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第23回 PSE ワークショップ 2020 開催のご挨拶 

皆様のご支援とご協力のもと，今回も問題解決支援環境（PSE: Problem Solving 

Environment）ワークショップを開催することができ，心からお礼申し上げます． 

これまで国内のみならず国外においても PSE ワークショップを継続して行い，昨年まで

で 22 回の開催の実績を残してまいりました．今年は新型コロナウイルスの影響から各種の

学会，研究会等も中止やオンライン開催となっており，PSEワークショップをどうするか頭

を悩ませたところです．おかげさまで多くのメンバーの熱い志に支えられ，オンライン開催

を実行することになりました． 

 会議のシステムに関しましては長崎大学の丹羽先生にお世話になり，昨年の長崎開催に

続いて準備作業に時間を割いていただきました． 

 基調講演は，理化学研究所 計算科学研究センター 運用技術部門長の庄司 文由様に「ス

パコン運用よもやま話 〜京と富岳の運用を通して〜」のタイトルでご講演いただきます． 

 先日「富岳」が「京」以来８年半ぶりの世界一に輝いたといううれしいニュースが飛び込

んでまいりましたので，非常にホットな話題を，「京」と「富岳」の運用に大きくかかわっ

ておられる庄司氏に提供いただけることをうれしく思います． 

 また，一般講演ではこれまで通り，さまざまな領域での PSE の応用についての報告が予 

定されています．このような状況下にもかかわらず７件の一般講演をいただきました． 

 このワークショップが，日ごろ PSE の研究，教育や産業での PSE の利用に携わっておら

れる皆さまの活動発表や議論の場として活用されることを期待しています．今後も，各界で

ご活躍の卒業生の方々や，皆様の周りの企業の研究者の方々にご参加いただき，PSEワーク

ショップの活動の維持発展にご支援，ご協力をお願い申し上げます．

2020 年 9 月 17 日 

主催 PSE 研究会 
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第 23回 問題解決環境ワークショップ プログラム 

会場: オンライン (Webex)      
日時: 令和 2 年 9月 17日(木) 13:00-17:00 

講演題目 
著者(〇印は講演者) 

講演者所属 

13:00-13:10 開会挨拶 
〇川田 重夫 

宇都宮大学 

13:15-13:45 

基調講演 

スパコン運用よもやま話

〜京と富岳の運用を通して〜

〇庄司 文由 

理化学研究所 

13:45-13:50 休憩 

13:50-14:10 
BLE(Bluetooth Low Energy)を利用した人員接近 

防止手段のシミュレーション手法(COVID-19 対策) 

〇岩松 隆則, 鈴木 和浩，大柴 小枝子 

京都工芸繊維大学 

14:15-14:35 コロナ禍における商船学科の乗船実習について

関口 直人，〇中谷 俊彦，早勢 欣和，

金山 恵美，山谷 尚弘，向瀬 紀一郎 

富山高等専門学校 

14:40-15:00 
リモートを前提としたサーバサイトプログラミング講座

の環境構築 

〇日置 慎治 

帝塚山大学 

15:00-15:10 休憩 

15:10-15:30 Scratch による機械学習 -- 中学生から社会人まで 
知念 寿和子，北臺 如法，〇中村 純 

極東連邦大学 

15:35-15:55 
様々な"酔い体験"に基づく SSQ による自己評価と

分析 

〇對馬 広大 

株式会社荏原製作所 

16:00-16:20 
e スポーツにおけるマシンスペックの影響に関する

調査 

〇宮地 英生，村上 幸史郎，宮下 和也 

東京都市大学 

16:25-16:45 
自律的非同期連携処理の数理モデルに基づく 

逐次処理によるシミュレーション手法の検討 

〇早勢 欣和 

富山高等専門学校 

16:50-17:00 閉会挨拶 
〇日置 慎治 

帝塚山大学 
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The 23rd PSE Workshop’20 

「京」から「富岳」へ

〜運用とサービスの観点から〜

K computer to Fugaku 
-From perspective of the operation and service-

庄司文由1) 
Fumiyoshi Shoji 

1)博士(理学) 理化学研究所 計算科学研究センター（〒650-0047  神戸市中央区港島南町 7-1-26, shoji@riken.jp）

. 
Key Words: K computer, Fugaku, HPC, operation, facility 

1．概要

「京」コンピュータは、富士通株式会社と理化学研究

所により共同開発されたナショナルフラッグシップスパ

コンである1)。2012年9月に共用開始し、2019年8月に運

用を終了した。「京」コンピュータは、汎用スパコンと

しての利活用されることを前提としたことにより、高メ

モリバンド幅、高通信帯域幅、超大規模並列構成等、数々

の特徴的な機能により強力な研究基盤として国内外の研

究活動を支えた。その一方で、この分野のある種の象徴

として認識されることで、国内のさまざまの分野の計算

科学コミュニティ間の連携を促進させ、その結果、計算

科学および計算機科学分野全体の活動を活性化させた存

在であったと言えよう。

一方で、その運用においては規模が大きいことに起因

する障害に直面し、対応に苦慮することも少なくなかっ

た2)3)。また、特殊な命令セットアーキテクチャを採用

したことによる互換性の低さや、2階層からなるファイル

システム の構成等により、利便性の観点で必ずしも高

いとは言えなかった。

「富岳」は「京」の後継機として開発されたナショナ

ルフラッグスパコンである。その開発においては、計算

機開発者とアプリケーション開発者が緊密に連携して開

発を進めるコデザインの手法が取り入れた。利便性につ

いても「京」の運用状況を分析し4)、改善点を明らかに

するとともに、より広い分野から利用者を呼び込むため

に、クラウド的な利用を可能にするなど、野心的な試み

が進んでいる。

本稿では、「京」の運用状況を振り返り、良かった点

と改善が必要だった点に触れる。後者について「富岳」

ではどのように改善されるのか説明し、クラウド的な利

用等の利用者の拡大のための新規のサービスや、消費電

力の増加に対し、施設運用がどのように対応するのかに

ついて紹介する。

参考文献

1) M.Yokokawa et.al., “The K Computer: Japanese
Next-Generation Supercomputer Development Project,”
Proceedings of the 17th IEEE/ACM International
Symposium on Low-power Electronics and Design,
ISLPED ’11, pp. 371–372, 2011.

2) 3.K. Yamamoto et.al., “The K computer Operations:
Experiences and Statistics,” Procedia Computer Science,
Volume 29, 2014, pp. 576–585, 2014

3) F. Shoji et.al., "Improving the Energy Efficiencies of
Power Supply and Cooling Facilities for 10 Peta-Scale
Supercomputer," Computer Science - Research and
Development Archive, Volume 31, Issue 4, pp. 235-243,
2016.

4) F. Shoji, "Lessons Learned from Development and
Operation of the K computer," Parallel Computing Volume
64, Pages 12-19, 2017.
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The 23rd PSE Workshop’20 

BLE(Bluetooth Low Energy)を利用した人員接近防止手段の

シミュレーション手法 (COVID-19対策)
A CONPUTER SIMULATION METHOD FOR PERSONNEL PROXIMITY PREVENTION 

COUNTERMEASURES USING BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) 

岩松隆則1)，鈴木和浩2)，大柴小枝子3) 
Takanori Iwamatsu, Kazuhiro Suzuki and Saeko Oshiba 

1)博(工) 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科(〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町，kazchama＠green.ocn.ne.jp)
2)工学 ライフラボラトリ株式会社(〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-40 T-Biz，suzuki-kazuhiro＠lifelabs.co.jp)

3)博(工) 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科(〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町，oshiba＠kit.ac.jp)

As countermeasures against the COVID-19, it was shown that the distance accuracy of personnel 
proximity can be secured by using AoA and AoD of Bluetooth v5.x. In addition, the feasibility of the 
personnel proximity prevention algorithm was shown by introducing the proximity value that numerically 
represents the degree of proximity. As a method for performing computer simulations for these 
verifications, it was shown that a modeling method for calculating the minimum processing speed for each 
block. Doing this makes it possible to confirm the accuracy of personnel proximity and the proximity 
prevention algorithm in a short time. 
Key Words: Bluetooth, BLE, COVID-19, AoA, AoD, Personnel proximity, Simulation 

1．はじめに

全世界で猛威を振るうCOVID-19(新型コロナウィルス

感染症)の対策(新型コロナ対策と呼ぶ)が急務である．日

本国内では，3蜜(密閉,密集,密接)を避けることで感染拡

大を防止することができるとされ，ソーシャルディスタ

ンスの確保が課題となっている．一方，製造業や運送業

などでは，作業中に意識せず密集・密接状態になる可能

性が排除できない．この密集・密接状態を回避するため

の仕組みとして時々刻々変化する人員の位置を正確に推

定し，行動方向と経路の予測(行動予測)を行うことによ

り密集・密接を未然に防ぐ手段が考えられる．この位置

推定を行う手段として，身近に使用されている

Bluetooth1)技術が利用可能である．但し，汎用的に使用さ

れているBluetooth v4.0以前の技術では人員接近を正確に

把握できない．このため v5.1以降に仕様化された

BLE(Bluetooth Low Energy)2)の角度情報による位置推定

を利用し，より正確な位置から行動予測を可能にする．

密集・密接が予測された場合には，該当する人員に状態

と推奨する行動を振動や音声などにより通知する．

本稿ではBLEの角度情報から位置推定を行う手法，お

よび人員接近度合の数値化により行動予測を可能にする

手法のシミュレーションについて検討を行う．Bluetooth
のハードウェアではシンボル速度とRF(Radio Frequency)
の差が大きいため，高速なRFでモデル化すると演算量が

膨大になる．これを解決するため，シミュレーションが

実行する信号処理速度をブロック毎に必要最低限の処理

速度で演算するモデル化手法を提案し，短時間でシミュ

レーションの実行を可能とする．

2章では，Bluetooth技術についての概略説明を行う．3
章ではBluetooth技術による位置推定技術を詳説する．4章
ではこれまで実施してきた位置推定技術による応用例を

示す．5章では，新型コロナ対策として位置推定技術の応

用，および人員接近度合の数値化について示す．6章では，

BLEの位置推定精度を検証するシミュレーション手法に

ついて検討を行う．最後に7章でまとめを記述する． 

２．Bluetooth技術2)

２．１ BR,EDR から BLE への進化 
Bluetoothは様々な電子機器の通信手段として使用され

ているが，元々エリクソンによって開発された2.4GHz帯
(ISMバンド: 産業科学医療用バンド)の短距離無線技術

である．1998年にインテル・IBM・ノキア・東芝と共同

で仕様(IEEE 802.15.1)を策定し，その後の機能エンハン

スは，Bluetooth SIG(Special Interest Group)にて進められて

いる．現在までに仕様化されたバージョンを表１に示す．

v1.x(xはバージョン番号)のBR(Basic Rate)が初期に普及

し，高速化 EDR(Enhanced Data Rate) や IEEE802.11 の

MAC/PHY を利用可能とした v3.x を経て v4.x/v5.x の

BLE(正式表記はLEであるがここではBLEと呼ぶ)に進化

している．
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表１ Bluetooth のバージョン 

バージョン 略称 時期 コメント

v1.x BR(Basic Rate) 1999-2003 初期普及し

たもの

v2.x EDR(Enhanced 
Data Rate) 

2003-2007 3Mbps 
NFC 

v3.x HS(High 
Speed) 

2009 IEEE802.11
と親和性

v4.x BLE(Low 
Energy) 

2013-2014 省電力化

v5.x 2016-2019 AoA.AoD 

接続の容易性などからスマートフォン・音響機器・PC
周辺機器・健康管理機器など広く使用され，工場などで

は製造管理や物品の運搬などにも使用されている．最新

バージョンのBLEでは消費電力のさらなる低減を図り，

搭載位置を算出するための新たな機能であるAoA(Angle 
of Arrival)・AoD(Angle of Departure)が仕様化されたが，

v3.xまでの従来バージョンとの互換性がなくなった．こ

のため，v3.xまでとv4.x以降の両方の機能を搭載する部

品も開発されている(デュアルモード)． 
２．２ BLE 新機能 

v4.xのBLE仕様化により，大幅な低消費電力化が行わ

れた．使用状況にもよるがボタン電池1個で数年使用可能

と言われている．但し，データ容量が少なく家電製品な

どのセンサとしての利用を想定している．v5.xでは到達

距離によりデータ容量が変化する．2 Mbps, 1 Mbpsは100 
m，125 kbpsでは400mまで到達可能．また，位置推定を高

精度に行うためのAoA,AoD機能が盛り込まれた．これは

Bluetooth端末の位置を知るために，位置情報標識(ビーコ

ンと呼ぶ)を使用し，端末の位置する方角である角度情報

を知ることで位置推定を行うものである．従来実施され

ていた電力情報による位置推定に比べ精度が向上する．

３．位置推定技術 

Bluetoothで利用されている位置推定について詳説する． 
３．１ 三辺測位による位置推定

v3.x以前に行われていた従来手法である．図１に位置

推定の概念を示す3)．複数のビーコン(3以上)から送信し

たRF信号を端末で受信する．端末は各ビーコン信号の電

力を示すRSSI(Received Signal Strength Indicator)を計測し，

式(1)よりそれぞれの距離𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑛𝑛はビーコン番号)を算出す

る．ここで，𝜆𝜆はRFの波長，𝐿𝐿は伝搬損失[dB]を表す． 

 𝑙𝑙𝑛𝑛 =
λ

4𝜋𝜋・10
𝐿𝐿
20 (1) 

得られた距離𝑙𝑙1～𝑙𝑙3の交わる位置から端末の位置を推定

する．

本手法は信号を復調せずとも位置推定が可能であり，

演算の容易性があるが，下記の課題が考えられる．

① ビーコンから端末の間に物体がある場合や端末

を人体に近付けている場合にRSSIに影響する．

② ビーコンが少なくとも3個以上必要であり，経済

性に劣る．

本手法を使用した場合の位置推定の誤差は，数 m～10 
m程度(距離により変化)である． 
３．２ AoA による位置推定 

v5.xから採用された位置推定手法である．図２に位置

推定の概念を示す4)．端末から送信したRF信号をビーコ

ンで受信する．ビーコンは複数のアンテナ(2以上)を持ち，

それぞれの受信信号から受信タイミングの差𝛥𝛥𝑡𝑡を求め，

式(2)より端末の方向角𝛩𝛩(角度情報と呼ぶ)を算出する．

ここで𝑑𝑑はビーコン内のアンテナの間隔，𝛥𝛥𝛥𝛥は𝛥𝛥𝑡𝑡により

発生するRFの位相差分を表す．なお，この式が成り立つ

条件は，ビーコンと端末の距離𝑙𝑙が𝑑𝑑より十分大きい場合

である．

 𝛩𝛩 = arccos�
𝛥𝛥𝛥𝛥・λ

2𝜋𝜋𝑑𝑑 �  (2) 

得られた角度情報から端末の位置を推定する．その手法

は下記の2通りが考えられる． 
① 角度情報と受信タイミング遅延より求まる距離𝑙𝑙

から端末の位置を推定する．

② 複数のビーコン(2以上)の角度情報を演算し，直線

が交わる位置から端末の位置を推定する．

AoAの場合，端末が送信したRF信号は両アンテナ同時

に受信，もしく異なるタイミングでアンテナ毎に受信，

のどちらでも可能である(受信機のハード構成による)． 

図２  Angle of Arrival 
本手法により求める𝛥𝛥𝑡𝑡(𝛥𝛥𝛥𝛥)の算出方法について補足

図１ 三辺測位
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する．各アンテナ間の位相差は復調後のベースバンド信

号を直交座標で表現した情報(IQ位相面)から求めること

が可能である．図３に復調IQ位相面の例を示す．これは，

実際のRF信号の複素動作を復調後の実数・虚数の二次元

で表現したものである． I軸 (In-phase)が実数，Q軸

(Quadrature)が虚数を表す．図３の例では，𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1の●はあ

る時間における𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1のRF信号の位置を示し，𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2の●

は同じ時間における𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2のRF信号の位置を示す．すな

わち，IQ位相面はある時間の瞬間の状態を表している． 
v5.x以降では，このIQ位相面上の信号の位置を取得で

きる仕組みが盛り込まれたため，AoA,AoDが可能になっ

た．

図３ 復調 IQ 位相面の例 
このIQ位相面上の信号の位置から求まる角度差𝛥𝛥𝛥𝛥が

時間差𝛥𝛥𝑡𝑡を意味する．この値は受信電力に関係しない値

であるため，三辺測位の課題①は発生しない．このため，

本手法を利用した場合の位置推定の誤差は，1 m以下(距
離により変化)が期待できる． 
３．３ AoD による位置推定 

この手法もv5.xから採用された位置推定手法である．

図４に位置推定の概念を示す4)．ビーコンから送信した

RF信号を端末で受信する．ビーコンは複数のアンテナ(2
以上)を持ち，それぞれの送信信号から受信タイミング差

𝛥𝛥𝑡𝑡を求め，AoAと同じ式(2)より端末の方向角𝛩𝛩を算出し，

位置推定もAoAと同様に行う． 
AoDの場合，ビーコンの送信はアンテナ毎に行う．両

アンテナから同時に送信すると端末受信時に干渉するた

めである．

図４  Angle of Departure 

AoAとAoDの違いは，送受信の方向性の違いと位置推

定を行う頭脳をどちらに置くかという点で異なる．

４．位置推定技術の応用例 

Bluetoothの位置推定技術の応用例を複数説明する．こ

れらの例は，v3.x以前の技術であっても適用可能である． 
４．１ 組み立て工場の行動把握

組み立て工場における作業者の行動把握への応用例を

説明する．一例として部品倉庫から部品を持ち出し，組

み立て現場に持ち込む作業(ピッキング)の行動把握を図

５に示す．作業者は図面の指示に従い，必要な複数の部

品を収集し製造現場に届ける．複数の作業者が同時にピ

ッキングを行った場合に，①狭い通路で渋滞が発生，②

作業者の経路が非効率，という課題があった．

これらを解決するため，Bluetoothのビーコンを部品倉

庫に設置して，端末を保持した作業者の位置推定を行っ

た．その結果から行動把握と分析を行い，渋滞場所の特

定と作業者の収集順序の最適化を行った．

図５  ピッキング作業の行動把握

また，リアルタイムに位置推定を行い AI(Artificial 
Intelligence)を用いて経路予測を行い渋滞回避すること

も可能である．

４．２ 設備管理や災害現場の行動把握

設備管理や災害時における作業者の行動把握への応用

例を説明する．一例として，汚水処理施設の行動把握に

ついて図６に示す．左側の地図にある汚水処理施設管理

棟内にビーコン設置を行ったイメージ例が右図である．

壁や柱50カ所にBluetoothのビーコンを設置して，端末を

保持した作業者の位置推定を行った．その結果から，位

置情報および撮影した画像や動画を記録した．これによ

り作業者の行動把握による効率化や情報共有を行った．

図６  汚水処理施設の行動把握

また，作業者が長時間動かない場合などのトラブル発
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生時に通知を行い安全確保も可能である．ここで紹介し

た汚水処理施設は仙台市の南蒲生浄化センターで実施し

たものである5)． 
４．３ 工場内物流の渋滞防止 

工場内などで使用される運搬車両の渋滞防止への応用

例を説明する．一例として，自動車工場などで採用され

ているシステムの渋滞防止を図７に示す．工場内の物流

は，搬送車・牽引車・フォークリフトなどがそれぞれの

目的に合わせて複雑に動き回る．このため，搬送車など

が経路上で渋滞を起こし，組み立て作業の効率が低下す

る課題があった．これを解決するため，Bluetoothのビー

コンを工場内に設置して，端末を取り付けた全ての運搬

車両の位置推定を行った．その結果から，渋滞原因の把

握とそれを防止する運行アルゴリズムの最適化を行った． 

 
図７  工場内搬送車システムの渋滞防止 

また，リアルタイムに位置推定を行い，AIを用いて渋

滞と部品不足を予測し，それらを解消する最適な運搬制

御を行うことも可能である． 
 
５．人員接近防止対策 

4章で説明したようにBluetooth v3.xまでのバージョン

を利用した位置推定により様々な応用が拡がっている．

この技術の延長で新型コロナ対策の人員接近防止対策に

応用することを考える． 
５．１ COVID-19 対策への応用 

新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調

査実施要領6)によると，濃厚接触者の定義は『手で触れる

ことの出来る距離（目安として 1 メートル）で，必要な

感染予防策なしで，「患者（確定 例）」と 15 分以上の

接触があった者』とある．これを考慮して，濃厚接触者

となる距離・時間は必ず避け，可能な限り人員接近を避

ける配慮が必要である． 
これにより，Bluetoothを利用した位置推定の精度とし

て，v3.xまでのバージョンは精度的に低くそのまま利用

することは困難である．このため，v5.x以降の角度情報

によるAoA,AoDを利用し，誤差1 m以下を実現する． 
また，人員接近状態に近づいた場合，もしくは予測さ

れる場合に，該当する人員に状態と推奨する行動を振動

や音声などにより通知し，接近状態を解消する． 
５．２ 人員接近防止アルゴリズム 

人員接近に関して，接近度合を数値化した指標を定義

し，人員接近防止アルゴリズムの評価・検証に使用する．

人員間の距離と接近時間を加味した接近値𝑝𝑝を式(3)のよ

うに定義する．ここで𝐴𝐴は接近の時間[分]，𝑙𝑙は距離[m]，
𝛼𝛼は距離によって感染率が増減する係数であり，飛沫が

空間に広がるため直感的には𝛼𝛼 = 2.0～3.0と考えられる

が環境などにより変化するため多くの事例から求める必

要がある． 

𝑝𝑝 =
𝐴𝐴

�𝑙𝑙1�
𝛼𝛼 =

𝐴𝐴
𝑙𝑙𝛼𝛼

(3) 

中辺の 𝑙𝑙
1
 にある1は濃厚接触者の定義の目安である1 m

を表している．右辺では省略した．この接近値𝑝𝑝が15以下

になる場合が濃厚接触者の定義に相当する． 
製造業や運送業の人員の場合，一対一の接近ではなく

複数人員の接近でありこれを数値化する．ある現場に𝑚𝑚
人の人員がいる場合，𝑥𝑥番目の人員と𝑦𝑦番目の人員の接近

値𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥を式(4)に示す．ここで𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥は人員𝑥𝑥と人員𝑦𝑦の接近時

間[分]，𝑙𝑙𝑥𝑥𝑥𝑥は人員𝑥𝑥と人員𝑦𝑦の距離[m]である． 

𝑝𝑝𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑙𝑙𝑥𝑥𝑥𝑥

𝛼𝛼 (4) 

また，人員𝑥𝑥は他の人員との接近も考えられるため，総合

的な接近度合を低減させる指標としてそれらの合計値が

有効である．人員𝑥𝑥の接近値の総和を𝑝𝑝𝑥𝑥�と定義し式(5)に
示す．ここで𝐴𝐴𝑥𝑥𝑛𝑛は人員𝑥𝑥と人員𝑚𝑚の接近時間[分]，𝑙𝑙𝑥𝑥𝑥𝑥は

人員𝑥𝑥と人員𝑚𝑚の距離[m]である． 

𝑝𝑝𝑥𝑥� = �
𝐴𝐴𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑥𝑥𝑛𝑛

𝛼𝛼

𝑥𝑥−1

𝑛𝑛=1

+ �
𝐴𝐴𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑥𝑥𝑛𝑛

𝛼𝛼

𝑥𝑥

𝑛𝑛=𝑥𝑥+1

(5) 

同様に，この現場全体の総接近値�̂�𝑝を式(6)に示す．ここ

で𝑝𝑝𝑛𝑛�は式(5)で求めた．人員𝑥𝑥の接近値の総和である． 

�̂�𝑝 = �𝑝𝑝𝑛𝑛�
𝑥𝑥

𝑛𝑛=1

(6) 

なお，式(4)～式(6)の実際の計算では人員は時々刻々動く

ため，𝐴𝐴は短い時間𝛥𝛥𝐴𝐴毎の𝑙𝑙を用い，各パラメータは時間

変数を取り入れる必要がある． 
人員接近防止アルゴリズムの評価指標としては，下記

ⅰ),ⅱ)を同時に満たす必要がある． 
ⅰ) 現場内𝑚𝑚人全てが他の人員全てとの間で 

式(4) < 15 
   を満たす(濃厚接触者の定義) 
ⅱ) 現場全体の総接近値�̂�𝑝が最小となる 

これらを満たすようにアルゴリズムを制御させることで

人員接近を最小限に留める． 
５．３ 人員接近防止アルゴリズム例 

具体的な応用例としてピッキング作業への適用事例を

図８に示す．Bluetooth v5.xを利用し，全ての人員の位置

推定を高精度に行い，各人員間のその瞬間の距離𝑙𝑙を求め

る．この情報を蓄積し，式(4)～式(6)を計算する．得られ

た接近値𝑝𝑝を用いて評価指標ⅰ)を満たすことを確認する．
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時々刻々と変化する接近値が評価指標ⅰ)の基準値に近

づいた場合に，人員へ通知を行い接近値が改善する方向

へ促す．また，AIを用いることで行動予測が可能になる．

図８では𝑚𝑚人の作業者のこれまでの経路を実線で記して

いる．この情報および作業指示書などを元にAIが経路予

測を行った結果を薄色線で示す．

図８  人員接近防止 (ピッキング作業) 
作業者①と作業者𝑥𝑥は接触が予測されるため．作業順

序などを変更する指示を行い，接触を回避する．また，

現在および未来の式(6)を常時計算し，評価指標ⅱ)が満

たされるように作業手順の最適化と作業者への指示を行

う．

６．シミュレーション 

新型コロナ対策として，人員接近を把握するための精

度を検証する必要がある．Bluetoothのハードウェアはシ

ンボル速度(約200 kHz程度)とRF(2.4 GHz)の差が大きい

ため，高速なRFで全てをモデル化すると演算速度が膨大

になる．この課題を回避するためのシミュレーション手

法について詳説する．

６．１ シミュレーション諸元

BLEのシステム諸元を表２に示す．角度情報から位置

推定の精度を検証するために必要なPHY(physical layer)
の仕様に限定する．仕様書上明確化されていない値も本

シミュレーションではこれらの値を用いる．

表２  システム諸元

無線中心周波数(RF) 2.4 GHz 

送信電力 10 mW 
シンボルレート 210 kHz 
変調方式 QPSK 

誤り訂正 無

６．２ シミュレーションモデル

BLEのシミュレーション モデルの例を図９に示す．こ

の図はAoAとAoDの両者を重ね書きしている．図中の上

部が送信部であり，AoAの場合は端末部分,AoDの場合は

ビーコン部分に相当する．下部が受信部であり，AoAの

場合はビーコン部分,AoDの場合は端末部分に相当する．

アンテナの個数は，AoAの場合送信部が1アンテナであり

受信部が2アンテナ，AoDの場合送信部が2アンテナであ

り受信部が1アンテナの構成になる．なお，複数ビーコン

および複数端末をモデル化して接近値の計算を行う場合

は，このモデルを複数列記する．

モデルの作成手法はハードウェア開発で用いられるこ

とが多い逐次実行型7)を使用する．これはハードウェア

の素子一つ一つを忠実に言語記述する手法である．モデ

ル化の手間がかかるが，実際の動きを疑似できる．

図９  シミュレーション モデルの例

シミュレータが実行する信号処理の速度は最速部を基

準にモデル化する必要がある．最速部のRFは2.4 GHzで
あり，この速度で発生する事象を正確に疑似するために

は，さらに数十倍のサンプリングを行う．例えば，2.4 GHz
の位相情報360 degを表現するために10倍のサンプルを

行うと36 degまで表現できる．この時シミュレータの信

号処理速度は240 GHzとなる．このように最速部のモデ

ルを採用した場合，シミュレータ全体の処理速度が増大

し，検証のための実行時間が非常に大きくなる．これを

避けるため，各ブロックで必要最低限の処理速度でシミ

ュレータを実行させる手法を取り入れる．

図９のモデル例に処理速度の異なるブロックを色分け

した．シンボル速度の0.21 MHz(黒)～アンテナ部分の110 
GHz(赤)までの4ブロックとした．これらの使い分けを表

３に示す．AoA,AoDの位置推定などシンボル速度で可能

なものは低速で実行する．変復調や干渉などはそれぞれ

の必要な処理速度で実行する．アンテナ周辺の寸法誤差

などは精密な精度が必要なため2.4 GHzの約50倍の処理

速度とし，位相角で10 deg以下の精度を確保した．ブロ

ック毎に必要最低限の処理速度とすることで，検証時間

の短時間化を可能にする．

表３ 信号処理速度の例

ブロック 処理速度 用途

シンボル 0.21 MHz 基本周波数

変復調 0.84 MHz (4倍) 変調・復調

中間周波数(IF) 108 MHz (512倍) 干渉やフィルタ

無線周波数(RF) 110 GHz (219倍) アンテナ

このようなモデルを開発する場合，モデルの細部をカ

スタマイズする必要があるため，市販のシミュレータの

流用は難しい．多くの場合，C言語などのプログラム言語

を使用してモデルの全てを組む必要があると考えられる．

特にこのモデルの場合，ハードウェアの機能部分と処理

速度が離れた部分が発生する．例えば，他のビーコンな

どからの干渉波は，送受信のアンテナ間の空間で発生す

るにも関わらず，モデル化は中間周波数IF(Intermediate 
Frequency)の処理速度で可能である．伝搬路やノイズ発

生のAWGN(Additive White Gaussian Noise)なども同様の
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扱いが必要である．モデルの記述に際して処理速度のル

ープ設計に十分な注意が必要と言える．

新型コロナ対策の機能追加としてBLEのAoA,AoDのモ

デル化と検証を現在進めている．得られた精度の検証結

果を用いて，複数端末を配置した場合の位置推定および

接近値の値を計算し，人員接近防止アルゴリズムの開発

と確認を行う．これらの結果を踏まえ新型コロナ対策へ

の適用を急ぐ．

７．まとめ 

新型コロナ対策として，Bluetooth v5.xのAoA,AoDを利

用することで，人員接近の精度を確保できることを示し

た．また，接近度合を数値化した接近値の導入により人

員接近防止アルゴリズムの実現性を示した．これらの検

証のためのシミュレーションを行う手法として，ブロッ

ク毎に必要最低限の処理速度で演算するモデル化手法を

示した．これにより，人員接近の精度と接近防止アルゴ

リズムを短時間で確認可能にできる．
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コロナ禍における商船学科の乗船実習について

On the practical ship training of Department of Maritime Technology under COVID-19

関口直人1)，中谷俊彦2)，早勢欣和3) ，金山恵美4) ，山谷尚弘5) ，向瀬紀一郎6)

Naoto Sekiguchi, Toshihiko Nakatani, Yoshikazu Hayase, Emi Kanayama, Naohiro Yamatani, and Ki-ichiro Mukose 
1) 富山高等専門学校 練習船・若潮丸（〒933-0293 富山県射水市海老江練合 1-2, sekiguchi@nc-toyama.ac.jp）
2) 富山高等専門学校 商船学科      （〒933-0293 富山県射水市海老江練合 1-2, nakatani@nc-toyama.ac.jp）
3) 富山高等専門学校 電子情報工学科（〒933-0293 富山県射水市海老江練合 1-2, hayase@nc-toyama.ac.jp）
4) 富山高等専門学校 練習船・若潮丸（〒933-0293 富山県射水市海老江練合 1-2, ekana@nc-toyama.ac.jp）
5) 富山高等専門学校 練習船・若潮丸（〒933-0293 富山県射水市海老江練合 1-2, yamatani@nc-toyama.ac.jp）
6) 富山高等専門学校 商船学科      （〒933-0293 富山県射水市海老江練合 1-2, mukose@nc-toyama.ac.jp） 

Toyama National College of Technology has Department of Maritime Technology. we report on some 
special experiments/exercises of this department, which have taken measures against COVID-19 
infection. 
Key Words: Ship training, , COVID-19 

1．はじめに

全国５つの高等専門学校には商船学科が設置されてい

る。商船学科は国土交通省の定める船舶職員(士官)養成

施設でもあるため、教員組織、設備、教育内容等の基準

が定められている。また、その基準を満たしているかの

査察が、数年に一度、国土交通省の試験官の方達によっ

て実施される。今年は、３月頃から富山高等専門学校(本
校)でも新型コロナへの対応をとることになり、新年度４

月からは商船学科の実習形態も大きく変えざるを得なく

なった。中でも乗船実習等の特殊な実習については前例

の無い取り組みが必要となった。

未だ感染症も終息せず、新しい実習形態も試行段階で

はあるが、その取り組み状況について、以下に報告する。

２．遠隔授業による乗船実習 

２．１ シミュレータ等の活用

商船学科では各種のシミュレータも設置が義務付け

られている。図１は学校に設置されているシミュレータ

とカメラを使って実習を行っているシーンである。遠隔

による双方向授業によって、例えば学生が自宅から操舵

号令をかけ、それに基づいてシミュレータを操船し、そ

してその船体の動きをカメラで配信することで、実習効

果を高める工夫をした。

図１ シミュレータによる遠隔授業

２．２ VR 技術の活用 
商船学科にはVR技術を専門とする教員がおり、この技

術を遠隔・乗船実習でも活用した。

図２は、VRによる船内見学のシーンである。設定され

た画面上のポインターをクリックすれば、順次、次の場

所に「歩いて進んで行く」ことができる。

図 2 バーチャルツアーによる遠隔授業 
 また、ある実習シーンをいろいろな視線やそれを組み

合わせて眺められるようにもしている。これを使えば、

ウィング(船橋から外に張り出している部分で、船長が出

入港時に操船指揮を執る場所)の船長の動き・号令とその

号令を受けて船橋内の乗組員の動きを同時に観察するこ

とができる。

３．さいごに 

本校では６月８日より対面授業を再開した。もちろん

臨海実習場地区での実習も再開している。コロナ対策を

したうえでの実習ではあるが、いわゆる３密対策、特に

船内での対策は未知の領域と言わざるを得ず、恐る恐る

試行している段階である。学生の安全を第一に実習効果

を高めたいと考えている。
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リモートを前提とした 
サーバサイトプログラミング講座の環境構築 

 

CONSTRUCTION OF THE ENVIRONMENT FOR THE REMOTE SERVER-SIDE PROGRAMMING CLASS  
 

日置慎治 

Shinji Hioki 

工学 帝塚山大学 経済経営学部（〒631-8501  奈良市帝塚山 7-1-1, hioki@tezukayama-u.ac.jp） 

 

Server-side programming becomes a key issue in the internet days. We usually build servers in the 

classroom: install the server OS (e.g. Linux), install the web server software (e.g. Apache), and then 

make a server-side software using the server programming language (e.g. PHP). Unfortunately under the 

COVID-19 circumstances, we can not build servers in our classroom. Instead we use the internet server 

which is provided by the ISP. In this case, we must change the educational style. In this article, we will 

present how we construct the environment for the remote server-side programming class. We hope this 

article will help people who wants to do same thing in the coming era.  

Key Words: Server-side programming, COVID-19, PHP, Linux, Apache 

 

 

1．はじめに 

サーバサイドプログラミング、このキーワードはクラ

イアント・サーバ全盛のこの時代の必須のスキルである

といえよう。筆者は大学において長年にわたり、授業や

ゼミで学生にプログラミングを教えてきたが、特にイン

ターネットを前提としたサーバサイドプログラミングに

力を入れてきた。加えて、最近はこれまでの経験を活か

し、高校生以下の若者にも同様のスキルを与えるべく、

各種講座を開いている。 

若者にプログラミングといえば学校の授業以外にもこ

れまで様々な取り組みが各所で行われてきた。今年41回

目を迎える「U22プログラミングコンテスト1)」や31回目

を迎える、我々にはおなじみの「高専プロコン2)」など

は歴史もありかつ知名度も高い。また、スパコンがらみ

では1995年から開催され今年26回目を迎える「SuperCon: 

Programming Contest for High School Students3)」がよく知

られている。その１年後の1996年から「(中学・)高校生

が挑戦するスーパーコンピューティング4)」を筆者らが

数年間実施した(ことは残念ながらあまり知られていな

い)。 

これらは主にクライアントサイドのプログラミングで

ある。Web全盛時代の現代においては、サーバサイドの

プログラミングの考え方およびプログラミングスキルを

身に着けることも重要であると考えられる。 

そこで筆者は昨年度から帝塚山中高と連携して「サー

バサイドプログラミング講座」を始めることにした。昨

年度は 

１） サーバサイドプログラミング概説 

２） サーバOS( Linux: CentOS )のインストール 

３） Webサーバ( Apache )の設定 

４） サーバサイドプログラミング 

  「PHPによる時刻表検索」 

のスケジュールで実施した。 

今年度も同じような内容で開催のつもりであったが新

型コロナウイルス感染症の影響で対面での実施が難しく

なり、遠隔での実施に変更した。 

この稿では、通常の対面講座で行っていた上記１）か

ら４）のステップごとに、遠隔実施（リモート）におい

てどのように実現したのかについて説明する。特に４）

については詳しく述べたい。 

 

２．リモートでのサーバサイドプログラミング 

２．１ サーバサイドプログラミング概説 

帝塚山中高において参加者を募集し、参加者にはメー

ルにて、Ａ）Zoom会議ID, B) 講座用WebサイトURLを送

った。サーバサイドプログラミングの概説はA)のZoom

画面を通して説明しつつ、実習するべき内容を基本的に

は順にB)のサイトに記載してある旨を周知した。 

対面授業においては、参加者のPC環境は同一であるが、

リモートではまちまちである。WindowsのOSのバージョ

ンも違えば、MacOSもあった。（さすがにそれ以外はな

かったが）  

ApacheサーバにおいてPHPプログラムは標準で.phpの

拡張子をつけることになっているが、Windowsにおいて

拡張子を表示する設定になっているかどうかを注意しな

がら進める必要がある。参加者はそもそもそのあたりの

知識がない生徒がほとんどであったため、言葉では説明

しづらく、対面のように参加者の画面を見ながら直接説
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明することも難しいため、B)のサイトに注意事項をあら

かじめ記載しておくことが重要であると認識した。講座

の途中でも新しい事項を追加することで、同じ説明を何

度もする必要が軽減された。 

同様に文字コードをUTF-8にする作業においても、環

境の違いを認識した。 

講座の早い段階で参加者の環境を確認しておくことが

リモートでの実施における最大のポイントであると思う。 

２．２ サーバ OS のインストール、Web サーバ設定 

今回はISP（具体的にはさくらのレンタルサーバ5)）の

サーバを使うためインストールは不要で、この実習体験

はできない。Webサーバも同様である。 

参加者の自宅PCにインストールして体験してもらう

こともできるが、どんなことが起きるかわからずリスキ

ーなため今回は実行する勇気がなかった。 

クラウド上でのサーバインストールの実習体験につい

ては今後検討したい。 

最も頭を悩ませたのが参加者毎のファイル転送である。

プログラムをサーバ上で直接入力・編集するという方法

もあるが、昨年も今年も、クライアントPCで作成し、サ

ーバ側にFTPを使って転送するという方法を採用するこ

とにした。 

対面でサーバ構築を行った場合は、その際にサーバ上

に作成したユーザでクライアントPCからサーバにFTPを

使ってファイルを転送すればよい。 

参加者ごとにISPのユーザを割り当てることができれ

ば簡単であるが今回のユーザIDは１つだけのため、それ

ができない。 

そこでサーバ上にファイル転送アプリ（図１）を準備

し、ユーザごとにサブフォルダを割り当て、サブフォル

ダ毎にパスワードを設定することにした。 

 

図１ ファイル転送アプリ 

 

これにより、疑似的にマルチユーザ環境を実現したこ

とになる。 

参加者は自分に割り当てられたサブフォルダを指定し、

割り振られたパスワードでサブフォルダにアクセスする。

ファイル転送やファイル一覧、ファイル削除、ブラウザ

によるファイル閲覧などを行うことができる。 

（サーバ上のファイルをブラウザから直接作成・編集

できる機能も緊急避難的には準備している。） 

２．３ サーバサイドプログラミング 

今回はまず、「アクセスカウンタの作成」を通じて、

サーバ上のファイルI/Oについての基礎を理解し、次に

「掲示板の作成」を通じて、Webからの入力の読み取り、

ファイルへの書き込み、ファイルからの読み込み、成形

したHTML出力を体験した。 

遭遇したトラブルは、.phpの拡張子のミスと文字化け

であった。どちらも想定内ではあったが、Zoomでの個別

指導のやりづらさ、参加者の実際の作業が見えない状況

などリモート特有の問題点がうかびあがった。 

 

６．まとめ 

この経験をいかし、リモートでの講習会を充実させて

いく予定である。コロナに起因する様々な問題を解決！ 

参考文献 

1) 「U22プログラミングコンテスト」 

 https://u22procon.com/ 

2) 「高専プロコン」 http://www.procon.gr.jp/ 
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ちなみに第1回優勝校は「六甲」、翌年は「灘」、翌々

年は「麻布」と続く。 

4) 「中学・高校生が挑戦するスーパーコンピューティン
グ」 

 https://fukuyama.hiroshima-u.ac.jp/super/insamz.html 

「高校生が挑戦するスーパーコンピューティング」 

 http://insam.sci.hiroshima-u.ac.jp/highschool/index.html 

 当時の募集ポスター 

5) 「さくらのレンタルサーバ」 

 https://www.sakura.ne.jp/ 
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様々な”酔い体験”に基づく SSQ による自己評価と分析 

SELF-EVALUATION AND ANALYSIS BY SSQ BASED  
ON VARIOUS "DRUNKEN EXPERIENCES" 

 
對馬広大1) 

Tsushima Kodai 
1)荏原製作所 データ科学研究課（〒251-8502  神奈川県藤沢市本藤沢 4-2-1， tsushima．kodai@ebara．com） 

 
There are various causes of agitation sickness. I drunk with various drunken experiences.  As a next 
step, I self-evaluated the intensity of the intoxication on the SSQ and compared it with our own 
impressions．The equal variance of the results was verified by the SSQ test, and it was suggested that the 

measurement of sickness by SSQ could evaluate the intensity of sickness regardless of the cause of 
sickness．Assuming that the previous day's sleep time, overtime work time, and sleep time were the 

factors that affected SSQ scores, multiple regression analysis was used to test the hypothesis, but the 
possibility that these factors influenced the SSQ scores was not obtained． 
Key Words: VR sickness， Simulator Sickness Questionnaire 

１．はじめに 

VR酔いの具体的な症状は，悪心，頭痛，めまい等，一

般的な乗り物酔いの症状と類似している1）．これらの症

状が発生している状態で労働者が業務に従事し，労働災

害が発生した場合，使用者はその責を問われる可能性が

ある．労働者は，自身の意思に関わらず，VR酔いの状態

で業務に従事する可能性があるため，使用者は労働災害

リスクを警戒し，VR酔いを客観的に評価できない場合，

VRの活用を回避することが予測される．つまり，VR酔

いを検知することによって労働災害発生を抑止できなけ

れば，VRの産業応用は広まらない．したがって，VR酔

いの検知は，VRの産業応用にとって解決すべき重要な課

題である．そのために，VR酔いの状態を主観的評価に寄

らず客観的に評価する評価指標が必要である．本研究で

は手始めとして，さまざまなVR酔いを実際に体験して，

既存の酔い ( 動揺病 ) の主観的な評価指標である

SSQ(Simulator Sickness Questionnaire)2）のスコアを取得し，

その妥当性を検証してみた． 
 

２．実験内容 
20代男性1名を対象に，次の5種類の酔いを体験しても

らった．(1) バットの末端の片方を額に当て，もう片方

の末端を地面につけた状態でバットを中心に回転行動を

行う行動(以下，グルグルバットと呼称する)を45秒間行

う．(2) 自動車中での読書を45分間行い，車酔いを起こ

す(以下，車酔いと呼称する)．(3) 産業用VRソフトを用

いてVR空間内をHMD(Head Mount Display)を着用した状

態で20分間移動し続ける(以下，HMDと呼称する)．(4) VR
装置『CAVE3』』でVR空間内に没入し，投影した3Dモデ

ルを高速で移動させた状態で10分間見続ける(以下，

CAVEと呼称する)．(5) 3Dレースゲームの動画を1時間見

続ける(以下，3D映像と呼称する)．これら５種類の体験

を表１に示すスケジュールで6日間にわたり実施し，それ

ぞれ直後にSSQの評価を行い，悪心・眼精疲労・失見当

識の3要素のスコアを算出した． 
 

表1．実験曜日及び実験内容 

曜日 日 月 火 水 金 土

内容
ｸﾞﾙｸﾞﾙ
ﾊﾞｯﾄ

HMD CAVE ｸﾞﾙｸﾞﾙ
ﾊﾞｯﾄ

車酔い3D映像

 
 

表2．SSQの評価指標および構成要素 

オリジナル 和訳 構成要素

Fatigue 疲労感がある 眼精疲労

Headache 頭痛がする 眼精疲労

Eyestrain 目が疲れている 眼精疲労

Increased
Salivation 唾液が増えている

悪心・

眼精疲労

Seating 発汗している 悪心

Nausea 吐き気がする
悪心・

失見当識

Difficulty
Concentrating 集中できない

悪心・

眼精疲労

Fullness of
Head 頭が重い 失見当識

Dizzy(Eyes
Open)

開眼状態でフラッ

とするめまい
失見当識

Dizzy(Eyes
Closed)

閉眼状態でフラッ

とするめまい
失見当識

Stomach
Awareness 胃の存在感がある 悪心

Burping げっぷが出る 悪心

Vertigo 失見当識

一般的な

不快感がある

回転性の

めまいがある

眼精疲労・

失見当識

眼精疲労・

失見当識

General
Discomfort

悪心・

眼精疲労

Difficulty
Focusting

目の焦点がぼける

Blurred
Vision

目がかすむ
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３．SSQとは 

SSQ(Simulator Sickness Questionnaire)は，酔い(動揺病)
の主観的評価手法のうちの一つである．被験者は，表２

で提示したような悪心・眼精疲労・失見当識の3要素の内

1つまたは2つの要素に関係する16の症状に対する評価項

目に対して，被験者が0(症状が無い)，1(少しある)，2(中
程度にある)，3(大いにある)の4段階で評価する．悪心・

眼精疲労・失見当識のスコアは，各要素の7つの症状のス

コアの和に各要素別に定められた重みを掛けて算出する．

例えば悪心のスコアは，一般的な不快感がある，唾液が

増えている，発汗している，吐き気がする，集中できな

い，胃の存在感がある，げっぷが出るの7つの症状のスコ

アを足し合わせ，悪心の重みである9.54を掛けると算出

できる．眼精疲労の重みは7.58，失見当識の重みは13.92
である．また，総合スコアは悪心・眼精疲労・失見当識

の3要素の7症状のスコアをそれぞれ足し合わせ重み3.74
を掛けると得ることが出来る． 

 
４.実験結果と分析  

表１の実験内容に基づき酔った状態で，SSQの評価を

行い，計算式に基づいて計算した悪心・眼精疲労・失見

当識のそれぞれのスコアと総合スコアを表3に示す．また，

それぞれの酔い方を体験した感想を表4に示す． 
 

表3．それぞれの酔い体験に対するSSQのスコア 

HMD CAVE 3D映像
ｸﾞﾙｸﾞﾙ
ﾊﾞｯﾄ①

車酔い
ｸﾞﾙｸﾞﾙ
ﾊﾞｯﾄ②

悪心 76.32 76.32 19.08 124.02 124.02 152.64
眼精疲労 75.80 75.80 68.22 68.22 37.90 90.96
失見当識 69.60 111.36 55.68 208.80 69.60 222.72

総合スコア 86.02 97.24 56.10 138.38 86.02 164.56  
 

表4.それぞれの酔い体験における体験感のまとめ 
HMD CAVE 3D映像 ｸﾞﾙｸﾞﾙﾊﾞｯﾄ 車酔い

回復までの時間 短 短 中 最長 最短
悪心感 弱 最弱 中 最強 強

眼精疲労感 中 中 強 最弱 弱

弱 弱 中 最強 強
(酔いに対する

納得)
(酔いに対する

納得)
(途中でやめて

おけば)
(二度と

やりたくない)
(なぜ読書

したんだろう)

中 弱弱

精神的ダメージ

失見当識感
(現実認知の歪み) 中 強

 
 

SSQの総合スコアが最も高いグルグルバットは，表４

の体験感でも回復までの時間を要し，悪心感と精神的ダ

メージも最強で，SSQの総合スコアと体験感が一致して

いる．一方，最も総合スコアが低い3D映像は，体験感で

は他と比較して酔いが弱いわけではなく，SSQの総合ス

コアと酔いの体験感は一致しない． 
グルグルバット②の総合スコアは164.56，3D映像の総

合スコアは56.10，その差は108.46，比率で3倍程度異な

る．同じ酔った状態であっても，SSQの総合スコアの差

は大きく，SSQが酔いの原因に関わらず，酔いの度合い

を測ることが可能か否かの疑問が生じる．そこで，表３

の総合スコアを2群に分け，ExcelのF検定を用いて等分散

性の検証を実施した．本来，F検定はn=60程度から適用

することが望ましい4)が，本研究ではn=6で分析を行った．

SSQは酔いの原因に寄らずに酔いの度合いを測る指標で

あるため，SSQで考慮していない要素で群分けしても分

散に差は出ないだろうという考えから，表４の精神的ダ

メージが強い群(グルグルバット①，グルグルバット②，

車酔い)と強く無い群(HMD，CAVE，3D映像群)の2群に

分けた．帰無仮説(H0)として2群間の分散に差がないと仮

定し，対立仮説(H1)として2群間の分散に差があると仮定

した．分析結果を表５に示す． 
 

表5．F検定による等分散性の検証結果 

変数 1 変数 2
平均 129.653 79.787
分散 1599.249 452.266
観測数 3 3
自由度 2 2
観測された分散比 3.536
P(F<=f) 片側 0.220
F 境界値 片側 19

 

 
有意水準を95％水準とした場合，p=0.22＞0.05となり，

H0を棄却することが出来ない．すなわち，本実験結果に

おいて，2群間の分散に差はあると結論付けることはでき

ない．このことから，SSQによる酔いの評価は，酔った

原因が異なっていても酔いの強さを評価できるというこ

とが確認できた． 
SSQの総合スコアと体験感の差は，SSQがそれぞれの

実験終了直後の症状を記録したものであるため，実験後

の回復までの時間や，精神的なダメージが記録されてい

ないことが挙げられる． 
次に，体のコンディションが酔いに与える影響を分析

した．表６は，表３のSSQの総合スコアに加え，実験前

日の睡眠時間，残業時間，運動時間を付加したものある． 
 

表6．SSQの総合スコアに対する付加情報一覧 

HMD CAVE 3D映像
ｸﾞﾙｸﾞﾙ
ﾊﾞｯﾄ①

車酔い
ｸﾞﾙｸﾞﾙ
ﾊﾞｯﾄ②

総合スコア 86.02 97.24 56.10 138.38 86.02 164.56
前日睡眠時間(h) 5.5 6 6.5 8 5.5 12
前日残業時間(h) 0.0 4.0 6.0 1.5 2.5 0.0
前日運動時間(h) 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0  

 
 酔いは被験者の肉体的・精神的な疲労度が高ければ高

いほど悪化するという仮説を立て，肉体的・精神的な疲

労度を軽減する前日の睡眠時間が多ければ多いほどSSQ
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の総合スコアは減少し，精神的な疲労度を増加させる前

日の残業時間及び肉体的な疲労度を増加させる運動時間

が多ければ多いほどSSQのスコアは増加すると考えられ

る．これらを検証するためExcelで重回帰分析を実施した．

回帰統計を表７に，分析結果を表８に示す． 
 

表7．重回帰分析の回帰統計 

      

回帰統計
重相関 R 0.918
重決定 R2 0.842
補正 R2 0.605
標準誤差 24.861
観測数 6

 
 

表8．重回帰分析の分析結果 

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 37.737 90.258 0.418 0.716 -350.611 426.085
前日睡眠時間 11.504 15.224 0.756 0.529 -54.001 77.008
前日残業時間 -6.553 5.388 -1.216 0.348 -29.737 16.631
前日運動時間 -0.847 16.746 -0.051 0.964 -72.899 71.204  

 
表７の回帰統計の重決定R2は0.842で，これはモデルと

して良好であることを示す．一方，表８の前日睡眠時間

の係数が正，前日残業時間の係数は負，前日運動時間の

係数の絶対値は1未満であり，いずれも仮説とは異なる結

果を示す．  
これらの結果は，特にスコアの大きかったグルグルバ

ット②(総合スコア164.56)を実施した前日が土曜日で，睡

眠時間を多く確保でき，残業が無く，長時間の運動を行

ったことが大きく影響した可能性が考えられる．そこで，

日曜日のグルグルバット②を除外して重回帰分析を行っ

た結果を表９，表１０に示す． 
 
表9.ｸﾞﾙｸﾞﾙﾊﾞｯﾄ②を除いた重回帰分析の回帰統計 

     

回帰統計
重相関 R 0.973
重決定 R2 0.947
補正 R2 0.787
標準誤差 13.731
観測数 5

 
 
 

表10.ｸﾞﾙｸﾞﾙﾊﾞｯﾄ②を除いた重回帰分析の分析結果 
係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%

切片 39.545 49.857 0.793 0.573 -593.951 673.042
前日睡眠時間 9.740 8.442 1.154 0.455 -97.524 117.004
前日残業時間 -7.170 2.988 -2.400 0.251 -45.131 30.791
前日運動時間 29.802 15.957 1.868 0.313 -172.950 232.554  
 
重決定R2が表７の結果から上昇し0.949になったが，こ

れはnを減らしたことだけではなく，説明変数のいずれか

に多重共線性が発生している可能性も考えられる．また，

説明変数においては前日運動時間の係数は仮説通り正と

なったが，前日睡眠時間，前日残業時間の係数は変わら

なかったため，スコアの大きかったグルグルバット②を

除いて分析を実施しても，SSQのスコアに影響を与える

要素は前日睡眠時間・前日残業時間・前日運動時間であ

るという示唆を得ることはできなかった．実体験と比較

しても，酔いの強さは前日に何を行ったかではなく，当

日何を行ったかの影響が強く影響していたため，SSQの

スコアに影響を与える要素を分析する場合は，同一の実

験内容で比較する必要があると考える． 
 
６．まとめ 

様々な酔い体験に対し，SSQによる酔いの評価と，そ

の結果に対する分析を実施した．SSQは酔いの原因が異

なっても酔いの強さを評価することが出来ることが確認

できた．また，前日の睡眠時間，残業時間，運動時間が

翌日のSSQスコアに影響を与えているという示唆を得る

ことはできなかった．今後はデータ数を増やし今回の実

験結果を補強すると共に，主観的評価に寄らずにVR酔い

を検知する手法を検討し，使用者が安全にVRを産業で利

用するための下地を整えたい． 
 

謝辞：熱心にご指導いただきました東京都市大学宮地英

生教授に厚く御礼申し上げます． 
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We have start to research human skill development in eSports. As the first of the research, I investigated 
the relationship between computer performance and human reaction time. Using a simple game, I 
examined the SRT(simple reaction time) while changing the computer settings and found that SRT on a 
240Hz display could be faster than SRT on a 60Hz display. It was also found that SRT on a machine 
with high CPU/GPU performance is faster than SRT on a machine with low performance. This paper 
introduces the measurement results and mentions the cause of the difference. 
Key Words: eSports, Simple reaction time, Human skill, computer game 

 
 

1．はじめに 

eスポーツ(エレクトリック・スポーツ)が世界的に人気

となっている[1]。e-Sports は、戦略や“読み”が重視さ

れる将棋や囲碁に近いカードゲームから反射神経を要す

る格闘ゲームなど幅広いジャンルのゲームを含む対戦ゲ

ームの総称である。eスポーツが人に与える良い影響と悪

い影響に関する議論はあるが[2]、特に日本ではeスポー

ツは遊びと考えられる傾向が強く、「勉強の妨げになる」、

「健康に良くない」といった声が多い。しかし、オンラ

インで、地域、年齢や体力の違いを超えて参加できるe
スポーツは、人材育成や国民の健康に貢献する国民的ス

ポーツとなる要素を持っている。そこで、我々は、eスポ

ーツで高められるスキルを明らかにするプロジェクトを

スタートした。人のスキルを計測するためには、まず、

コンピュータシステムの性能がゲームに与える影響を算

定する必要がある。その手始めとして、本研究ではモニ

ターのリフレッシュレートやCPU速度が人の反応速度に

与える影響を計測した。 
 

２．関連研究 

一般的にゲームの熟練者はモニターへの表示に対する

反応時間が速くなることが想定できるが、その計測時に

はコンピュータの性能が反応速度に与える影響を同一に

しなければならない。コンピュータ性能とゲームの勝敗

との関係を示す研究論文は無いが、それを示す動画はイ

ンターネット上にいくつか報告さている。NVIDEA社が

作成したYoutubeの動画[3]では、GPUの性能とディスプ

レイのリフレッシュレートが高いものと低いもので表示

の違いを比較している。性能の高いマシンでは、低いマ

シンより早く敵の動きが表示され、スクリーンティアリ

ング（Tearing）やゴースト(Ghosting)といった画面の乱れ

も発生しない。同じくNVIDEA社が公開しているYoutube
動画[4]では、実際にゲームを行ったときに性能の高いマ

シンではプレイヤーがイメージ通りに操作できるが、低

いマシンでは思い通りに操作できない様子が示されてい

る。しかし、これらは製品のプロモーションが目的であ

り、正確なシステムスペックが示されていない。そこで、

我々はUnityを用いて単純なゲームを開発し、それを用い

てマシン性能、ディスプレイ性能と人の反応速度の関係

を計測した。 
 

表１ ハードウエアスペック一覧 

標準ダイナミックレンジ（SDR)

Interl® Core™ i7-9750H CPU @2.60GHz  2.60GHz

RGB
8bit
240Hz
1920x1080

OS

LQ156M1JW03

MSI

Windows

プロセッサ

RAM
グラフィックス

Windows 10 Home　Edition Version 1909

デバイス名

Intel  UHD Graphics630
16.0 GB

ディスプレイ
解像度

リフレッシュレート

ビット深度

色の形式

色空間

 
３．試験環境 

３．１ ハードウエア 
試験に利用したハードウエアスペックを表１に示す。 
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ラップトップのマシンだが、Intelのグラフィックス630
をチップに内蔵したCPUを搭載しており、ディスプレイ

が240Hzのリフレッシュレートで動作する。リフレッシ

ュレートは設定により240Hzまたは60Hzが選択できる。 
 

３．２ ソフトウエア 
ソフトウエアはゲームエンジンUntiiy(ver.2019.4.711)

上で、図１に示す「ダブルドア」と呼ばれる簡単なゲー

ムを開発した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ ゲーム「ダブルドア」の画面 
 
このゲームでは白い窓を右から左に黒い丸が横切る。

プレイヤーは黒丸を見つけたらマウスの左ボタンを押す。

黒丸の出るタイミングは、プレイヤーが“A”キーを押し

た後、乱数で制御されたタイミング（0～3秒程度）で表

示される。これは開いたドアを横切る敵を射撃するシー

ンを模擬したものだが、ここでは銃の照準を合わせる必

要はない。黒い丸を見つけたら左ボタンを押すという単

純反応時間(Simple Reaction Time)[5]を計測する。 
この一連の動きを図２に示す。プレイヤーがスタート

のトリガとなる”A”キーを押すと、ソフトウエアはその

イベントを獲得し黒丸を表示する準備モードに入る。ソ

フトウエアはループ毎に乱数を生成し、それが規定値と

一致すると表示を開始する。黒丸が表示されたシーンは

GPUでレンダリングされ、レンダリング結果の画像がフ

レームバッファに書き込まれる。ディスプレイは、フレ

ームバッファのビデオメモリを監視しており一定のリフ

レッシュレートで画像を書き換える。人は画面に表示さ

れた黒丸を認知、認識し、マウスボタンを押す操作をす

る。そのボタンダウンのイベントをソフトウエアが獲得

したとき計測は終了する。この一連の時間が計測される

反応時間である。 
ここには３つの可変な時間を含む。ソフトウエアの処

理速度（図２のゲームのサイクル）は240FPS（秒240回
ループが回る）、120FPS、60FPS、30FPSの4種類の設定

ができる。これはUnityのApplication.targetFrameRateの値

を設定する。これはUnityのソフトウエア処理速度の目標

値であり、実際に処理が間に合わない場合は、その速度

では動作できない。しかし、このソフトウエア処理は極

めて負荷が軽く240FPSの設定では、ほぼ秒240回ループ

回る。 
 最後に表示時間である。これはディスプレイのリフ

レッシュレートで決まる。最後に人間の反応時間である。

これは人に依存し、また、同じ人でも反応時間は毎回異

なる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 計測時間の詳細 
 
４．試験結果と考察 

試験は、50歳代の男性1名により計測した。 
４．１ ディスプレイのリフレッシュレートと反応時間 

 ディスプレイのリフレッシュレートが240Hz（青色）

と60Hz（橙色）による反応時間を図３に示す。計測は、

それぞれ50～70回行い、計測時間を短い順にソートして、

その順位をグラフの横軸に割当てている。縦軸は反応時

間[sec]である。 
 黒丸の大きさが反応時間に関係する可能性を考え、ゲ

ームのウインドウをフルスクリーンで表示したときと、

縦横を約半分にした場合を240Hz, 60Hzで計測した。グラ

フ の 凡 例 で は 、 そ れ ぞ れ 240Hz(small)( 黄 色 ) と
60Hz(small)(灰色)で示している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図３ リフレッシュレートの違いによる反応時間 
 
左端の最も速いとき200msecより短い時間で反応して

いるが、これは人間の光刺激の反応時間を超えており、

予測によるマウスクリックが行われたと思われる。反応

© PSE研究会 - 15 - 第23回 PSEワークショップ 論文集



時間は毎回異なり50msec程度の幅を持つが、著しく反応

時間が長いものは見落としや操作ミスが発生したと考え

られる。反応時間には幅があるので240Hzよりも60Hzに
おける反応時間が短い場合もあるが、図３のようにソー

トした場合、240Hzのディスプレイを用いた方が60Hzよ
りも速く反応できることが分かる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ リフレッシュレートの違いによる表示遅れ 
 
図４は、リフレッシュレートが遅いときに発生する表

示遅れを示している。ここではソフトウエアが240FPS以
上でシーンを更新してレンダリングすると仮定している。

240Hｚのディスプレイでは、毎時刻車の位置は更新され

るが、60Hzでは4回に1回しか更新されない。今回開発し

たソフトウエアでは、黒丸が右側から出てくるが最大

3/240sec表示が遅れる可能性があることになる。 
一方、ウインドウサイズに関しては240Hzではウイン

ドウが小さい場合に速く、60Hzでは小さい場合が遅くな

っている。ウインドウサイズと反応速度の関係は不明で

ある。 
 

４．２ ソフトウエアの処理速度と反応時間 

次にソフトウエアの処理速度と反応時間の関係を図５

に示す。ソフトウエアの処理速度を240, 120, 60, 30FPSの
4種類に設定し40～80回程度の反応時間を計測し、図３同

様に反応時間をソートした順位を横軸に割当て、縦軸に

反応時間[sec]を割り当てている。ディスプレイのリフレ

ッシュレートは240Hzに設定している。 
ソフトウエアの処理速度が遅いとマウスが押されたイ

ベントを処理する時間が遅くなる。30FPSでは33msecに1
回イベント処理が行われる。図５の黄色や灰色のグラフ

が階段状になるのは、そのためである。30FPSでは0.03、
60Hzでは0.02程度の段差ができる。 

 図５から、240FPSと120FPSでは一部でグラフが交差

しえいるが、おおよそソフトウエアの処理速度が遅いと

反応時間も遅くなることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図５ ソフトウエアの速度と反応時間 

 
 最後に、この遅れの妥当性を検討する。第3章に記述し

たように反応時間は、ソフトウエアの処理時間、ディス

プレイの表示時間、人間の反応時間を含む。この計測で

はディスプレイの表示速度は240Hzで一定である。図５

のグラフから横軸の10～20の領域で人間が安定した反応

を示していると仮定すると、FPSによる反応時間の差は

ソフトウエアの処理遅れから生じる時間になるはずであ

る。そこで、それぞれ10～20位の平均時間を計算し、

240FPSとの時間差を求めたものを図６に示す。 
 図６の青線（一番上）は、抽出した10～20位の平均反

応時間である。縦軸は右側[msec]である。灰色のグラフ

は、それぞれの平均反応時間から240FPSの平均反応時間

を引いた時間である。縦軸は左側[msec]である。240FPS
で は 差 が 0msec 、 120FPS で 5msec 程 度 、 60FPS で

32msec,30FPSで72msec程度、反応時間が長い。これより、

同じ人間同じ反応速度でゲームを行ったとしても

CPU/GPUの性能が悪いコンピュータを用いた場合、それ

に応じて反応時間が長くなることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図６ 240FPSと比較した時の遅延と反応時間 
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 図２、図５から、イベント処理はタイミングによって

待ち時間が生じ、平均1.5サイクルの遅延が生じると考え

られる。コンピュータ性能が240FPSでは、1サイクルが

4msec、30FPSでは33msec要するので、ここで44msec程度

処理遅れが生じる、図６の橙色は、その論理遅延を表す。 
 実際に計測された遅延（灰色）は、論理的な遅延よ

り大きくなっている。なぜ、論理値より遅くなるのかは

わからないが、少なくとも有り得ない遅れではない。 
 
５．まとめ 

eスポーツにコンピュータ性能が影響するかの調査を

行った。簡単なゲームソフトウエアを開発して、ディス

プレイのリフレッシュレートとソフトウエアの処理速度

と反応速度の関係を計測した。240Hzと60Hzのリフレッ

シュレートでゲームを行ったとき、240Hzの方が60Hzよ
りも早く反応できることが示された。 

ソフトウエアの処理速度を変更したときも、処理が遅

いほど反応時間が遅くなることが分かった。これはイベ

ント処理の遅れを含む避けられない遅延であり、ゲーム

を行うときに処理速度の速いコンピュータが有利である

ことが示された。 
今後は対戦型のゲームを使って、コンピュータ性能の

差がeスポーツの勝敗にどの程度影響するかを調べると

もに、eスポーツを練習することで高められる人間のスキ

ルについて調べる予定である。 
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自律的非同期連携処理の数理モデルに基づく
逐次処理によるシミュレーション手法の検討

EXAMINATION OF SIMULATION METHOD BY SEQUENTIAL PROCESSING BASED ON
A MATHEMATICAL MODEL FOR ASYNCHRONOUS AUTONOMOUS COOPERATION

早勢欣和
HAYASE Yoshikazu

修 (工)富山高等専門学校（〒 933-0293富山県射水市海老江練合 1-2, E-mail: hayase@nc-toyama.ac.jp)

An asynchronous autonomous cooperation environment can build with primitive web technologies. How-
ever, a system based on asynchronous autonomous cooperation is only available to a limited number of
people because it requires a lot of computers, and message management in it is difficult. Therefore, in the
proposed method, sequential processing based on the mathematical model for asynchronous autonomous
cooperation stimulates its behavior.
Key Words : Problem solving environment, Asynchronous cooperation, Distributed processing

1. はじめに
定常解が存在しない，一意に最適解を求めることが
できないといった問題には，最適解の候補を求めること
で解決することが必要になる．この一つの手法として，
自律的非同期連携処理環境による問題解決 [1,2,3,4,5]が
ある．この環境は，プリミティブなWeb環境でも構築
できるが，連携処理のために送受信するメッセージの
管理が必要であるなどする．このため，これまで問題
解決環境のためのミドルウェアWAPSEの開発を行って
きた．しかし，ネットワーク接続された複数台のコン
ピュータによる構成となるなど，誰しもが利用できる
ものとは言い難い．そこで，1台のコンピュータでも自
律的非同期連携処理による問題解決と同様に振る舞う
シミュレーションを，数理モデルに基づいた逐次処理
によって行うことを検討する．

2. 自律的非同期連携システム
自律的非同期連携 (AAC)システムは，ネットワークに

接続された複数のコンピュータに配置されるオブジェク
ト同士が，自律的に連携処理して問題解決を行う．AAC
システム構築のために開発したミドルウェアWAPSEは，
デプロイ，初期化，可視化などの基本機能に加え，連携
処理におけるメッセージ管理の仕組みを提供する．

AACシステムを構成する各オブジェクトは自律的に
活動するので，これらを制御する仕組みがなくても，集
合知としての解の候補を探す能力を有する．もちろん，
各オブジェクトは，それぞれの連携範囲内の問題解決
を行うだけで，システム全体の情報を知る必要はない．
すなわち小さいシステムの集合体としてAACシステム
を構築でき，連携構造の変更も随時行うことも可能で
あるなどの利点がある．
しかし，分散システムである，コンピュータを多く
必要とする，システム全体の状態を把握するには全て
のオブジェクトの状態を収集しなければならないなど，
容易に利用できる環境とは言い難い．

3. 自律的非同期連携処理環境の数理モデル
(1) AACシステム

AACシステムを構成するオブジェクト vの集合を V
とし，式 (1)で表す．

V =
{
v
∣∣∣ v ∈ an AAC system

}
(1)

また，オブジェクト間の連携構造を，二項関係 (vi, v j)
の集合 Aとし，式 (2)で表す．

A ⊆ R =
{(

vi, v j

) ∣∣∣∣ vi ∈ V, v j ∈ V
}

(2)

ここで，二項関係 (vi, v j)は，viから v jへの向きを示す．
これらを用いて，システム全体を D = (V, A)で表す．
なお，本稿では，AACシステムはスケーラビリティ
を有さないとし，各オブジェクトの状態は時間変化す
るが，連携構造は変化しないとする．

(2) AACシステムの状態変化
AACシステムによる問題解決では，各オブジェクト
が問題解決のための処理を自律的に繰り返す．各オブ
ジェクトは，それぞれの処理ステップを持つが，これ
はシステム内部に同期する必要はない．
a) 外部観測状態
システムから独立した外部からの観測ステップを no

として，AACシステムの状態変化を，式 (3)の漸化式
で表す．

Vno+1 = aac (Vno ) (3)

b) 内部観測状態
各オブジェクトがそれぞれの連携範囲内のみを観測
することを，AAC システムにおける内部観測とする．
オブジェクト vi の連携範囲 Vi を式 (4)で表す．

Vi = {vi} ∪
{
v j

∣∣∣∣ (vi, v j

)
∈ A
}

(4)
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各オブジェクトの内部観測ステップはそれぞれ異なる
ので，オブジェクト vi のステップを ni とし，オブジェ
クト vi の状態変化を，式 (5)の漸化式で表す．

vni+1
i = aac

(
Vni

i

)
(5)

(3) オブジェクトの活動制約
a) 活性化

AACシステムでは，各オブジェクトの連携範囲毎に
問題解決の必要性の有無が生じる．オブジェクトは，連
携範囲内に問題解決の必要があるとき活性化するとし，
その必要がない場合は不活性になるとする．ここで，活
性化状態にあるオブジェクトの集合を VH とする．
b) 連結範囲
オブジェクトの多くは複数の連携範囲に属している．
例えば，図-1 に示す連携構造を持つ AACシステムで
は，オブジェクト v21 は，3つの連携範囲 V21,V11,V22

に属する．

V11

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
11111111111111111111111111111111

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
1212121212121212121212121212121212121212

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
13131313131313131313131313131313131313

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
232323232323232323232323232323232323

v
21

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
2222222222222222222222222222222222222222

V21

V22

図–1 複数の連携範囲に属するオブジェクトの例

オブジェクト vi が属する連携範囲の集合を連結範囲
ω (vi)とし，式 (6)で示す．

ω (vi) =
{
V j

∣∣∣vi ∈ V j

}
(6)

c) 制約
AACシステムでは，活性化状態にあるオブジェクト

の集合 VH にある，全てのオブジェクトが一斉に連携処
理活動ができるわけではなく，オブジェクトの活動に
対する制約が必然的に生じる．
オブジェクト vi が能動的に活動するとき，連携範囲

Vi 内のオブジェクトとの連携処理が行われる．このた
めオブジェクト v j ∈ Viは受動的に活動することになり，
が連携範囲 V j のオブジェクトとの連携処理をさらに能
動的に行うことはできない．このように，連結範囲内
で能動的に活動できるオブジェクトは 1つとなる．
活性化しているオブジェクト vi ∈ VH の連結範囲 ω(vi)
において，|VH ∩ω(vi)| = 1であれば， vi は活動できる．
しかし，|VH ∩ ω(vi)| > 1である場合は，連結範囲内に
は他に活性化しているオブジェクトが存在することに
なるため，いずれのオブジェクトが活動することにな
るかは，不確定となる．
d) 活動確率の動的変化

AACシステム内で同時に活動するオブジェクト vi, v j

があるとするとき，連結範囲において，式 (7)の条件が
成立つ必要がある．

ω (vi) ∩ ω
(
v j

)
= ϕ (7)

この条件を満たすのであれば，同時に複数のオブジェ
クトが連携活動を行うことができる．

活性化状態になるオブジェクトの集合 VH は，AAC
システムの状態変化に応じて動的に変化する．さらに，
いずれのオブジェクトが連携活動するかは，VH に属す
るオブジェクトの連結範囲に依存した確率によって決
定される．

すなわち，各オブジェクトが活動する確率は，動的
に変化していくことになる．

4. 逐次処理によるシミュレーション

AAC システムでは，複数のオブジェクトを配置し，
自律的に活動させるだけで，問題解決のための連携処
理が行われる．活性化したオブジェクトが連携活動を
行う際，連結範囲内のオブジェクト間で調整するため
の仕組みはないが，結果として 1つのオブジェクトに
よる連携活動が行われると，必然的に同一連結範囲に
あるオブジェクトの活動が失敗することになる．

逐次処理によりAACシステムをシミュレーションす
るためには，AACシステムでは必然的に決定する連携
活動を行うオブジェクトの決定を，システムの状態に
応じて行う仕組みが必要となる．

(1) 活動するオブジェクトの集合

AACシステムでは，各オブジェクトの内部処理ステッ
プが異なるが，外部観測ステップによって確認できる，
活動するオブジェクトの集合が，見かけ上同時に活動
すると考えることとする．逐次処理においては，各オ
ブジェクトの内部処理ステップが揃うことになるが，外
部観測ステップとして捉えることとする．

ここで，任意の処理ステップにおいて活動するオブ
ジェクトの集合を VA とする．活性化している VH の中
で，同時に活動できるオブジェクトに絞り込みを行う
ことで，AACシステムにおいて必然的に生じる制約に
基づき VA を求める．

まず，全てのオブジェクトの連携範囲状態を調べ，活
性化状態にあるオブジェクトの集合 VH を求める．

VH , ϕである間，以下を繰り返す．

• 疑似乱数を用いて vk ∈ VH を求め， VA に加える
• VH から，ω (vk)を除去する

これにより，逐次処理による一回の処理ステップにおい
て，同時に連携処理を行うオブジェクトの集合 VA ⊆ VH

を得る．

(2) 収束状態と最適解の候補

ある処理ステップにおいて，活性化状態を調べて得
られたオブジェクトの集合 VH が空集合であることは，
システムが収束状態にあることを意味する．この時の
全てのオブジェクトの状態から，最適解の候補を得る
ことができる．

しかし，定常解を持たない問題である場合，収束状
態になることがなく，常にいずれかのオブジェクトが
活性化していて，連携処理が繰り返されることになる．
この場合も，全てのオブジェクトの状態から，最適解
の候補として利用することができる．

© PSE研究会 - 19 - 第23回 PSEワークショップ 論文集



5. 循環リストによる振舞いの検証
線形リストおよび循環リストを連携構造とし，この

中で複数のオブジェクトが活動するといったAACシス
テムを想定する．なお，対象とするAACシステムはス
ケーラビリティを有しないとし，固定された連携構造に
おける，各オブジェクトの活動を検証することとする．

(1) リスト構造
リストを m 行 n列の行列 Aとしリング状に配置し，

連結構造の例として，線形リストの連結構造を青，循
環リストの連結構造を緑で表したものを，図-2に示す．

図–2 リング状に配置したリスト構造

(2) 連携構造
線形リストでは，i < m, j < nである ai, jは ai+1, j, ai, j+1

を，i = m, j < n である ai, j は ai, j+1 を，連携構造とし
てそれぞれの要素に設定する．循環リストでは，線形
リストの連携構造に加えて，i < m, j = nである ai, j は
ai+1,n, ai,1 を，am,n は am,1 を設定する．

(3) オブジェクト
各オブジェクトは，
• 名前
• 固有の数値
• 評価基準

を有しているとする．各オブジェクトは，連携範囲内の
オブジェクトの状態に基づいて行動を決定する際，自
身の評価基準を用いる．
各要素に初期配置するオブジェクトは，乱数あるい
は要素位置情報を基にして初期値を設定する．評価基
準は大小関係，例えば ’≥’ などを設定する．活動する
オブジェクトは，連携範囲内の状態を調べ，自身の基
準による評価で，連携範囲内のオブジェクトとの差が
最大となるものと，位置を入れ替わるものとする．

(4) シミュレーション結果
線形リスト構造とする，100行 100列の配列を用意し
てシミュレーションを行った結果を，図-3に示す．デー
タ状態は，オブジェクトの持つ固有値をRGB:000000～
0000ffに割り当てて可視化している．オブジェクトが
移動していくことで，全てで評価基準を満たす結果に
収束している．活性化状態は，オブジェクトが評価基

準を満たしてしていない場合に活性化するので，これ
を赤 (RGB: ff0000)として可視化したものである．この
例では，処理ステップ 279回目で収束し，全てのオブ
ジェクトで活性化状態にないことがわかる．

図–3 線形リスト構造におけるオブジェクトの活動

同様の初期値として，構造を循環リスト構造として
シミュレーションを行った結果を，図-4に示す．循環
リストであるために，収束する解は存在しないが，中
央に黒に近いオブジェクトが集まり，外周に向けて明
るくなるグラデーションの状態となっていることがわ
かる．

図–4 循環リスト構造におけるオブジェクトの活動

次に，1, 000 個のオブジェクトのうちの 100 個に対
して，評価基準を ’≤’ に変更してシミュレーションを
行った結果を，図-5に示す．線形リストにおける収束
状態では，これらの異なる評価基準を持つオブジェク
トの影響が結果に表れている．循環リストではこの後
も収束することはないが，異なる評価基準を持つオブ
ジェクトの影響で，観測ステップ 300の段階では，周
囲に収束しているグループが存在している．

図–5 異なる評価基準を持つオブジェクトの影響
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6. おわりに
これまでの自律的非同期連携処理による問題解決に

おいては，AACシステムを構築し，外部観測によって
得られる各オブジェクトの状態の集合として結果を確
認していた．しかし，外部観測中も，各オブジェクト
は自律して，それぞれの内部処理ステップで活動し続
けていることから，観測結果は同時刻における状態と
はならない．

AACシステムは，システム全体の状態を観測するこ
とになるが，これとは独立して内部オブジェクトの処
理ステップが進む．このため，外部から観測される状
態から次にどの状態に遷移するかを確定するためには，
全ての内部オブジェクトの値によるシステム状態のみ
では不十分である．これは，活性化するオブジェクト
のタイミングが同時であるのか，いずれが僅かにでも
先に活性化しているのかによって状態遷移の確率が変
動するためである．また，外部観測で得られる値が観
測ステップ時の値であるとは限らない．これは，ある
オブジェクト va の状態観測を終えて，別のオブジェク
ト vb の状態を観測している間に，va の状態が変化して
しまうことが生じるためである．
このようなシステムの状態観測の問題の他，AACシ
ステムの構築・運用・管理などでの，誰しもが利用でき
る仕組みとは言い難かった．こうしたことから，今回，
AACシステムにおけるオブジェクトの振舞いを，逐次
処理によるシミュレーションによって確認する試みを
行った．
確かに，実AACシステムでは全てのオブジェクトが
それぞれの処理ステップで自律的に活動することは実
現していない．しかし，実AACシステムで外部観測ス
テップにおいて，見かけ上同時に活動しているオブジェ
クトがあるとみなせること，その際に，実AACシステ
ムであれば，必然的に活動の制約が働くことを考慮し，
逐次処理によるシミュレーションで模倣している．
今回，AACシステムによる問題解決を，逐次処理に

よるシミュレーションによっても，ほぼ同様に行うこ
とができることを示した．これにより，これまで数十
台の PCを用いて行うなどしていたシステム環境でなく
ても，自律的非同期連携処理システムによる問題解決
環境とすることが可能になったと言える．
各オブジェクトの評価基準は自由に設定可能である
ことから，今後，オブジェクトの評価基準が様々なもの
である集団での振舞いがどのようになるかについて調
べることができる．また，今回はシンプルな循環リス
トにおけるオブジェクトの振舞いを見るにとどまって
いるが，より高次の構造を持つものに対しても調査す
ることが可能である．

参考文献

[1] Yoshikazu HAYASE, Shigeo KAWATA, Unique func-
tions of an autonomous asynchronous cooperation use-
ful to a problem-solving environment (PSE), Trans-
actions of the Japan Society for Computational En-
gineering and Science, Volume 2018 (2018), Issue 1,
Pages 20181004

[2] Yoshikazu Hayase, Shigeo Kawata, A Middleware
for Problem Solving Environment on Heterogeneous
Computers Using Web-based Agents Cooperation:
WAPSE. International Journal of Intelligent Informa-
tion Processing (IJIIP), Vol.4, No.1, 2013, pp.79–90

[3] 早勢欣和, シンプルな循環リストにおける自律的非
同期連携による振舞いに関する検討計算工学講演
会論文集, Vol.25, F-09-04, 2020

[4] 早勢欣和, 自律的非同期連携システムのオブジェク
ト指向問題解決環境としての検討計算工学講演会
論文集, Vol.24, C-13-04, 2019

[5] 早勢 欣和, 自律的非同期連携システムの確率的振
舞いに関する検討計算工学講演会論文集, Vol.23,
F-03-04, 2018

© PSE研究会 - 21 - 第23回 PSEワークショップ 論文集



 

 

 

 

本論文集の一部あるいは全部について，PSE 研究会の許諾を得ずに複製することは，法律で

認められる場合を除き，禁じられています． 

 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 

transmitted, without the prior permission in writing of the PSE Research group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23 回問題解決環境ワークショップ 2020 論文集 

 

令和 2 年 9 月 18日初版発行 

 

編集・発行 問題解決環境(PSE) 研究会事務局 

〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山 7-1-1 

帝塚山大学東生駒キャンパス日置研究室内 

E-mail hioki@tezukayama-u.ac.jp 

 

 

 

© PSE 研究会 Printed in Japan 

本ワークショップは長崎大学，富山高等専門学校および日本計算工学会のご支援の

もとに開催できました．この場を借りて厚くお礼申し上げます． 

謝 辞 


	1.Iwamatsu.pdf
	1．はじめに
	２．Bluetooth技術2)
	２．１　BR,EDRからBLEへの進化
	２．２　BLE新機能

	３．位置推定技術
	３．１　三辺測位による位置推定
	３．２　AoAによる位置推定
	３．３　AoDによる位置推定

	４．位置推定技術の応用例
	４．１　組み立て工場の行動把握
	４．２　設備管理や災害現場の行動把握
	４．３　工場内物流の渋滞防止

	５．人員接近防止対策
	５．１　COVID-19対策への応用
	５．２　人員接近防止アルゴリズム
	５．３　人員接近防止アルゴリズム例

	６．シミュレーション
	６．１　シミュレーション諸元
	６．２　シミュレーションモデル

	７．まとめ

	2.Nakatani.pdf
	1．はじめに
	２．遠隔授業による乗船実習
	２．１　シミュレータ等の活用
	２．２　VR技術の活用

	３．さいごに

	3.Hioki.pdf
	1．はじめに
	２．リモートでのサーバサイドプログラミング
	２．１　サーバサイドプログラミング概説
	２．２　サーバOSのインストール、Webサーバ設定
	２．３　サーバサイドプログラミング

	６．まとめ

	4.Nakamura.pdf
	1．はじめに
	2．スクラッチによるプログラミング
	3．これから

	5.Tsushima.pdf
	１．はじめに
	２．実験内容

	３．SSQとは
	４.実験結果と分析
	６．まとめ

	6.Miyachi.pdf
	1．はじめに
	２．関連研究
	３．１　ハードウエア


	0.Shoji.pdf
	1．概要

	5.Tsushima.pdf
	１．はじめに
	２．実験内容

	３．SSQとは
	４.実験結果と分析
	６．まとめ




