
自分のコンピュータを設定する方法 
このラボの作業を行うには、事前設定済みの dCloud ラボを使用するか、自分のコ

ンピュータを設定する必要があります。詳細については、「Pre-Event Preparation
（イベント前の準備）」および「Lab Setup（ラボの設定）」の各モジュールを確認してく

ださい。 

このラボの作業を行うには、事前設定済みの dCloud ラボを使用するか、自分のコ

ンピュータを設定する必要があります。詳細については、「Pre-Event Preparation
（イベント前の準備）」および「Lab Setup（ラボの設定）」の各モジュールを確認してく

ださい。 

ミッション：Spark、Tropo、NeXt を使用した、

人とコンピュータ システムの相互作用・連携 
このラーニング ラボでは、最新の人とコンピュータ システムの相互作用・連携を実

現する上で、Spark、Tropo、NeXt をどのように活用すればいいのか、その詳細を

確認していきます。NeXt を使って、より複雑なトポロジ ダイアグラムを作成しながら、

NeXt で利用する JavaScript をどのように更新して、ニーズに対応すればよいのか

を学びます。また、Spark と Tropo を使用して、音声からテキスト、あるいはテキス

トから音声への変換を行うアプリケーションについても学びます。インタラクティブな

アプリケーションを作成するには、Tropo のスクリプト API を使用し、Spark ルーム

でアプリケーションを共有する際には、Python を使用します。 

目的 

所要時間：30 分 

• NeXt UI ツールキットを利用し、ネットワーク トポロジを可視化する 
• Tropo のスクリプト API を使用し、人とコンピュータ システムの相互作用・連

携や音声との連携を自動化する 
• Tropo アプリケーションの番号を Spark に投稿する 
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前提条件 

• このラボでは、ラボの設定を最小限にするために、dCloud のラボ環境を使

用します。ラボ環境で自分のローカル ラップトップ、Ubuntu ホスト、または 
Windows ワークステーションを使用して演習を行う方法については、「Lab 
Setup（ラボ設定）」および「Pre-Event Preparation（イベント前の準備）」の各

モジュールを確認してください。 

バックグラウンド 

• Python に詳しくない場合には、「REST APIs and Python（REST API およ

び Python）」モジュールを必ず確認してください。このモジュールでは、

Python の基本について説明しています。 

ステップ 1：NeXt UI ツールキットを使用して、トポロジの詳細

を確認する 

ミッションの開始にあたり、NeXt UI の機能について、さらに詳しくみていきます。

NeXt UI ツールキットの概要について知りたい場合は、このラーニング ラボの以前

のモジュールを再度確認してください。 

まず、ブラウザを開き、次の URL に移動します。 

https://developer.cisco.com/media/neXt-learn/index.html#topology/create-a-
topology 

上記のリンクにアクセスすると、インタラクティブな UI が表示され、NeXt の共通トポ

ロジ モデルを使ったトポロジの詳細についてみることができます。ソース コードのダ

ウンロードや編集は不要です。ページに移動すると、Data.js という名前の 
JavaScript ファイルが表示され、複数のデバイスで構成されるダイアグラムの表示

に必要な共通トポロジ モデルのコードが確認できます。上記のリンクにアクセスして

表示されるページは、次のようなものです。 
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このモデルから作成されるトポロジ ダイアグラムを表示させるには、左側の下方に

ある [実行（Run）]をクリックします。5 つのデバイスとそれらを接続する複数のリン

クで構成されるダイアグラムが表示されます。 

 

さて、すでに説明したとおり、NeXt は複数のコンポーネントで構成されていますが、

それらを操作して豊富なダイアグラムを生成することにより、ネットワーク インフラス

トラクチャの管理に活用することができます。今、確認した内容は、共通トポロジ モ
デルと呼ばれる 1 番目のコンポーネントについておさらいをしたものです。これは 
Data.js と呼ばれる JavaScript のコードであり、ダイアグラムのノードとリンクを

生成します。 

次に、NeXt の 2 番目の重要なコンポーネントである、NeXt アプリケーションを生

成する JavaScript について確認します。今回の例では、このファイルの名前は 
Shell.js になっています。このコードの役割を理解するために、Shell.js を編

集してみましょう。このコードを更新することで、NeXt のデフォルト動作の一部を変

更することができます。たとえば、NeXt のデフォルトのアイコンは、「?」マークが青



い丸で囲まれたものですが、このデフォルトのアイコンを、iconType のキー/値ペ

アを使用することで変更できます。このキー/値ペアにより、NeXt アプリケーション

のノードのアイコンをデフォルトから変更することができます。 

1. [Shell.js]タブをクリックします。 
2. nodeConfig の下の部分に、iconType のキー/値ペアを追加して、値に 

router を指定します。これで、デフォルトのアイコンが変更されます。

label のキー/値ペアの後で、間にカンマを入れるのを忘れないでください。

アイコンが、デフォルトの「?」アイコンから事前にロード済みのルータのアイコ

ンに変更されます。 
3. Shell.js の修正が完了したら、[実行（Run）]をクリックして、変更したもの

を表示させます。 

 

ここまでで、NeXt UI を更新して、カスタム トポロジの構築を開始することができま

した。ラボの次のステップでは、さまざまなシスコのプラットフォームを使用した、人と

コンピュータ システムの相互作用・連携の例についてみていきます。 
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ステップ 2：Tropo を使用した自動音声応答と

テキストから音声への変換 
このステップでは、シスコの Tropo プラットフォームを使用した、より複雑な、人とコ

ンピュータ システムの相互作用・連携の例についてみていきます。前のモジュール

で、Tropo を使用した、テキストを音声へ変換する簡単なアプリケーションについて

説明しました。以前のラーニング ラボの内容を利用して、Tropo のスクリプト API を
使用した自動音声応答アプリケーションを作成しましょう。 

Tropo にログインし、新しいアプリケーションを作成する 

今回のミッションを実施するために、まず、Tropo のユーザ ページにログインします。 

https://www.tropo.com/login 

新しいアプリケーションの作成 

ログイン後、[アプリケーション（Application）] > [マイ アプリケーション（My Apps）] 
に移動し、[新しいアプリケーションの作成（Create New App）]をクリックします。 

 



スクリプト API を使用した自動音声応答アプリケーションの

作成 

次のウィンドウで、[基本情報（Basic Information）]に、アプリケーション名として

「hello-network-programmers」と入力します。次に、[アプリケーション タイプ

（Type of Application）]で、[スクリプト API（Scripting API）]が選択されているのを

確認し、[新しいスクリプト（New script）]をクリックします。 

 

新しいウィンドウは、以前説明したように IDE またはテキスト エディタのような画面

となっているはずです。今回の例でも、やはり Python の構文を使用し、say（） 関
数を呼び出します。関数に渡される引数によって、該当する番号にダイヤルされた

場合に再生すべき内容を、Tropo に指定します。この関数では、以前のラーニング 
ラボで紹介した Python の文字列を音声メッセージに変換して再生する Tropo の
機能が使われています。 

さらに、ask() 関数を呼び出して、音声アプリケーションでユーザから伝達された

情報を Tropo に記録させる機能を使うこともできます。ask() 関数により、アプリ

ケーションの開発者が、ユーザから取得した情報を変数に格納して、別途利用する

ことができるようになります。say（） 関数の場合と同様に、関数に渡された文字列

を音声に変換することもできますし、result 変数を使用して、通話者の音声をテ

キストに変換して保存することもできます。 



ではここで、変数に保存されたデータを使用して、自動化されたインタラクションを実

装してみましょう。アプリケーションをインタラクティブにする方法を試すには、

if/else ステートメントを使用します。 

Tropo のスクリプト API は柔軟性に優れており、アプリケーションの作成に際し、い

くつかの高級言語を選択することができることを説明しました。今回は、Python の
構文を使用しており、次のような Python コードを入力して利用できます。 

say("Hello! welcome fellow network programmers.") 

result=ask("Isn't automated human interaction awesome? Choose from yes or no.
", {"choices": "yes,no"}) 

if (result.value=="yes"): 

   say("You said " + result.value + ". I agree. Keep up the good work in the 
mission!") 

else: 

   say("You said " + result.value + ". Ok. No problem. Goodbye!") 

log(" They said " + result.value) 

今回のミッションを実行するコードは、次のようになるはずです。 

 

コードの入力が完了したら、ファイル名を、「hello_network_programmers.py」
として、[保存（Save）]をクリックします。 

最後に、アプリケーション用の電話番号を選択します。ここでは、国と地域を選択し

て、Tropo で利用される適切なエリア コードと電話番号を決定します。ここでは、適

切な地域の電話番号を適宜選択してください。手順を終えたら、[アプリケーションの

作成（Create App）]をクリックして続行します。 

また、この時点では、まだアプリケーションに課金の心配はありません。アプリケー

ションの設定をデフォルトの [開発中（Development）]のままにしておくことで、課金

が発生しないようにできます。 



では、[番号（Numbers）]セクションまでスクロール ダウンしてください。電話番号が

表示され、ダイヤルして新しい音声アプリケーションが試せるようになっています。

実際に番号をダイヤルしてテストしてみてください。「Hello! welcome fellow 
network programmers」の音声が再生され、その後に「Isn't automated 
human interaction awesome? Choose from: yes or no」との質問

が続くのが聞こえるはずです。 

「yes」か「no」を話して回答すると、Tropo アプリケーションが result 変数にその

回答を保存し、if/else ステートメントを使用して、返答のメッセージを決定します。 

もし、メッセージが聞こえない場合は、hello_network_programmers.py スク

リプトの構文をもう一度確認してください。 

このステップは以上です。自動音声アプリケーションが機能していることを確認でき

たら、ラボの次のステップとして、結果の投稿に進みます。 
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ステップ 3：結果を投稿する 
前回のラボでは、Tropo のスクリプト API を使用して、音声からテキスト、あるいは
テキストから音声へ自動変換するアプリケーションを作成しました。今回は、結果を
投稿して、他の受講者もアプリケーションを試せるようにしてみましょう。インストラク
タが指導するセッションに参加している場合は、他の受講生が電話によって試せる
ように、アプリケーションの電話番号を受講クラスの Spark ルームに投稿します。 

では、実際にやってみましょう。 

次に利用するサンプルのソース コードは、前のステップでも使用した devnet-
express-code-samples/module08/08-human-interaction-03-
mission/ ディレクトリにあります。ファイル名は、
human_interaction_mission.py です。 

次の手順を実施 

このスクリプトは、Tropo アプリケーションの ID を取得し、その ID を使用して関連
する電話番号を入手します。電話番号を入手すると、選択された Spark ルームに
テキスト メッセージとともに電話番号を投稿します。 

1. この実習を始めるには、Python のスクリプト 
human_interaction_mission.py にアクセスして実行します。スクリ
プトからは、次のエラーが返ってくるはずです。「No Tropo application 
returned for user.Please check that the Tropo user and password are 
correct, and the user has applications.（ユーザに対応する Tropo アプリ
ケーションはありません。Tropo のユーザとパスワードが正しいか、またユー
ザに対応するアプリケーションがあるかを確認してください）」  
 

2. human_interaction_mission.py ファイルを開き、
get_tropo_app_id 関数について確認します。次の項目について検討し
てみてください。 

o なぜ、エラーメッセージが出力されたか。 
o この関数は、どの行で呼び出されているか。 
o エラーを修正するには、どのデータを加える必要があるか。必要な情

報については、次の手順をみてください。 

 
 



# Function to retrieve Tropo application ID. 

def get_tropo_app_id(tropo_api,app_name, tropo_user, tropo_pass): 

 app_id=None 

 # Content type must be included in the header 

 header = {"content-type": "application/json"} 

 api_call= "/applications" 

 url= tropo_api + api_call 

 response = requests.get(url,auth=(tropo_user,tropo_pass), 
headers=header,verify=False) 

 if(response):         

     resp=response.json() 

     for app in resp: 

         if(app["name"]==app_name): 

             app_id=app["id"] 

             break 

     if(app_id == None): 

         print("The Tropo application with name " + app_name +  

" was not found!") 

 else: 

     print("No Tropo application returned for user.Please(一部省略)…") 

 return app_id 

3. human_interaction_mission.py ファイル内の、下に示す

「#MISSION: fill in the variables below」セクションで、必要な

情報を入力します。 

#MISSION: fill in the variables below. 

TROPO_APP_NAME = "hello-network-programmers" # Your Tropo(一部省略)… 

TROPO_USER     = ""   # Enter your Tropo user name 

TROPO_PASS     = ""   # Enter your Tropo password 

YOUR_NAME      = ""   # Enter your name 

SPARK_TOKEN    = ""   # Enter your Spark token 

SPARK_ROOM     = ""   # Enter the Spark room name(一部省略)… 



4. ではここで、Python スクリプトを再度実行します。エラー メッセージが表示さ

れる場合は、入力した値が間違っていないか確認してください。スクリプトが

正常に実行されれば、端末に以下のメッセージが表示されるはずです。 
 

$ python3 human_interaction_mission.py 

Awesome! Check the Spark chat room for your message. 

5. Spark アプリケーションを開いて、メッセージが投稿された Spark ルームに

移動します。以前、Spark ルームに投稿したものと同様のメッセージが表示さ

れているはずです。ただし、名前や Tropo アプリケーションの電話番号が追

加されています。 

 

6. 電話番号にダイヤルして、Tropo アプリケーションが動作していることを確認

します。必要に応じて、変更を加えます。  
 

7. 手順 3 では、グローバル変数に値を割り当てました。SPARK_TOKEN 変数

で、変数に割り当てたトークン値の最後の文字を削除し、スクリプトを再度実

行します。スクリプトがエラー メッセージを出力するはずです。次の質問の回

答を考えてから、値を元に戻してください。 
o このエラー メッセージを出力しているのは、どの関数か。 
o なぜ、エラーが出力されたか。 

 
8. 手順 3 では、TROPO_APP_NAME 変数に値を割り当てました。名前を他

のものに変更し、スクリプトを再度実行してください。スクリプトがエラー メッ
セージを出力するはずです。次の質問の回答を考えてから、値を元に戻して

ください。 



o このエラー メッセージを出力しているのは、どの関数か。 
o なぜ、エラーが出力されたか。 

 
9. 手順 3 では、SPARK_ROOM 変数に値を割り当てました。ルームの名前を

自身がメンバーではないものに変更し、スクリプトを再度実行してください。ス

クリプトがエラー メッセージを出力するはずです。次の質問の回答を考えて

から、値を元に戻してください。 
o このエラー メッセージを出力しているのは、どの関数か。 
o なぜ、エラーが出力されたか。 

 
10. スクリプトを再度実行し、予想どおりに動作することを確認します。必要に応じ

て、変更を加えます。  
 

おめでとうございます。人とコンピュータ システムの相互作用・連携に関するミッション

を完了しました。 

完了 
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