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SDN/クラウドプログラムコンテスト 2019 

報告書  

■コンテストの概要 

 

SDN/クラウドプログラムコンテストは、学生や若手エンジニアを対象として、SDN/クラ

ウド技術を利用したイノベーティブなアイディアと実装を競い合うコンテストだ。数名で

のグループ参加が推奨される本コンテストは、10 月ころ国内外に向けて一般公募が行われ、

今年は 12 月 10 日に本選の日を迎えた。本コンテストは、一般社団法人 沖縄オープンラボ

ラトリ（以下、OOL）主催の「スペシャリスト育成プログラム」で必須課程の 1 つに位置

づけられており、同プログラム参加者も本コンテストにエントリすることになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンテストの審査は、テーマの新規性/独創性/有用性、実装の完成度/難易度、発表資料ので

き映え/オーラルなどの観点から、表 1 に示す審査委員により行われる。そこに、当日の来

場者の評価が加味されて、コンテストの最終的な順位が決まる。例年、順位に応じた豪華

な副賞がスポンサー企業などから提供され、それを楽しみにしている参加者も多い。 

 

氏名 所属 

淵上真一 日本電気株式会社 

藤田智成 日本電信電話株式会社 ソフトウエアイノベーションセンタ 

齊藤秀喜 レッドハット株式会社 

金海好彦 日本電気株式会社 

小野寺好広 シスコシステムズ合同会社 

土橋ひとし 株式会社オキット 

    

写真 1 審査員や来場者を前に努力の成果をアピールする 

      

写真 2 発表を終えて充実した表情を見せる参加者たち 
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鷲北賢 株式会社さくらインターネット 

萩原学 TIS 株式会社 

又吉淳一 株式会社国建システム 

佃昌宣 NTT コミュニケーションズ株式会社 

表 1 プログラムコンテスト審査委員（敬称略） 

 

参加チームは 30 分の持ち時間（発表 20 分、質疑応答 10 分）を使いプレゼンを行う。全チ

ームのプレゼンが終わったあと、前述の方法により厳正な審査が行われ、今年は表 2 に示

す結果となった。つぎのページ以降、各チームの発表内容を発表順に整理する。 

 

順位 テーマ チーム名 メンバ 

1 
観光客の観光体験をビジュアル化しお土産を

つくる「SAKURA STAMP」の開発 
JEC seeds 

旭 和佳、チャン トゥ ハン、沖 玲穏（日本電子専

門学校） 

2 
社員の栄養バランス、社員食堂の残食を可視

化し自然環境を整える「For Green」の開発 

Innovative 

JECreators 

安藤 愛菜、ティハ トーン ナイン、金 東鉉（日本

電子専門学校） 

3 
寮生を救う Wi-Fi メッシュネットワーク 

Messiah-Net 
Udon_Internet 

小松 聖矢（香川高等専門学校）、竹原 一駿（香川

大学）、宮川 慎也（名古屋大学 大学院） 

4 
Kubernetes によるコンテナ貸出サービスの

提供 
DigDog 上地 悠斗、髙瀬 大空、秋田 海人（琉球大学） 

5 最適な環境で勉強ができるシステム 
九産好いとー

よ 
河本 碧生、木村 智仁、谷口 佳誉（九州産業大学） 

6 
初心者のゲーム開発者等が手軽に無料でマル

チプレイの実装をできるようにする 
MAT_Nodes 朝倉 匠、宮平 賢、玉城 賢勝（琉球大学） 

7 
Li-Fi と SDN 技術を組み合わせた動的経路切

り替えシステム 

ネットワーク

デザイン 
戸巻 潤也（明治大学 大学院） 

8 Li-Fi と SDN を用いた動的ルーティング技術 加藤 堀口 敦士（明治大学 大学院） 

9 船の欠航予測を確率で表示するシステム TOM_thon 玉城 翔平、大城 紳之亮、森 健汰（琉球大学） 

10 駐車場経路検索アプリ 
アベンジャー

ズ 
渡久平 圭祐、仲宗根 航（琉球大学） 

11 NFV-enabled Network Slicing for IoT NCTU CWT Ting-An Tsai、Zhao-Ru Chen（台湾国立交通大学） 

12 
おじいちゃんでも使いやすい IoTクラウドプ

ラットフォーム 
Fracture 

西 敬祐（京都産業大学 大学院）、上東 亜佑稀（大

阪電気通信大学 大学院）、安田 和麿（京都産業大

学 大学院） 

表 2 プログラムコンテスト結果一覧 
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■発表順 01 - MAT_Nodes 

 

琉球大学工学部工学科知能情報コース在籍者で構成する MAT_Nodes チームは、初心者で

も費用をかけず手軽にネットワーク対戦ゲームを開発できるよう、オープンソースの Unity

アセット（部品）を開発した。 

 

Unity など高機能なゲーム開発環境が普及し、昨今では、簡単なゲームなら誰でも手軽に開

発できるようになった。しかし、ネットワーク対戦ゲームつまり「ネットワークを通じて

複数のユーザが参加してプレイするゲーム」を作ろうとすると、いまだそのハードルは高

い。 

 

その理由の 1 つに、通信処理の難しさが挙げられる。ゲームでの通信処理は、ゲーム本体

の処理をしながら、それと並行して行う必要がある。また、参加ユーザが使うネットワー

クの種類や使用する機器が多岐にわたるなかで、どのような環境であっても円滑にゲーム

へ参加できる必要もある。これらの条件を十分に満たすことは、習熟したプログラマにと

っても簡単なことではない。 

 

そこでチームは、通信処理に不慣れな「ゲーム開発初心者」をはじめ、「ネットワークのこ

とを気にしたくない人」や「無料ソフトウエアだけで開発したい人」もターゲットに含め

て、ゲームの主要な通信処理を引き受けてくれるオープンソースの Unity アセット

MATNet の開発に取り組んだ。 

 

開発のベースには「Mirror」を使用し、Mirror に足りないルームリスト機能（ゲームを始

める前に対戦ルームと対戦相手を選ぶ機能）を追加するとともに、それに必要となる外部

の非 SQL 型クラウドデータベースと連携する仕組み（Google の Firebase - Realtime 

Databse または Amazon の AWS - DynamoDB を無料枠で利用）を整備した。 

 

この MATNet は、通信のホスト役を受け持つコンピュータの決定やその通知なども自動で

行うため、ネットワーク対戦ゲームを開発するにあたって、ゲーム開発者がネットワーク

についての詳細な知識を持ち合わせる必要がない。 

 

発表ではあまり強調されなかったが、上記の点に加えて、専用のゲームサーバを置くこと

なく対戦ゲームを作れることも MATNet の特長の 1 つに挙げてよいだろう。MATNet は、

PING の応答速度などを測定して、通信状況のよいコンピュータをホストに決定する。ホス

トの役割を任されたコンピュータは、UPnP でルータのポート開放を行って外部からの接

続を受け付けるための環境を整えるとともに、自身では外部からの接続の待ち受けを始め
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る。 

 

その後、前述のクラウドデータベースを経由して、ホストの IP アドレスがほかのコンピュ

ータに通知される。ホスト以外の各コンピュータは、通知された IP アドレスを持つコンピ

ュータをホストと見なして接続することで、相互に通信できるようになる仕組みだ。 

 

発表の後半では、Unity の画面上で Mirror のサンプルゲームに MATNet を組み込み、イン

ターネット越しに対戦相手を選ぶだけで対戦ゲームが行えるようになる様子が、簡単な操

作手順とともに示された。なお、デモは動画を用いたものであった。 

 

最後に、今後の予定として、まだ完成していない AWS の DynamoDB と接続するためのプ

ラグインを完成させること、Windows Defender で通信が遮断される現象への対応などを挙

げた。開発の進め方についての反省としては、チームメンバの学年が異なることで起きた

情報共有の不足、仕様を決める段階での競合ソフトウエアに関する調査の不十分さなどを

示し、認識が甘かった部分を振り返った。また、技術的に苦労した点として、イベントを

多用する構成のなか、Unity の API を呼び出せるのがメインスレッドに限られるのに、う

っかり異なるスレッドから呼び出してしまい（エラーにならず無反応）、思うように動作せ

ず  苦労したことを紹介した。 

 

発表後、審査委員や来場者との質疑応答では「Q:何人規模まで適用可能か？」「A:数人を想

定している」、「Q:オープンソースとして Mirror にコントリビューションする予定はある

か？」「A:方法は決めていないが公開する予定である」、「Q:個人開発の初期フェーズなどが

ターゲットか？」「A:そうだ、個人が簡単に始められるよう手助けすることを狙っている」

などのやりとりがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 3 発表する MAT_Nodes チーム 

  

写真 4 トップバッターでの発表に緊張感も 
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■発表順 02 - ネットワークデザイン 

 

ネットワークデザインチームはテーマに「Li-Fi と SDN 技術を組み合わせた動的経路切り

替えシステム」を掲げ発表を行った。「Li-Fi」とはあまり聞き慣れない言葉だが、Wi-Fi が

電波を媒体に利用してデータ通信を行う技術なのに対して、Li-Fi は LED が発する可視光

を媒体に利用してデータ通信を行う技術を指す。 

 

光は電波と同じ電磁波の一種だが、電波より遙かに周波数が高く、ひいては、使用できる

帯域幅（通信に利用する周波数の幅）が広いため、シャノン・ハートレーの定理にも示さ

れるように、原理上、電波よりも格段に通信容量を大きくできる。また、電波は、途中に

障害物があっても一定程度それを通り抜けることができるが、光は、途中に障害物がある

と容易に遮られるという違いがある。Li-Fi は、このような光の性質をうまく生かして、

Wi-Fi とは違う利点を持った無線通信システムを目指して開発されている。 

 

発表においてチームはまず、Li-Fi のメリットとして「照明器具を通信のアクセスポイント

として使える点」「照射範囲が限られ壁などで遮られることで秘匿性が高い点」「人体や電

子機器への影響がない点」を挙げた。これらのメリットは、導入の手軽さや利用シーンの

多さ、盗聴や情報漏洩の防ぎやすさ、航空機内や医療現場などでの利用しやすさに直結し、

そのポテンシャルはかなり高いといえる。 

 

一方、これはメリットの裏返しにもなるが、Li-Fi には問題点もあるとチームは指摘する。

その最たる物が「光が届かなければ通信ができないという点」だ。何らかの障害物により

光が遮られると、通信が完全に途切れたり、通信が不安定になったりする。 

 

そこでチームは、この問題を解決するための仕組みを備えた、より実用化を意識した Li-Fi

ネットワークの構成を提案した。具体的には、Li-Fi 以外の通信経路を別途用意することで

ルートを二重化し、Li-Fi での通信に支障が発生したときには、その予備ルートへと自動的

に切り替えることで通信の途絶を防ぐというものだ。 

 

実際のシステムでは、ルート切り替えを行うためのソフトウエア SDN スイッチに Open 

vSwitch を、それを制御する SDN コントローラに Ryu SDN Framework を、それぞれ利

用した。Open vSwitch は Raspberry Pi で稼働させた。また、予備ルートとしては有線 LAN

を使用したということだ。 

 

このような自動切り替えシステムでは、何を契機として通信経路を切り替えるかを慎重に

検討しなければならない。不用意な切り替えは、逆に不具合を拡大してしまったり、不具
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合の解消を遅らせてしまったりする。チームでは、その契機として「Li-Fi の信号品質」と

「Li-Fi を通過するパケットの有無」に注目した。 

 

このうち信号品質の判定には、Li-Fi で伝送した信号を 1 ビット分ずつ重ね合わせて得られ

るアイパターンの考え方を用いた（写真 6）。信号品質がわるくなると、受信信号の振幅や

位相のばらつきが大きくなり、アイパターン中央の開口部が狭くなる。これを定量化する

ため、値 1 と値 0 を表す各信号について各々の振幅の平均と標準偏差を求め、Q=｜値 1 の

振幅の平均-値 0 の振幅の平均｜÷（値 1 の標準偏差+値 0 の標準偏差）の式から Q 値を求

めた。この Q 値は、信号品質がわるいと小さく、信号品質がよいと大きくなる。チームで

は Q 値が 4 を切ったときに予備ルートへ切り替えを行う設計にした。これはビットエラー

率換算で 3.16×10 の-5 乗程度となる。なお、Li-Fi の信号形式には 10BASE-T を採用して

いる。 

 

発表後半では、ND フィルタ（減光フィルタ）で Li-Fi 信号を遮断して、本システムがどの

ように経路切り替えを行うかを確認する実験について報告があった。それによると、Li-Fi

から有線への切り替えは「Li-Fi を通過するパケットの有無」が契機になり、また有線から

Li-Fi への切り戻しでは「Li-Fi の信号品質」が契機になって、それぞれ適切に通信経路の

自動切り替えが行われたということだ。 

 

発表後の質疑では、「Q:蛍光灯の ON/OFF や自然光入射は影響があるか？」「A:LED 照明の

光でもスイッチング回路等からの雑音が含まれていて Q 値からその程度を判定できる」、

「Q:どのくらいの通信速度か？」「A:発表のものは 10BASE-T ベースなので約 10Mbps、最

新の論文では 15.7Gbps の速度が出ている」、「Q:今後はどう展開するか？」「A:スマートフ

ォンに Li-Fi 機能を付加するのが目標」などのやりとりがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 5 発表するネットワークデザインチーム 

  

写真 6 言葉で説明しづらいアイパターンを図で説明 

 

 



-7- 

 

■発表順 03 - Fracture 

 

スマートスピーカに連動した家電の操作や使用電力量の可視化など、身近なところでも IoT

デバイスは日々その数を増している。しかし、そのようなものをまるごと自作しようとす

ると、IoT デバイスの工作と設定、アプリケーション作成、サーバ環境のセットアップなど、

多岐にわたる作業を自分で行う必要があり、いまでも、多くの人にとって困難なことだと

いわざるを得ない。 

 

彼らが目指したのは、そのような作業を誰もが手軽に行える仕組みの構築だ。そのメリッ

トが伝わりやすいよう「おじいちゃんでも使いやすい IoT クラウドプラットフォーム」と

のタイトルを掲げて、この日の発表とデモに挑んだ。ちなみに、彼らが開発したシステム

には「爺 CP」という名前が与えられている。これは Google のクラウドサービス「GCP」

のパロディと思われ、クラウドにすこしでも関わったことがある人ならニヤリとしてしま

いそうだ。 

 

システムの利用手順はつぎのようなイメージになる。まず利用者が Web で利用申請をする。

続いて管理者が爺 CP のシステムを操作し、利用申請に沿ってユーザやプロジェクトの登録、

データベースやネットワークの設定などを行う。そして、利用者に対し、デバイス設定デ

ータ、スクリプト、手順書などを送り返す。利用者は、受け取ったスクリプトを実行して、

基本的なセットアップを完了させる。それから後は、利用者が GUI を使って簡単な操作を

するだけで、IoT デバイスを使ったアプリケーションを構築できる、という具合だ。 

 

このような仕組みを実現するにあたり、彼らは、爺 CP のコントローラノードに OpenStack

（バージョンは Queens）を使用し、IoT デバイスの制御には Raspberry Pi を用いて、前

者から後者を制御する構成を採用した。ただし、Raspberry Pi で仮想マシン（以下、VM）

を起動するのは、その処理性能やメモリ量の点で無理があることから、OpenStack の拡張

機能である Zun を併用し、Raspberry Pi では Docker コンテナを起動することとした。こ

の方針の下、「爺 CP を稼働させるインフラの整備」と「おじいちゃんでも分かる UI（爺

UI）の設計と実装」を行った。 

 

コントローラノードとして用いるサーバ（Ubuntu16.04）は OOL から借用した。Raspberry 

Pi（Raspberry Pi 3 Model B、Raspbian Stretch Lite、USB カメラ、センサ）とサーバの

間は OpenVPN と VXLAN を用いて接続する。OpenStack から制御できるよう、Raspberry 

Pi には zun-compute、Neutron コンポーネント、Docker が追加された。Raspberry Pi 側

では、VPN のセットアップをはじめ、各種の複雑な設定が必要だが、その工程はスクリプ

トを用いて自動化されている。 
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発表の後半では、初期設定を終えた Raspberry Pi に対して、Web の管理画面から簡単にア

プリケーションを配置できる様子が示された。その操作は、対象 Raspberry Pi 名の選択と、

動作させたいアプリケーション名の選択の、たった 2 ステップしか必要としない。 

 

ライブデモでは、会場に持ち込んだ Raspberry Pi にカメラアプリケーションを組み込む手

順が示された。しかしそれがうまくいかなかったため、代替案として、大学の所属研究室

で動作している Raspberry Pi に組み込むことになり、見事に成功した。 

 

なお、アプリケーションの種類として今回は、年配者が身近に必要と感じるであろうもの

として、気温・湿度・気圧の測定、カメラ、土壌センサで畑の状態が分かるものを用意し

たそうだ。 

 

デモではヒヤヒヤする場面もあったが、無事に発表後が終わり、ほかのチームと同様に質

疑応答の時間に入った。ここでは、「Q:コンテナオーケストレーションツールはほかにもあ

るが、OpenStack と zun を利用したのはなぜか？」「A:自身が OpenStack に慣れ親しんで

いることと、Kubernetes との連携など今後の拡張性や将来性を見込んで採用した」、「Q:

ドキュメントが乏しいなかで苦労して実現したユースケースなので zun の開発サイドにも

情報提供してもらいたい」「A:善処する」、「Q:ユーザ向け GUI は日本語化した上で、常識

にとらわれず分かりやすい構成にしたほうがよい」「A:分かった」、「Q:管理者は、初期設定

をした後、利用者とどのようなやりとりをするのか？」「A:ユーザが自身のニーズを細かく

説明できないことも考慮し、サービス化する際には、管理者が選択肢を提示したり、構築

済み Raspberry Pi を販売したりすることも考えられる」などのやりとりが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

写真 7 発表する Fracture チーム 

   

写真 8 熟慮を重ねた構成の説明に力が入る 
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■発表順 04 - JEC seeds 

 

JEC seeds チームは、年間 3,000 万人を超える訪日客の旅行スタイルが、ガイドブックそ

のままの紋切り型観光から、「迷う」ことを楽しんで自分だけの感動や発見を探す旅に変化

している点に注目した。そして、そのような新しいスタイルの旅行をより楽しくするツー

ルとして SAKURA STAMP を提案した。 

 

チームのメンバが学ぶ日本電子専門学校は新宿の大久保に立地し、アジア系を中心とする

訪日客が多く訪れる。それをいつも目にしているチームでは、2020 年の五輪開催も視野に

入れ、訪日客に向けた旅行サービスの提供を考えた。 

 

チームではまず、観光案内所を訪問して案内担当者へのインタビューを行った。その結果、

「訪日客は、文化、食、街での散策への関心が高い」「消費する観光から体験する観光に旅

行スタイルが変わっている」ことが分かったという。また外国人 2 名へのインタビューで

「誰も知らない穴場を探すのが楽しい」「大切な人へのおみやげは定番品ではなく日本での

体験を共有できるものにしたい」「道に迷ったおかげで未知の日本文化に触れることができ

た」といった声を得た。 

 

自分が訪日客になりきって知らない街を歩いたり、訪日客の実際の行動を観察したりもし

たそうだ。そこでは「細い裏路地に入るとパンフレットにない発見や体験ができることが

ある」「迷いながら何かを見つけることはとても楽しい」「千社札などで自分が訪れたこと

を残したい気持ちが起きる」「御朱印帳などを持参して思い出を持ち帰りたくなる」といっ

た気づきが得られたという。 

 

これらの調査結果を踏まえチームでは、旅で「迷う」ことを「場所や時間の束縛から解放

されて、匂い、音、温度、風景など、五感を通して得られた自分だけの発見を楽しむこと」

と再定義。その「迷う」楽しみを中心において、訪日客にとってその旅行が満足なものに

なるよう後押しするサービスを開発することにした。キーワードは「日本で自分だけの特

別な場所を見つける」「思い出をその場所に残す」「思い出を大切な人に伝える」の 3 つだ。 

 

このような構想を経て開発した SAKURA STAMP は、スタンプ型の Bluetooth デバイス、

スマートフォンアプリ、専用サーバで構成される。スタンプ型の Bluetooth デバイスは、

円形のゴム印のような形をしており、スタンプを押すような動作をすると、その動作情報

を Bluetooth でスマートフォンに送信する。専用アプリは、スタンプ型の Bluetooth デバ

イスからの動作情報を受信してそのときの現在位置をサーバへ登録する、所定の間隔で利

用者の位置情報をサーバへ登録する、などの機能を持つ。また専用サーバは、アプリから
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送信された各種の位置情報の保存、抽出、共有、印刷データ生成などを行う。 

 

この SAKURA STAMP を使うと旅行者は、「自分が移動した軌跡を記録する」「スタンプを

押す動作をすることで気に入った場所を登録する」「移動の軌跡とスタンプした場所をはが

きに印刷する」「自分と誰かの旅の軌跡を重ね合わせて違いを楽しむ」といったことができ

る。アプリは、日本語のほか、韓国語、英語、中国語にも対応し、幅広い訪日客が利用で

きるよう配慮されている。 

 

こう書くと、移動の軌跡や特定位置を登録して地図上に表示する凡庸なシステムにも思え

るが、このシステムにはそれだけでは語りきれない仕掛けがある。まず、気に入った場所

を登録するときにスタンプを押す動作をさせる。また、移動した軌跡の表示は、白紙の上

に移動の軌跡、ランドマーク（学校、病院、駅、神社、郵便局）、スタンプ位置だけを表示

し、細かい地図を表示しない。さらに、オンラインで移動の軌跡を共有できるのに、あえ

てはがきに印刷する機能を提供している。実は、これらこそが、事前調査で浮かび上がっ

た「旅行者の気持ち」をシステムに反映したものであり、単に位置を記録するシステムを

超越して、旅を楽しむためのツールとして作られたこのシステムの大きな独自性になって

いる。 

 

発表後の質疑応答では、「Q:移動した軌跡を地図上に表示しないのはなぜか？」「A:迷うこ

とを楽しんでもらうため。地図表示ではそれを見せてもらった人は簡単にたどり着けてし

まう。写真を使わないのは実際に行って見てほしいから」、「Q:たくさん集まったスタンプ

の情報を活用する案はあるか？」「A:スタンプの集まり具合から旅行者に人気の場所が分か

る。観光を推進したい地方自治体などがどこを PR すべきか判断する材料になる」、「Q:これ

を事業化するときには旅行者向けのシンプルな軌跡表示に加えて、自治体などが実際の場

所を把握するための詳細な地図表示も必要だろう」「A:分かった」などのやりとりが行われ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

写真 9 発表する JEC seeds チーム 

   

写真 10 それぞれの担当部分を詳しく説明 
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■発表順 05 - 加藤 

 

加藤チームは「Li-Fi と SDN を用いた動的ルーティング技術」をテーマに発表をした。こ

の加藤チームもまた、先に発表したネットワークデザインチームと同じ大学の同じ研究室

から参加している。そのため、両チームのテーマには少なからず類似部分があり、具体的

には、いずれも SDN と連携することで Li-Fi の安定性や信頼性を高めることを目指す。 

 

Li-Fi の特徴については、ネットワークデザインチームで説明があったので省略する。ネッ

トワークデザインチームの発表と異なる点として、加藤チームの発表では Li-Fi で双方向の

通信を行うことが挙げられる。照明器具から端末に向けた通信（ダウンリンク）だけでな

く、端末から照明器具に向けた通信（アップリンク）の機能も兼ね備え、端末が双方向に

通信できるシステムが想定されている。 

 

これは Li-Fi だけでなく Wi-Fi にも該当するが、自由空間で電磁波を用いて双方向の通信を

行いたいとき、同じ周波数の電磁波を同時に送信すると、両者が混信を引き起こしてしま

い期待するような通信ができない。そのため、別々の周波数で同時に送信する周波数分割

多重や、同じ周波数で交互に送信する時分割多重の技術（Wi-Fi はこちらを利用）を用いる。 

 

この発表では、Li-Fi で双方向通信を可能とするために、ダウンリンクには可視光を使い、

アップリンクには赤外光を使うということだった。可視光と赤外光はそれぞれ波長が異な

る電磁波であり、また周波数=光速÷波長で求められることから、つまり加藤チームのシス

テムでは、周波数分割多重によって双方向の同時通信を実現していることになる。 

 

加藤チームのシステムでも、Li-Fi の通信が途絶したときに通信経路を切り替える機構とし

て Raspberry Pi 上で稼働する Open vSwitch を用い、Ryu SDN Framework でそれらをコ

ントロールする。また、切り替える先の予備の通信経路には有線 LAN を使用する。このあ

たりは、先のネットワークデザインチームと共通する点だ。 

 

一方、異なる点もある。細かくは、受信機の受光角を広くするためにレンズ型のフォトダ

イオードを使用している点などが違い、より大きくは、Li-Fi での不具合発生を検出する方

法が異なる。 

 

このシステムでは、受信した光信号の強度を直流電圧の高低に変換し、その電圧に基づい

て、光信号が十分なレベルにあるかどうかを判定する。そのため、もっぱら光信号の監視

を行う受光器が、通信をするための受光器とは別に設けられる。 
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その受光器で得られた電圧値は、数値情報として取り込まれ、随時、SDN コントローラに

送られる。そして SDN コントローラはその値を基に、通信経路の切り替えを行うかどうか

を判断する、という流れになる。 

 

チームでは、パケットジェネレータで生成した約 8.5Mbps のトラフィックをシステムに与

え、20 秒ごとに Li-Fi の光を人為的に遮って、通信経路が自動的に切り替わる様子を観察

した。なお、8.5Mbps という値は、Li-Fi 部分が 10BASE-T ベースで上限速度 10Mbps で

あることと、Raspberry Pi の性能限界を考慮したものだという。 

 

その結果、システムは 8.5Mbps のトラフィックをさばくことができ、また、Li-Fi の光が遮

られたときや復旧したときに 1.2～1.3 秒程度の通信途絶が発生するものの、その後は通信

が自動的に復旧して再開する様子を確認できたそうだ。 

 

また、これをさらに発展させたものとして、端末の位置に追従しながら、最寄りの照明器

具からだけ情報を送信する方式についても経過報告があった。その方式では、端末識別用

に載せた信号の周波数を知るために行う高速フーリエ変換（FFT）の処理が重く、その影

響で経路の切り替え時間が 2.1～2.2 秒程度に伸びるなど、問題がまだ残ることが示された。 

 

発表後の質疑応答では、「Q:端末の移動を検出する仕組みはすでにできているのか？」「A:

実験的な環境だができている」、「Q:その仕組みはロボットの位置検出などに応用できない

か？」「A:別の研究室でそのような研究が進んでいて誤差も少ないと聞いている」、「Q:最寄

りの照明器具からだけ情報を送信しても隣席の人は傍受可能では？」「A:それについては上

位レイヤで暗号化する等の対応が必要だろう」などのやりとりが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

写真 11 発表する加藤チーム 

   

写真 12 発表のすべてをひとりでこなす 
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■発表順 06 - アベンジャーズ 

 

アベンジャーズチームは、地元沖縄で起きているリアルな社会問題をテーマに取り上げて

発表を行った。タイトルは「駐車場経路検索アプリ」だ。 

 

鉄軌道を持たない沖縄県では、必然的に自動車が中心的な交通手段として用いられる。な

かでも、自家用車の割合が極めて高く、ある調査によれば旅客輸送の 90.4%を自家用車が

占めるという。この状況に対し、自治体ではバスなど公共交通手段の利用を呼びかけてい

るが、日常生活の足としてはもちろん、通勤などにも自家用車が多用されるのが実態で、

それによって引き起こされる道路渋滞などが大きな社会問題となっている。 

 

琉球大学生で構成するアベンジャーズチームは、そのような沖縄の交通事情から生じる身

近な問題として「繁華街の駐車場がどこも慢性的に満車状態で、止められるところが見つ

かるまで、何カ所もの駐車場を回らなければならない」という困った現状に着目した。 

 

この問題に対しチームが取ったのが「駐車場を回ることは許容するが、その苦労を緩和す

る手段を提供する」というアプローチだった。そして、それを支援する手段として「目的

地近隣の駐車場を最短で回れる経路を提示するアプリ」を開発することにした。なお、開

発に先立つ調査で、同様の機能を持つサービスは現存しないことを確認したそうだ。 

 

開発するアプリの具体的な機能としては、一般的な地図アプリが備える「目的地を検索す

る」「目的地の経路を表示する」ことに加えて、「目的地周辺の駐車場を表示する」「それら

を効率よく巡回する経路を表示する」「それらに関する空き情報や料金情報を取得する」「利

用者からの駐車場の新設や廃止などのフィードバックを受け付ける」などを想定した。 

 

また、このうち中核的な機能である駐車場巡回経路の表示では、単に最短経路を示すほか

に、小さな路地を避ける、右折を避ける、API 等からの情報で空きありとされる駐車場を

優先する、などのオプション指定も可能にすることを目指した。 

 

開発したシステムでは、地図の描画に Google Maps Platform、経路探索に GraphHopper、

駐車場情報の取得に Yahoo API、駐車場情報を格納するデータベースに MySQL、API やデ

ータベースのアクセスに node.js をそれぞれ使用した。 

 

発表の後半にはデモの時間を設け、構想に沿って開発したシステムが動作する様子を示し

た。ただし、この時点では残念ながら「目的地周辺の駐車場を効率よく巡回する経路を表

示」する機能とオプションは未完成で、暫定的に「目的地からの距離が近い駐車場から順
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に巡る経路を表示」するにとどまった。また、駐車場の空き情報や料金情報の外部ソース

からの取得についても、当該 API の利用に料金がかかることから実装は見送ったとのこと

であった。 

 

前者の「目的地周辺の駐車場を巡る経路の探索」が完成にいたらなかった理由としてチー

ムは、独自の経路検索を可能にするため GraphHopper を用いたが、オープンソースとして

配布される同ソフトウエアのソースコードを読解して適切に改造する作業が難航し、限ら

れた期間に仕上げるに至らなかったことを挙げた。 

 

この点のほかに、苦労したこととして「勉強しながらの開発で計画より時間を取られたこ

と」「2 名のチームで多数決ができず意思決定に手間取ったこと」「相手に伝わるスライドを

作る難しさ」を挙げ、7 月から 5 カ月にわたって取り組んできたこの開発を振り返った。 

 

発表を終えた後、審査委員や来場者との質疑応答では、「Q:最短経路で巡る機能が完成しな

かったが何が難しかったか？」「A:右折や小さな路地を避けるなどの特徴を出そうと選択し

たソフトウエアの改造に苦労した。また巡り方についても、何を優先するかは人により違

うためどう実装するか迷った」、「Q:複数の外部サービスから取得した情報を統合して利用

することは考えたか？」「A:検討したが Yahoo の API から得られる情報がほかの API から

得られるものを内包していたので Yahoo の API だけを利用した」、「Q:沖縄の社会問題を解

決しようとするこのチャレンジは、今後どのように展開する予定か？」「A:身近な入口から

沖縄の社会問題にアプローチするテーマだと思うので、計画した機能をきちんと完成させ、

広く使ってもらえるようにしたい」などのやりとりが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

写真 13 発表するアベンジャーズチーム 

   

写真 14 発表のほか質疑応答にも的確な対応が求められる 
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■発表順 07 - NCTU CWT 

 

台湾から参加した NCTU CWT チームは、「NFV-enabled Network Slicing for IoT」（NFV

による IoT 向けネットワークスライシング）と題して発表を行った。 

 

5G ネットワークでは、多数の IoT デバイスがネットワークに接続され、それらが大量のト

ラフィックを発生させることになる。これらの IoT デバイスが提供するサービスは多様で

あり、ネットワークに対する要求もそれぞれ大きく異なる。そのため、通信事業者は、よ

り柔軟で効果的なアーキテクチャによって、その多様なニーズに向き合わなければならな

い。そこで重要になるのがネットワークスライシング技術だ。その実現には、ネットワー

クの仮想化と SDN/NFV などによる機能のソフトウエア化がキーとなる。 

 

このような背景をモチベーションとして、チームでは NFV による IoT ネットワークスライ

シングを実装し、異なる特性を持つ複数のトラフィックを効率よく疎通させるのに有効で

あることを検証した。 

 

開発にあたりチームでは、アーキテクチャとして ETSI MANO を参照することとし、コン

ポーネントに、OpenStack、Tacker、OM2M、JMeter を使用した。 

 

OpenStack は、大規模な構成に対応する著名なクラウド基盤システムで、Web ベースのダ

ッシュボード、CLI、RESTful API などを備える。Tacker は、OpenStack のサービスの 1

つであり、汎用の VNF マネージャにより NFV のオーケストレーションを行うことができ

る。OM2M は、IoT プラットフォームの標準仕様 oneM2M をオープンソースで実装したも

のだ。アプリケーション支援、セキュリティ、トリガ、通知、データ保持、デバイス連携、

デバイス管理などの機能を、CSE（Common Services Entity）としてとりまとめ、サーバ、

ゲートウエイ、デバイスなどへ自由に配置できる特長を持つ。また、JMeter は Apache ソ

フトウエア財団が開発する負荷テストツールで、自由度の高いテスト、多彩なレポート生

成などを特長とする。 

 

システムの評価には、トラフィック生成器とリソースモニタを使用する。前者は、テスト

用 IoT トラフィックを生成するもので、その中核に JMeter を使用している。後者は、VNF

の CPU 利用率とメモリ利用率をモニタリングするもので、将来的に、この情報をスケール

アウトやスケールインの指標に用いることを考えているそうだ。 

 

本発表では、動画、スマート街灯、スマートパーキングの 3 種の IoT トラフィックを生成

器で生成し、3 つのネットワークスライスを持つ本システムと、1 つしか持たない他システ
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ムとを比較した。生成する 3 種類のトラフィックは、使用帯域とペイロードサイズに違い

があり、それぞれ大、中、小に該当する。 

 

評価環境としては、VIM に OpenStack Train（OS:CentOS 7、CPU:Intel/2.5GHz/10Core、

RAM:32GB）を、NFVO と VNFM に Tacker と OpenStack Rocky（OS:Ubuntu 18.04、

CPU:Intel/2.5GHz/10Core、RAM:32GB）を、それぞれ使用した。 

 

評価結果はつぎのとおりになった。比較対象とする 1 スライスのみのシステムでは、3 種類

のトラフィックの平均応答時間が、動画で 99ms、スマート街灯で 83ms、スマートパーキ

ングで 75ms であったのに対し、3 スライスを使用する本システムでは、それぞれの平均応

答時間が 33ms、15ms、6ms となり、実に 3 倍以上も早い応答が得られた。また、ボリュ

ームの少ないトラフィックが、ボリュームの多いトラフィックの影響を受けにくい様子も

見られた。一方、平均 CPU 利用率については、比較対象とする 1 スライスのみのシステム

が 19.4%なのに対し、3 スライスを使用する本システムは 28.7%と 1.5 倍程度上がる結果に

なった。 

 

今後は、モニタリングに基づいたスケールアウトとスケールインに取り組むとのことだ。 

 

発表後に行った審査委員や来場者との質疑応答では、「Q:スライスやデバイスの数はいくつ

まで対応するか？」「A:本実装では最大 3 スライスとした。1 スライスには 1 デバイスが対

応する。将来的には 1 スライスで 5 以上のデバイスに対応できるだろう」、「Q:スライシン

グや帯域管理にはほかにどのような技術が使えるか？」「A:トラフィックのコントロールに

Open vSwitch が使えるかもしれない」などのやりとりがあった。 

 

 

  

写真 15 発表する NCTU CWT チーム 

   

写真 16 発表は英語で行われた 
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■発表順 08 - DigDog 

 

DigDog チームは「Kubernetes によるコンテナ貸出サービスの提供」と題し、所属する琉

球大学において行った、コンピュータ資源の一種「コンテナ」を学生に貸し出すサービス

の開発について発表した。 

 

コンテナとは、アプリケーションプログラムと、それを実行するための環境をパッケージ

にしたものだ。コンテナ化したアプリケーションは、それ自身が実行するための環境を含

んでいて、ライブラリのバージョンなどを気にせず、スマートフォンアプリのようなイメ

ージで、手軽にアプリケーションの組み込みと実行ができる。また、Kubernetes は、その

ようなコンテナの起動、終了、負荷に応じた増減、不具合時の自動代替などの機能を備え

たコンテナオーケストレーションシステムである。 

 

チームメンバが所属する琉球大学ではすでに、KVM と呼ばれる仮想化基盤を使って VM を

学生に貸し出すサービスを行っているが、このコンテナを単位としてコンピュータ資源を

貸し出すサービスはまだ行っていなかったという。しかし、実用的なコンテナ技術は、VM

技術よりも新しいものであり、そのような新しい技術に触れるニーズは、教育機関であれ

ば特に高い。そこでチームでは、学生が気軽にコンテナを利用できるよう、コンテナを貸

し出すサービスの提供を考えた。 

 

システムを構成する主要要素としては、代表的なコンテナオーケストレーションシステム

である Kubernetes、コンテナの実行や作成を行うための Docker、GitHub と同様の機能を

持ったソースプログラム管理システムである GitLab、Web アプリケーション開発フレーム

ワークの Ruby on Rails、Docker イメージを管理するための Docker Registry を使用した。 

 

利用者は、GitLab と Docker Registry を使って、Dockerfile の管理や作成した Docker イ

メージの登録を行う。そして、Web コントロールパネルにアクセスして、登録した Docker

イメージを起動する。Web コントロールパネルからはほかに、状態確認、スケジューリン

グ、アクセス制御、リソース割り当てなどが行える。 

 

ちなみに、Kubernetes の内部では、Pod とよばれるものが最小の構成単位になり、この

Pod に 1 つ以上の Docker コンテナが含まれる形を取る。また、ユーザは Service と呼ばれ

る機構を通して、これらの Pod にアクセスする。しかしこのシステムでは、簡単な使い方

をする限り、利用者はこれら Kubernetes の論理構成を理解する必要はないものと見られる。 

 

デモは動画で行われた。まず、Web コントロールパネルでコンテナを新規作成する様子が
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示された。コンテナの新規作成では、使用する Docker イメージ、コンテナ名、使用ポート、

最小限必要な CPU とメモリの量、上限とする CPU とメモリの量を指定するだけでよい。

ほかに、コンテナが使用リソース量などを確認する画面、コンテナの状態を確認する画面

などについても説明がなされた。 

 

新規作成したコンテナは、その寿命が 24 時間と設定されており、何もしなければ 24 時間

の経過を待って自動削除される。もし 24 時間を超えて利用したい場合には、利用者は Web

コントロールパネルで「延長申請」ボタンをクリックする。すると管理者にその旨が通知

され、管理者がその承認操作をすることで、利用期限は 24 時間から 48 時間に延長される。

デモではこの様子も示された。そのほか、作成したコンテナにアクセスするためのドメイ

ン名を付与する手順（Kubernetes 内部的には Ingress を使用）や、利用者が Kubernetes

コマンドを直接入力できるようにする手順についての説明もあった。 

 

今後は、全機能停止を防ぐためのマスターノード冗長化、サービスの本格公開にむけた環

境整備、ネットワーク構成の見直しなどを行っていくということだ。 

 

審査委員や来場者との質疑応答では、「Q:Kubernetes の Pod とコンテナは 1 対 1 にしか対

応しないのか？」「A:Web コントロールパネルで 1 つの Pod に複数のコンテナを収容でき

る」、「Q:コンテナ間の通信はどのような扱いになるか？」「A:Kubernetes が提供する機能

は普通に使える。外部との通信には MetalLB を使っている」、「Q:延長申請に回数制限はあ

るか？」「A:1 つの Pod につき 1 回に限られる」、「Q:コンテナでの実行結果はどこに保存す

るのか？」「A:永続化ボリュームが必要になるが未実装のため今後の課題と考えている」、

「Q:Docker Hub と連携できると初心者向けのハードルが下がるのでは？」「A:そうかもし

れない」、「Q:コンテナに対する利用者ニーズを何割カバーできたと考えるか？」「A:まだ自

由に使えるとはいい切れず 5 割程度ではないか」などのやりとりが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

写真 17 発表する DigDog チーム 

   

写真 18 審査員と来場者の視線が発表に注がれる 
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■発表順 09 - Udon_Internet 

 

Udon_Internet チームはタイトル「寮生を救う Wi-Fi メッシュネットワーク Messiah-Net」

を掲げて発表した。 

 

このテーマを選ぶきっかけの 1 つは、香川高専の学生寮のネットワーク事情だとチームは

説明する。同寮は約 80 名が生活する規模なのだが、Wi-Fi のアクセスポイントは 4 台しか

なく、なおかつ、それらは屋外に設置されていて、鉄筋造の建物内部で受信できる電波の

強度がかなり弱いそうだ。少ないアクセスポイントに多くのユーザが接続し、その上、電

波の強度も弱いという悪条件が重なり、ひどいときには 38kbps 程度の速度しか出ないこと

もあるという。これは通信制限が適用された LTE 回線で一般的な 128kbps よりも遅い。 

 

また、Wi-Fi の 2.4GHz 帯は、そもそも利用できる帯域幅が狭い上に、電子レンジなどほか

の機器と共用する帯域であるため、常態的に混雑が発生しがちだ。同寮においても、2.4GHz

帯の混雑を避けるために、個人のスマートフォンを Wi-Fi 親機のように使う、いわゆるテ

ザリングを禁止している。しかし、前述のとおり、既存 Wi-Fi の通信速度が非常に遅いこ

とから、こっそりテザリングを使うケースが後を絶たないという。 

 

このように、ある場所に多くの人が集まり、その人たちがそろって Wi-Fi を利用するケー

スは、なにも学生寮に限らない。たとえば、工事現場やイベント会場などで、一時的な利

用のために構築したネットワークも同様の特性があり、利用の集中による混雑は起きてし

まう。 

 

そこでチームでは、このような課題を解決しうるものとして、Wi-Fi メッシュネットワーク

（無線アクセスポイント群が連携して広範囲に広がる多数のユーザをカバーする構成）に

注目し、そのアーキテクチャに基づいてネットワークの構築にチャレンジした。名称を

Messiah-Net という。 

 

Messiah-Net では、国内外を問わず入手が容易で、価格も 5,000 円前後と手頃な Raspberry 

Pi を用い、個々の Wi-Fi アクセスポイントを作る。Raspberry Pi では一般的な Linux が稼

働しているので、モニタリング、ログ解析、通信制限など独自機能を追加しやすいという

メリットもある。無線に関する機能は、USB インターフェースに無線 LAN アダプタを接

続する形を採用した。これは設置後の運用のしやすさを考慮した結果とのことだ。 

 

技術面での特徴には、各無線アクセスポイントを ad hoc モードで利用すること、ルーティ

ングプロトコルに OLSR（Optimized Link State Routing）を用いること、などを挙げた。
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前者の ad hoc モードは、いわゆる Wi-Fi 親機を介すことなく、Wi-Fi 子機だけで相互に通

信する形態を指す。メッシュネットワークでは、特定の親機を設置せず、無線アクセスポ

イント同士が対等に通信することになるので、このモードが用いられる。また後者の OLSR

はフラッディングを効率よく行えるルーティングプロトコルとして知られる。フラッディ

ングとは、同じパケットを全ての対象に対して一斉送信することだ。メッシュネットワー

クでは多数の無線アクセスポイントが存在するため、それらにルーティング情報を効率よ

く送り届けられることは都合がよい。 

 

チームでは、設置する学生寮の実地調査を行った後、まず校舎内で実証を行い、改善点の

洗い出し（無線 LAN アダプタやチャネルの配分方法、無線アクセスポイントでの中継回数

とスループットの関係、ゲートウエイの負荷過大などが判明）や機能追加を行った。そし

てその後、学生寮でのネットワーク構築実験に取りかかった。 

 

学生寮でのネットワーク構築実験は、3 台の Raspberry Pi と 1 台のゲートウエイ機を使用

して行われた。参加した 3 名のユーザからは、既存の Wi-Fi より高速との評価が得られた

そうだ。ただ、スループット測定では下り 2.0Mbps、上り 6.4Mbps 程度との不十分な結果

になり、寮内の Wi-Fi チャネル混雑が原因ではないかとチームでは推測している。発表で

はほかに、実験環境で実機を動作させる様子を収めた動画も披露された。 

 

発表後の質疑応答では、「Q:今後どのように展開したいか？」「A:実スループットや運用の

しやすさなどを改善して実際に学生寮へ導入したい」、「Q:Raspberry Pi は個別に設定する

のか？」「A:expect とシェルスクリプトを活用して 10 台程度を一括設定できるようにして

いる」、「Q:ルーティングはホップ数だけで決まるのか？」「A:ホップ数のほかコストも参照

している」、「Q:OLSR で足りないところはあったか？」「A:ノード配置によってはフラッデ

ィング効率がよくないときがあり、別のプロトコルを検討する必要があるかもしれない」

などのやりとりが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

写真 19 発表する Udon_Internet チーム 

     

写真 20 開発した実機を持参して説得力アップ 

 

 



-21- 

 

■発表順 10 - 九産好いとーよ 

 

九州産業大学の学生で構成する九産好いとーよチームの発表テーマは「最適な環境で勉強

ができるシステム」だ。大学で講義を受けているとき、暑い、寒い、臭い、乾燥する、と

いった不快な感覚を覚えた経験から、このテーマに至ったそうだ。確かに気温ひとつを見

ても、大学の講義室などでは個人宅のようなきめ細かい調整がしづらく、またその広さゆ

えに室内の気温差が生じやすい。 

 

チームでは、このような不満を解消して学習の効率を上げるには、講義室の環境を可視化

することが大切だと考えた。その考えの下、設置したセンサ群で室内の環境を表すパラメ

ータを計測し、それを可視化するシステムを実装することにした。また本システムは、学

生が自分に最適な学習環境を探し出す目的のほかに、空調管理者がその空間環境の詳細を

把握するためにも使えるようにした。 

 

システムは、5 種のセンサ（温度・湿度・気圧センサ、臭気センサ、CO2 センサ）を装着

した Raspberry Pi、そのセンサ搭載 Raspberry Pi からの Wi-Fi 接続先になりデータのとり

まとめを行う中継サーバ（Raspberry Pi を無線アクセスポイント化）、送出されたデータを

蓄積して可視化するクラウドサーバ（Web サーバに Apache、DB に MariaDB を使用）の

3 つで構成される。 

 

今回のチャレンジでは、ターゲットを九州産業大学の 12108 番教室に絞った。この講義室

には、3 人掛けの机が 4 列×11 行（ただし左端列は 10 行、右端列は 9 行で、それぞれ教卓

側に机のない部分あり）に並べられており、各机には電源コンセントと LAN ケーブル挿入

口が 3 つずつ設けられている。このうち、各列前側から数えて 9 つの机を 3-3-3 に分けて 3

つのグループと見なし（ただし左端列は 2-3-3、右端列は 1-3-3 と分ける）、それぞれの中央

付近に 5 種のセンサを装着した Raspberry Pi を計 12 台設置する。 

 

これらのセンサから得られた情報を可視化する Web アプリケーションはクラウドサーバ上

に置き、学生用画面と空調管理者用画面を用意した。 

 

学生用画面では、講義室内の机配置を描いたマップの上に、机のグループを単位として、

現在の温度、湿度、不快指数をリアルタイム表示するとともに、授業中の温度予測を示す。

ほかに、講義室全体の温度、湿度、気圧、CO2 濃度、臭気の値と、その善し悪しの評価を

表示する画面も用意されている。 

 

また、空調管理者画面では、講義室全体の現在の測定値と、講義室を利用した学生の評価
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（通常は授業後に入力するため前コマ授業での評価）を確認できる。さらに、日付と時間

を指定して過去のこれら情報を検索して、それぞれの値を呼び出すことができ、温度と湿

度についてはグラフでも確認できるようにした。 

 

冬のある日の実験では、授業開始から 30 分が経つころから教室内に気温差が表れはじめ、

着席者がいない席や窓際の席は 24～25 度台のままなのに、着席者がいる席は 26～27 度台

へと気温が上昇した。そして、授業開始から 85 分が過ぎたころになると、中央付近の一部

の席では 28～29 度台を示すようになった。当日は空調が稼働していなかったが、最終的に

同じ室内で 3 度程度の気温差が生じた。 

 

また、湿度に関しては学生が密集する席では上昇する様子が見られ、気圧や臭気センサ（ア

ンモニアセンサ）は変化が見られなかった。CO2 については、40 名が教室内にいる状態で、

1 時間経過後に 1,500ppm に達して換気が必要な値になった。そこで 5 分間の換気をしたが

40 分後にはまた 1,500ppm に達してしまい再換気が必要になったそうだ。 

 

チームでは今後、本システムをさらにブラッシュアップして、オフィスや会議場へ適用し

たり、おすすめ座席の提示機能を追加したりしたいとのことだった。 

 

審査委員や来場者と質疑応答では、「Q:空調管理者の反応はどうだったか？」「A:まだ聞け

ていない」、「Q:センサの較正どのように行ったか？」「A:同一の環境で動作させて大きく外

れるものを除外した」「Q:それだとおそらく較正できていないので適切に較正したほうがよ

い」「A:分かった」、「Q:不快指数はどのように測定したか？」「A:気温と湿度から計算して

求めた」、「Q:欠測やセンサ増設には対応できるか？」「A:今後の課題だ」などのやりとりが

なされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

写真 21 発表する九産好いとーよチーム 

     

写真 22 分かりやすく魅せる発表も評価につながる 
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■発表順 11 - Innovative JECreators 

 

Innovative JECreators チームは「社員の栄養バランス、社員食堂の残食を可視化し自然環

境を整える『For Green』の開発」をテーマに掲げて発表した。 

 

3 名のチームメンバは皆、勉学に励みアルバイトもしながら、ひとり暮らしをしている。そ

んな 3 名には共通する悩みがあった。それは、自炊が十分にできず食事のバランスがわる

いこと、授業とバイトの狭間で食事の時間が不規則なこと、それらのせいで買った食材を

無駄にしてしまうこと、などだ。 

 

そのような自分たちの悩みを出発点に、ひとり暮らしの食について調査してみたところ、

自分の健康に関心がある人は 80%と多いが、そのために何か取り組んでいる人は 50%に限

られることが分かった。また、社会人に対する聞き取りで、「昼食は作業しながらおにぎり

で済ませる」（30 代女性、アニメ業界）、「自炊しているが作りすぎてしまうこともある」（30

代男性、事務職）といった声も聞けた。 

 

チームはまた、いま社会問題となっている食品ロスについても調査を行った。その結果、

日本全体で約 1,561 万トンもの商品が廃棄され、そのうち食品ロスが 643 万トンにおよぶ

ことが分かった。この量は、世界全体で援助に使われる食品の約 2 倍の量に相当し、環境

にも大きな負荷となっている。 

 

これらミクロとマクロの 2 つの視点を融合させ、チームは「健康に働きたいが食事のバラ

ンスがうまくとれていない社会人」をおもなユーザに設定して、食事に意識を向けさせる

と同時に、食の源泉となる自然の恵みを守ることに寄与するアプリスイートを開発するこ

とにした。 

 

開発したアプリスイートは、食事内容から社員の栄養バランスを教える Sunshine（社員向

け）、社食の人気メニューや残食量を分析する Ground（会社労務部向け）、残食から生じる

CO2 量や海水温度などをサイネージ表示して啓蒙する Ocean（全員向け）の 3 つで構成さ

れる。単なる栄養管理アプリではなく、環境への影響も意識しながら、自然に社員が自分

の食生活を考える機会を提供する、という設計思想が特徴的だ。 

 

社員向けの Sunshine では、その日に摂取した社食メニューの記録と栄養バランス評価（赤、

緑、黄の 3 群で分析する 3 群点数法を採用）の表示、過去の食事内容の閲覧と栄養バラン

ス評価の表示、健康診断結果（身長、体重、胸囲、肥満度、BMI、血圧など）の登録およ

び昨年の結果との比較などを行うことができる。 
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会社労務部向けの Ground では、社員情報の登録、社食メニュー情報（名称、区分、3 群そ

れぞれの点数とカロリー、画像など）の登録、メニュー別喫食数の表示（日毎、週毎、月

毎、年ごと）、残食量の表示（日毎、週毎、月毎、年ごと）などを行うことができる。この

うち残食量については、独自開発した IoT デバイス（残食の重量をロードセルで測定して

結果をサーバに送信する機能を備えた Raspberry Pi ベースの装置）を使用して測定する。 

 

また、全員が利用する Ocean は、いわゆるディジタルサイネージを中心に構成される。サ

イネージ本体は社食の入口などに設置し、社食利用者に向け、食と自然環境の関わりに関

するリアルタイムな情報を提供するイメージだ。たとえば沖縄の会社であれば、サンゴ礁

のライブ映像、社食で昨日出た残食の量、それにより排出される CO2 の量、気象庁等のデ

ータから得た昨日と今日の海水温などを表示して社員への啓蒙を図る。 

 

チームでは、このサービスが企業に広がり、健康を意識した働き方が実現すると同時に、

身近な環境問題や社会的責任への意識が高まることを期待しているとのことだった。 

 

発表後の質疑応答では、「Q:今月最もカロリーの高い食事をした日が分かるとよいのでは？」

「A:検討する」、「Q:自身でシステムの恩恵を感じたか？」「A:厳格に管理する訳ではないが

野菜が少ないなあと振り返ったり、残食を出さないよう注文したり、自然に意識できるよ

うになった」、「Q:1,000 名を超えるような大企業でも使えるか？」「A:いまは 300 名程度を

想定していて、それ以上は確認できていない」、「Q:重量測定は出来合いの装置で可能では？」

「A:自分たちの手でセンサ制御など一からやってみたかった」などのやりとりが行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

写真 23 発表する Innovative JECreators チーム 

     

写真 24 スクリーンを確認しながらていねいに説明  
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■発表順 12 - TOM_thon 

 

いくつもの個性的な離島が旅行者を魅了する八重山地域。そこでは、高速船やフェリーが

石垣島と各離島を結び、公共交通としてきわめて重要な役割を担っている。 

 

一般的に、船舶の運航可否は天候や海況に大きく左右されるが、それは八重山でも変わら

ない。朝の運航が始まる前、あるいは、運航が始まった後であっても、危険な天候や海況

と判断されたら、航路ごとに欠航の判断が下され、窓口やホームページで案内される。 

 

このような形で安全を第一とする離島航路の運航形態は、運航会社にとっても利用者にと

っても合理的なものだ。その一方で、遠方からの旅行者にしてみれば、特に台風接近時な

ど、目的の離島へわたれるかどうか当日まで分からず困惑してしまうのも事実だろう。 

 

「ならば、降水確率のように、せめて欠航確率をパーセントで示せないだろうか？」 

 

そう考えた TOM_thon チームは、AI 技術を活用して、タイトルどおり「船の欠航予測を確

率で表示するシステム」を開発することにした。 

 

開発したシステムでは、天気情報サイトの Windy から、波高、うねり、気温、風速、最大

風速の時系列データ（Windy による 10 日分の予測を含む）を、安永観光のホームページか

らその日の欠航情報を、それぞれ取得する。取得したデータは、未処理のまま、あるいは、

標準化、正規化のいずれかを施して用いる。 

 

候補となるモデルには、ランダムフォレストと勾配ブースティングを使用した。これらを

ハイパーパラメータで調整して、もっともよいモデルを選択する。そうやって選択したモ

デルを、誤差を反映した後に、最新データを用いての予測に供した。 

 

開発したシステムは Web アプリケーション化されており、それを使ったデモが発表のなか

で披露された。予測の対象は石垣港と西表島の上原港を結ぶ航路で、システムはこの日 2019

年 12 月 10 日の欠航率を、石垣港発が 96%、上原港発が 100%と予測した。しかし、安永

観光のホームページでこの日の運航状況を確認すると、石垣港発も上原港発も運航してお

り、見事にはずしてしまう結果になった。 

 

はずれた理由についてチームは、学習に 2019 年 10 月 22 日以降のデータしか使用しておら

ず、学習に使用するデータの不足が十分な予測精度に至らない主因と分析した。また、こ

の結果と間接的に関係がありそうなこととして、前日の 9 日は同航路が欠航していたこと、



-26- 

 

9日に確認した 10日の予測で上原港発が欠航率 98%ながらも誤差が 25%と大きかったこと、

この日の安永観光の運航状況案内に「全便運行を予定しておりますが今後欠航する場合が

あります」とあり事業者の努力でギリギリの運航がなされていると思われること、などを

指摘した。 

 

チームは一連の開発工程を振り返り、Web サイトからのデータ収集が案外大変だった、機

械学習のモデル選択と結果の正しさの検証にとても苦労した、などの点を挙げた。今後は、

船舶運航会社へのヒアリングを通して、欠航確率表示の適切性などについても検討を重ね、

サービスとして公開したいそうだ。また、欠航確率以外で旅行の際にほしい情報を学内ア

ンケートでたずねており、その結果も反映させたいということだった。 

 

審査委員や来場者との質疑応答では、「Q:学習用のデータは何ヶ月分収集できたか？」「A:

過去データの参照可能期間が限られていて、10 月 22 日からの 1.5 カ月分にとどまった」、

「Q:モデルについてもうすこし詳しく聞きたい」「A:安永観光には 7 航路があり、その往復

なので 14 の往来がある。これの 10 日分、つまり 140 個のモデルを作り学習させた」、「Q:

上原航路以外の予測はどうか？」「A:100%の精度で予測できた航路もある。上原航路は学

習した期間がほとんど欠航で、特に予測が難しかった。データ数が増えれば解決するだろ

う」、「Q:Windy 以外のデータも参照して総合的に判定することは考えたか？」「A:検討した

が時間が足りず実装には至らなかった」、「Q:上原航路は欠航に引っ張られ過ぎているので

ラプラススムージングのような独自の重み付けがあってもよかった。しかしなぜ、あえて

外れたものを例に取り上げたのか？」「A:完璧ではないことを伝えたかった」、「Q:もしデー

タに風向が含まれていないなら、船舶運航関係者の意見を聞き重み付けした上で取り入れ

ると、予測精度が大きく上がるのでは？」「A:貴重なアドバイスに感謝する」、「Q:精度の変

化が定量的に分かるとよい」「A:承知した」 

 

 

 

    

写真 25 発表する TOM_thon チーム 

      

写真 26 旅行計画で欠航率予測が役立つ場面を寸劇で紹介 

 

 


