum

PATH を追加しています。最後に、設定を確認するために

のコマンドを使って Java と C++ コンパイラを導入します。

「node -v」でバージョンを出力してみています。

[linux1@rhel7 ~]$ sudo yum install java

[linux1@rhel7

~]$

echo

"export

[linux1@rhel7 ~]$ sudo yum install

PATH=\$PATH:/home/linux1/ibm/node/bin"

gcc-c++

>> /home/linux1/.bashrc
[linux1@rhel7 ~]$ source /home/linux1/.

○その 2：Node.js、Node-RED のセットアップ
その 1 で事前準備が整ったので、いよいよ Node.js と

Node-RED を導入します。
手順 2-1

Node.js のバイナリファイルを取得する

LinuxOne 用の Node.js はバイナリで配布されています。
こちらは、wget コマンドを使って、下記の URL から取得し

bashrc
[linux1@rhel7 ~]$ node -v
v6.6.0
手順 2-5

Node-RED をインストール

Node.js のモジュールである Node-RED をインストール
します。Node.js のパッケージ管理ツールである npm を使っ

てください（ここではバージョン 6.6.0.0 を指定しています）。 て導入します。
[linux1@rhel7 ~]$ sudo wget http://

[linux1@rhel7 ~]$ npm install node-red

public.dhe.ibm.com/ibmdl/export/pub/
systems/cloud/runtimes/nodejs/6.6.0.0/
linux/s390x/ibm-6.6.0.0-node-v6.6.0linux-s390x.bin
手順 2-2 バイナリファイルに実行権限を付与する

chmod コマンドを使ってバイナリファイルに実行権限を
付与しておきます。

手順 2-6 パス設定

Node-RED の実 行コマンドである「node-red-pi」の
ショートカット設定を行います。
[linux1@rhel7

~]$

echo

"export

PATH=\$PATH:/home/linux1/node_modules/
node-red/bin" >> /home/linux1/.bashrc
[linux1@rhel7 ~]$ source /home/linux1/.

[linux1@rhel7 ~]$ sudo chmod +x ./ibm6.6.0.0-node-v6.6.0-linux-s390x.bin

bashrc

○その 3：MongoDB のセットアップ

[linux1@rhel7 ~]$ cd /data/

今回のアプリケーションでは、ツイートを格納するデータ

[linux1@rhel7 data]$ sudo wget http://
prdownloads.sourceforge.net/scons/

ベースとして MongoDB を使用します。

MongoDB はドキュメント指向型の NoSQL データベース

scons-2.3.4-1.noarch.rpm

で す。 図 2 に MongoDB の デ ー タモ デル を 示 しま す。

MongoDB のデータベースモデルは、データベース、コレク

手順 3-2

MongoDB のパッケージを展開

ション、ドキュメントの 3 つで構成され、データベース内に

ダウンロードした scons のパッケージを展開したら、いよ

コレクションが存在し、コレクションの中にドキュメントが存

いよ GitHub から MongoDB を取得します。最後にバージョ

在します。

ンなどを確認しています。

データはドキュメントに格納されていきます。MongoDB
はリレーショナルデータベースのように表形式でデータを格

[linux1@rhel7

納せず、JSON 形式のテキストで格納されるため、Twitter

scons-2.3.4-1.noarch.rpm

のツイートやログデータといったシンプルで大量のデータを

[linux1@rhel7 data]$ git clone https://

格納することに向いています。

github.com/linux-on-ibm-z/mongo mongo

リレーショナルデータベースのように事前にデータ型など

data]$

sudo

rpm

-i

[linux1@rhel7 data]$ cd mongo

を定義する必要がないため、新たなデータを扱ったり、それ

[linux1@rhel7 mongo]$ git checkout

を利用して新しいアプリケーションを開発したりする場合に

v3.2-s390

スピーティに実行できるメリットがあります。

[linux1@rhel7 mongo]$ vi version.json

MongoDB を構築するためには、30GB のディスク容量が
必要です。LinuxONE コミュニティクラウドで作成した仮想マ

{ "version": "3.2.0", "githash": "b8031
1d7fcfaae95c434ade551949921925234e6" }

シンには、/data に容量 42GB 程度のディスクがマウントされ
ているので、/data で MongoDB をセットアップします。

MongoDB の構築手順は以下のリンクを参考にしています。
・ https://github.com/linux-on-ibm-z/docs/wiki/

手順 3-3

MongoDB をビルド

scons を使って MongoDB をビルドします。インストー
ル完了まで数十分かかります。

Building-MongoDB-3.2-on-RHEL-7-and-SLES-12
[linux1@rhel7
手順 3-1

--allocator=system all

MongoDB のパッケージをダウンロード

MongoDB を導入する前に、「scons」を入手します。
wget で次のように rpm パッケージを取得します。

図2

mongo]$

MongoDB のデータモデル

scons

--opt

手順 3-4 パス設定

connecting to: test

次のように「.bashrc」に環境変数 $PATH を設定してお

>

きます。
コマンドラインから MongoDB に格納されているデータ
[linux1@rhel7

data]$

echo

"export

を操作することができます。

PATH=\$PATH:/data/mongo " >> /home/
linux1/.bashrc
[linux1@rhel7 data]$ source /home/
linux1/.bashrc

手順 3-9 データベースとコレクションを作成
感情分析したツイートを格納するデータベースとコレク
ションを作成します。まずデータベースとユーザーを作成し
ます（pwd には任意のパスワードを設定します）。

手順 3-5 データ格納用ディレクトリの作成
>use tweetdb
[linux1@rhel7 data]$ mkdir db

>db.createUser(
...

{

手順 3-6

...

user: "user1",

Node-RED 用の MongoDB ノードをインストール

...

pwd: "xxxxxx",

Node-RED で MongoDB を使用可能にします。

...

roles: [

...

{

[linux1@rhel7 data]$ cd /home/linux1/

...

role: "readWrite",

ibm/node/lib/node_modules/npm/node_

...

db: "tweetdb"

modules

...

[linux1@rhel7 node_modules]$ npm install

...

node-red-node-mongodb

...

}
]
}

... )
手順 3-7

MongoDB サーバを起動

下記のコマンドを実行して MongoDB サーバを起動します。

コレクションを作成します。

[linux1@rhel7 node_modules]$ mongod

>db.createCollection("tweetsentiment")

「・・・ I NETWORK [initandlisten] waiting for

なお、ドキュメントはデータを格納する際に自動で作成さ

connections on port 27017」と表示されれば、正常に

れるため、事前に作成する必要はありません（CTRL-C を

MongoDB サーバが起動しています（なお、サーバを終了し

入力することで Mongo シェルを終了できます）。

たい場合は「CTRL-C」を入力します）。
手順 3-8

Mongo シェル起動

手順 3-7 と別のセッションを立ち上げて以下のコマンドを
入力します。
[linux1@rhel7 ~]$ mongo
MongoDB shell version: 3.2.0

Node-REDを使ったアプリケーション作成手順
ここまでで、アプリケーションを作成する準備が整いまし
た。ここからはいよいよ、Node-RED を使ってアプリケー
ションを作成していきます。
手順 1

Node-RED の開発環境にアクセス

「アプリケーション開発環境のセットアップ 手順 3-8」と

は別にセッションを立ち上げて、以下のコマンドを入力して

Node-RED を起動します（なお、Node-RED を終了する

最後に、mongodb ノードで MongoDB に格納します
（図

7）。Debug ノードはノード名の設定のみです。

には、CTRL-C を入力します）。
手順 3 アプリケーションの実行
[linux1@rhel7 ~]$ node-red-pi

パレットの Deploy（図 3 右上）
をクリックします。Debug
ノードの右側をクリックすると、パレットの右側にアプリケー

Web ブラウザから、「http://< 仮想マシンの IP アドレス
>:1880」にアクセスします。図 3 がパレットと呼ばれる
Node-RED の開発環境です。
図3

ションの実行結果が表示されます。
図5

Twitter ノードの設定

Node-RED のアプリケーション開発環境

図6

function ノードの設定

「twitter」
「sentiment」
「function」
「mongodb」
「debug」
ノードを使用します。各ノードをつなげたものが図 4 です。
図 4 ノードの連係

図7

手順 2

各ノードの設定

まず twitter ノードで、指定した単語を含むツイートを取
得します（図 5）。
取得したツイートを sentiment ノードで感情分析します。
感情に応じて「感情スコア」が付けられます。「0」が中立
の感情、「1」以上がポジティブな感情、「-1」以下がネガ
ティブな感情に割り振られます。

function ノードでツイートに加工します。今回は感情分析
結果を分かりやすくするため、sentiment ノードで付与され
た感情スコアを表示させるようにします（図 6）。

mongodb ノードの設定

手順 4

実行結果の確認

「"_id"」と「"payload"」はドキュメントに格納されている

では、感情分析されたツイートがデータベースに格納され

デ ー タ の 項 目 で す。「"_id"」 は デ ー タ の 識 別 番 号、
「"payload"」はデータの内容を意味します。「"_id"」はデー

ていることを確認します。

SSH クライアントのセッションを立ち上げ Mongo シェル

タ格納時に自動生成され、「"payload"」には Twitter から

を起動し、手順 17 で作成したコレクションのドキュメントを

取得したツイートと、sentiment ノードで分析した感情スコ

確認します。

アが表示されています。

開発コミュニティと応用のアイデア

[linux1@rhel7 ~]$ mongo
MongoDB shell version: 3.2.0

今回作成したアプリケーションは、
「Twitter のツイートを

connecting to: test

感情分析し、データベースに格納する」という簡単なもので

> db.tweetsentiment.find()

した。例えば、これをビジネスに応用すると、自社製品／
サービスに関するツイートを分析し、その評価を把握できれ

サンプルとして「2016 Christmas」を含むツイートを感
情分析します。ポジティブな感情と分析されたツイートには

ば、製品／サービス開発時に分析データを活用できるので
はないのでしょうか。

1 以上の感情スコア、ネガティブな感情と分析されたツイー

Node-RED には Node-RED ライブラリ（http://ﬂows.

トには -1 以下の感情スコアが追加されてデータベースに格

nodered.org/）と呼ばれるコミュニティがあります。Node-

納されています。図 8 が実行結果の一部です。

RED ライブラリではさまざまなノードやフローが公開され

データが MongoDB のドキュメントに格納される際に、自
動でドキュメントが作成されます。

ており、例えば、センサータグのデータ分析フローやチャッ
トアプリのフローなどがあります。

図 8 サンプル実行結果
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