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We give this paper about a system construction and use of the competition section of the 18th 
programming contest for a purpose of succession of system development and operative know-how. By 
the competition entitled "Ishigaki Koumuten," a successful team wins in blocking up a wooden frame 
likened to a stone wall in peace (actually, wooden) without a gap. To carry out the competition, a 
processing that an apparatus cooperated with a human being thickly is necessary such as performing 
acquisition of the peace by a bid on a network and distributing really the piece knocked down by the 
each team. We introduce the competition contents and the system summary, then describe how come 
true and managed it mainly on a characteristic and a point to keep in mind. As this competition is 
interesting for both a contestant and a watching games person, the competition system developed by us 
is reused at most other places than the contest of the public performance. 
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1．はじめに 

高専生を対象とした全国規模のコンテストとしてロボ

ットコンテスト（通常ロボコン）とプログラミングコン

テスト（通称プロコン）がある．このうち第18回プログ

ラミングコンテストは津山高専を主管校として，平成19
年10月6日7日の両日，津山文化センターで開催された．

プログラミングコンテストは自由，課題そして競技の3
部門から構成されている．自由部門と課題部門は毎年基

本的な運用方法に変更がないため，各会場に合わせた配

置を調整することで実施可能である．これにくらべ競技

部門は毎年テーマが変更され，そのつど運用システムを

構築しなければならない．過去の多くの大会では全国プ

ログラミングコンテスト委員会の競技部門担当がシステ

ムを作成し，主管校が運用を行うスタイルで開催を行っ

てきた． 
過去の例として，第13回大会では石川高専がシステム

の開発を行った報告1)がある．今回の津山大会ではルー

ルや運用方針の概要は全国プログラミングコンテスト委

員会がとりまとめるが，実際の競技システムの開発や運

用を津山高専が主体となって開発することとなった．こ

のスタイルは開催地の独自性を生かしたシステム開発が

可能なこと，大会前に十分な調整時間をとることができ

るというメリットがある．反面，開発や運用のノウハウ

が継承されないため，開催地に過度の負担を強いること

にもなる．本論文では，この競技部門用に開発した「石

垣工務店」と呼ばれる競技を行うための支援システムに

関して報告を行う． 

 
２．競技概要 

２．１ 競技ルール 

今回の競技テーマは，津山城の有名な石垣を題材とし

た「石垣工務店」2)に決定された．この競技は，図１に

示す石垣枠に見立てた木製のボード上に石にみたてた

様々な形のピース（実際には木製）をはめ込んで，でき

るだけ隙間無く埋めることで頑丈な石垣を作ることが目

的である．ただし石垣の作成に使用するピースは自由に

使えるのではなく，ネットワーク上のオークションサイ

トで入札し，他のチームよりも高い価格で落札しなけれ

ば使用することができない．当然定められた所持金以内

で入札価格や購入の優先順位を決める必要がある．また，

オークションに出されているピースには数に限りがあり，

低落札価格も定められている．他チームの入札価格を

公表しない非公開方式のオークションで入札を受け付け，

申し込み締め切りと同時に他のチームとの値段が比較さ



 

れ，どのチームが落札できたのか決定される．その情報

が公開され，高い価格をつけたチームから落札となる． 
このような入札が1回戦は4回，準決勝は5回，決勝では

7回行われる．もし同じピースを複数のチームな同じ値

段・同じ希望順位で入札した場合，関係するチームだけ

による再入札が行われるが，ルールが少し複雑なため詳

細は割愛する． 
ネットワーク上で落札された石は実際のピースとして，

各チームに配布されステージ上で組み上げることになる．

この配布作業も短時間でしかも間違いなく行う必要があ

り， 終的にピースを受け取ったチームが枠のなかには

め込んでその完成度を競う． 
 これらの競技を支えるために，入札システムや入札

結果を全てのチームに公開する情報公開システム，石垣

に見立てた木製のピース，組み立てる石垣枠等が必要と

なる．これらをすべて津山高専が設計し製作した． 

 

  
図１ 石垣枠と石垣ピース 

 
２．２ 競技用の石垣・石垣枠 

競技はコンピュータとネットワークを利用して入札を

管理するバーチャルな世界と，実際に木製のピースを配

布し枠上に組み立てるリアルな世界の両方で構成される．

初に，実際に組み立てに使用する石垣ピース（以下単

にピースと呼ぶ）と石垣枠（以下単に枠と呼ぶ）の製作

について説明する．  
競技は図2に示すようなピース（[A]～[W]の23種類）を，

図3に示す枠に並べることで行われる．この競技で使用す

るピースおよび枠は，この競技独自のものであり，もち

ろん販売などされていいない．そこでそれぞれ素材の選

択から設計，加工，組み立て方法の検討を行う必要があ

った． 初にピースの素材に関して検討を行った．競技

で使用するピースには以下のような条件が求められる． 
・複雑な形状に加工できること． 
・ピースの形状が容易に変化しないこと． 
・20段程度積み重ねても壊れない堅牢性をもつこと． 
・正確に組みつけるだけの精度で加工できること． 
・人間の力で容易に脱着可能な「あそび」が確保でき

ること． 

・10個程度は簡単に持ち運びができる重量であること． 
以上を議論した結果，ピースは木製がもっともふさわ

しいと考えた．ただし，天然の木材は値段が高くしかも

加工が難しいため，中密度繊維板(MDF: medium density 
fiberboard)と呼ばれる木質繊維を原料とする成型板（フ

ァイバーボード）を使用することとした．津山市ではこ

のMDFを使用して家庭用・業務用の家具を多品種少量生

産しているメーカ3)があり，加工や組み立てに関して多

くのノウハウがあった．そこで，このメーカと共同で競

技システムを製作することとした．このメーカと津山高

専は以前から共同研究を行ってきており，意思疎通をス

ムーズに行う事ができた．その事が今回のシステム開発

にとっても大変有益であった． 
ピースは正方形のセル（7cm×7cm:厚さ15m）を単位面

積として，これを1個～15個組み合わせることで23種類ピ

ースを作成する．当初は，NC加工によってピースを直接

整形する工法を検討したが，この方法は加工に時間がか

かり過ぎること，組み付け時の「あそび」の確保が難し

いことが判明した． 
そこで工法を変更しセル同士を図4に示す「ダボ継ぎ」

という技法で接続する工法を採用することとした．この

方法は，各セルの側面に穴を2個開けておき，小さなダボ

と呼ばれる，円筒状の木片を使用してセル同士を接続し，

その後接着剤で固定するというものである．この方法は

一見複雑であるが，メーカに作業に適した工作機械（穴

あけと接着剤の注入を同時に行う）があり，作業が短縮

できることが分かった．また接着強度も十分であり，し

かもうまく「あそび」が生まれることが試作により確認

できた． 
ただし，それでもピースは全部で730個，セル数（単位

正方形）に換算すると5180個にもなり，これをすべて人

間で接続するには2週間程度かかる計算になった．そこで，

23個の形状を分析して， 2個セット，3個セットなど，あ

る程度のセルの固まりを作り，接続面の数が極力少する

ことが提案され，これにより工期を１週間程度に短縮で

きた． 
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図２ ピース形状の一例 

 



 

また，ピースは裏表の区別があるため，切断前に表は

ピンク色の塗装を行った．さらにピース名を区別するた

めに，アルファベットのシールをはり，組み立て多時に

境界が分かるよう縁に黒色のラインを書き込んだ．これ

らの後作業は本校技術職員15名の協力を得て夏休み中に

行った． 

 

 
図３ 石垣枠の形状 

 

 

図４ ダボ継ぎによるセルの接着 

 
石垣枠は，ピースを並べる部分の形状と面積が試合の

進行により異なる．図3の一番上が1回戦（セル数：166），
真ん中が準決勝戦（セル数：222），一番下が決勝戦（セ

ル数：270）で使用される枠である．このように枠の形状

と面積を素早く変更する必要があるため，石垣枠はメイ

ンの茶色いベース部分と面積を変更するためのパネル部

分（青色）の組み合わせで実現することとした．また，

青色のパネルは真ん中で左右に分割されており，持ち運

びが容易に行えるようになっている．これら石垣枠を全

部で9台作成し9コート同時に試合ができるようにした．

また，設置したときに，ピースが組み立てやすいよう20
度の傾斜をつけ，ベース部分には，試合終了後に空き面

積が数え易いように黒色のグリッドを書き込んだ． 

 
３．競技概要 

３．１ 支援システムの概要とメインシステム 
競技では，各チームが必要とするピースを非公開式入

札により決定する入札システムが必要である．この入札

を管理するためのネットワークおよびコンピュータシス

テムを開発する必要があり，専攻科生を中心として津山

高専で1から開発を行った． 
競技の進行はすべて「運用管理サーバ」で制御する．

また競技や参加チームに関するデータはすべて「入札管

理用サーバ」内のデータベースにより管理し，同時にこ

のサーバ上で動作するWebサーバにより，各サブシステ

ムに情報が提供される．このデータを元に競技の進行を

管理するのが「運用管理サーバ」である．競技は，競技

開始から第1回入札開始－第1回入札終了－落札ピースの

計算－第1回開札－第2回入札開始と進行する．オークシ

ョンに出されるピースの形状や個数， 低落札価格など

は試合ごとに異なっている．これらの情報は図５に示す

スクリプト（バトルシーケンスと呼んでいる）を事前に

作成し，このスクリプトを運用管理サーバで実行するこ

とにより，全体のシステムが同期して動作するよう設計

した． 

 

 
図５ バトルシーケンスの一例 

 
第1回目の入札が始まると，競技者は各コートに割り当

てられた「入札用PC（9台）」から希望のピースに優先

# ゲーム設定 

set_game_name １回戦１５ 

infomation １回戦１５ 

# ゲーム作成 

create_game 

# お金設定 

set_money 600 

# チーム設定 

set_node_name team1 = team1 

set_node_name team2 = team2 

set_node_name team3 = team3 

…………… 

# 在庫設定 

set_stock A = 7 lower_price 8 

set_stock B = 6 lower_price 4 

set_stock C = 7 lower_price 3 

…………… 

# メッセージ表示 

msg １回戦１５【待機中】 Please_wait... 

dialog バトルシーケンスを開始します。 

# 第１回入札 

# 待ちページを表示する 

msg 第１回入札準備中... Please_wait_... 

（以下省略） 



 

順位と値段をつけて入札する．一定時間経過後第1回目の

入札が締め切られ，開札となる．落札結果は各「入札用

PC」に表示されると同時に，「情報公開用サーバ」にデ

ータが転送され，WebAPIによりxmlデータと，Webベー

スによるhtmlデータとして公開される．このサーバから

競技者は各自が持ち込んだパソコン（9コートで 大18
台）を使って落札に関する全ての情報を閲覧できる．こ

の情報は試合終了，選手待合室のパソコンにも転送し，

参加者が自由に閲覧できるようにした．これにより，入

札の傾向を分析するなどの戦略を立てるチームも現れた． 
システムのネットワーク構成を図6す．これらのシステ

ムが競技の進行に合わせてどのような動作をするのか順

に説明する．使用したサーバのスペックおよびソフトウ

ェアのバージョンを表1に示す． 

 
表１ サーバに関する情報 

Memorry 4GB 

CPU Pentium III 1.13GHz 

OS FreeBSD 6.2-RELESE4) 

Web Apache 2.2.45) 
PHP:5.2.46) 

データベース MySQL:14.7 Dis. 4.1.157) 

XML ライブラリ libxml2-2.6.228) 

日本語エンコード libiconv-1.9.19) 

 
３．２ サブシステム 

入札を管理するメインシステムのほかに，競技運営を

支援するためにいくつかのサブシステムが必要となる．

サブシステムは「落札結果印刷」「タイマ」「競技情報

表示」「成績入力」の四つがある． 
「落札結果印刷」は，リアル世界の石垣を配送するピ

ース配布係の学生のための出力システムである．「プリ

ンタ管理用PC」に接続されたプリンタに，開札と同時に

その情報がA4で1枚印刷される．この印刷結果をピース

配布係の学生が持ってピースが置いてある倉庫へ行き，

自分の担当するチームのピースを正確に集めて，各コー

トに届ける．このときに，同じ用紙をもう1セット印刷し，

各コートの審判に配布する．これは間違ったピースが配

布されないようするための対策である． 
プリンタの購入に関しては，省電力機能なしの設定で

印刷命令開始から10枚印刷が終了するまでの時間を30秒
以内として機種を選定した． 

「タイマ用PC」は競技の進行状況をしめすテロップを

表示し「時計」「入札中」「再入札中」などの情報をプ

ロジェクタへ映し出すサブシステムである． 
「競技情報表示用PC」はオークションに出されている

ピースの種類や個数，落札価格や各チームの持つピース

の数など，競技に関するすべての情報を表示するサブシ

ステムである．この画像のビデオ出力をプロジェクタへ

接続し，コート上の大型スクリーンに映し出すことで競

技の進行を補助する．オペレータが司会の指示により，

適切な情報に切り替えて競技進行を盛り上げた． 
「成績入力用PC」は，競技終了後審判から提出される

審判用紙のデータを入力し， 終的な順位を決定する．

これらシステムの様子を図7に示す． 

入札管理用サーバ

入札用PC1

情報公開用サーバ

運用管理サーバ

成績入力用PC

タイマ用PC
競技情報表示用PC

プリンタ管理PC１

プリンタ管理PC２

落札結果印刷用
プリンタ ×2台

プロジェクタ

競技者PC ×２

×９コート

×９コート
ルータ

HUB

 
図 6 技システムのネットワーク構成 



 

 

 

図７ 運用中の競技システム 

 
４．競技運営 
４．１ 競技の運営体制 

競技全体を円滑に進行するためには，ハードウェアと

ソフトウェア以外にも，多くの工夫が必要である．ここ

では競技の進行全体を次の三つの段階に分け，それぞれ

の段階で円滑な運用を行うための工夫を報告する． 初

の段階が選手招集から競技開始までであり，選手のスム

ーズな誘導が求められる．次が競技中のサポート体制で

ある． 後に競技が終了し，成績の計算・順位発表であ

る．なお，競技の運営には教職員24名，学生40名，カメ

ラスタッフ10名以上があたった． 
４．２ 競技開始まで 

競技に参加する選手は，招集があるまで2カ所の控え室

で待機している．競技会場裏に選手の 終待機場所を設

置し，招集担当者がトランシーバなどを利用して，選手

を控え室から待機場所に案内する．選手が集まったチー

ムには各チームに割り当てた色のゼッケン番号を渡す．

この色とコート番号の色を一致させて，入場時の混乱を

防いでいる．競技に必要となる事前資料を配布して，コ

ート別に整列させて入場を待つ．選手の入れ替えを効率

的に行うために，ゼッケンを2セット用意し，ゼッケンの

回収と配布がスムーズに行えるよう人員を配置した．こ

こは教職員2名，学生4名が担当した． 
また，参加者が会場で使用するパソコンにはあらかめ

決められたIPアドレスとパスワードを配布した．これら

の情報が正しく設定されてないと，情報公開サーバにア

クセスできないため，予行演習を含め，十分にチェック

しておく必要がある． 
４．３ 競技中の支援 

競技全体の進行は司会者と運用管理サーバのオペレー

タが連携して行う．また各コートにはコート審判を配置

し，各チームの準備が整っているかどうかのチェックを

行う．すべてのコートの準備が完了すると競技開始とな

る． 
競技が開始され，落札結果が公開されると，それらの

情報はすべてプリンタで印刷される．落札結果は2セット

印刷され，1セットはピース配布係がピースを集めるのに

使用し，もう1セットは各コート審判に渡され，運ばれて

きたピースのチェックに利用する．全コートで正しいピ

ースが揃った事が確認できると，ピースが選手に渡され

る．なお，コート審判・ピース配布係は2チーム準備し，

おおむね2試合（1時間程度）で交代してお互いに休憩が

取れるようにした． 
以上の様子を図8および図9に示す． 

 

  

図８ ピースを集めるピース配布係 

 

  
図９ 競技風景 

 
４．４ 競技終了後 

競技が無事終了すると，各チームの点数をカウントし

なければならない．基本的にできるだけ隙間なく埋めた

チームが上位となるが，隙間の数が同じ場合はさらにい

くつかのルールにより，順位が決定される．その判断に

必要なデータを審判が計測し，審判用紙（図10）に記入

する． 
ただし，このとき数を数え間違えると公正な判断が行

えないため，3重のチェック体制でミスを防いでいる．ま

ずはサーバに保存されている，各チームが落札したピー

ス情報を競技終了と同時に印刷し，コート審判に渡す．

この情報と枠上で使用していないピースから，枠上の有

効ピース数や面積が計算できる．次に，盤面上のピース

数を数え，先ほどのデータとチェックを行う．また，空

き面積を数え，その面積に関してもチェックを行う．



 

後に競技者に，測定結果に間違いがないことを確認しサ

インをもらうことで，チェックが完了となる． 
この審判用紙を本部の成績入力用パソコンで入力し，

結果表示待ちとなる．この入力も2回チェックを行い，間

違いがないことを確認する． 後に司会者の合図で，

終結果をプロジェクタに表示して競技が終了する．なお，

万一のトラブルに備えて，各コートの試合結果は全てデ

ジカメで撮影し保存した． 

ピース番号 セル数／１個 ストーン数 セル数
A 1 × ＝
B 2 × ＝
C 3 × ＝
D 4 × ＝
E 5 × ＝
F 5 × ＝
G 6 × ＝
H 6 × ＝
I 7 × ＝
J 7 × ＝
K 8 × ＝
L 8 × ＝
M 9 × ＝
N 9 × ＝
O 10 × ＝
P 11 × ＝
Q 12 × ＝
R 12 × ＝
S 13 × ＝
T 13 × ＝
U 14 × ＝
V 14 × ＝
W 15 × ＝

未使用・無効ピース

合計

競技者確認
（サイン）

以下の結果で
間違いありません

最上部セル数

盤面上の
ストーン数

未使用
ストーン

総ストーン数
判定

落札ストーン数
（プリントアウト）

＋ ＝

落札総セル数
（プリントアウト） 無効セル数 有効セル数

－ ＝
判定

枠総セル数
空きセル数
（選手申請） 有効セル数

－ ＝

予行演習 １回戦 敗者復活戦 ２回戦 決勝
108 166 166 222 270

試合番号 試合

コート番号 高専名

競技者確認
（サイン）

審判採点用紙

以下の結果で
間違いありません

審判氏名(サイン）

 

図１０ 審判用紙 

 

５．まとめ 

今回，第18回プログラミングコンテストの競技部門「石

垣工務店」を実施するために準備したハードウェア，ソ

フトウェアそして運用体制にまで含めた支援システムに

関して報告を行った．競技を開催するのは初めての経験

であったため，多くの問題に直面したが，本校教職員や

学生諸君，そしてプログラミングコンテスト実行委員の

協力を得て，無事熱気あふれる大会を開催することがで

きた．これも現在までコンピュータの分散システムの開

発やサーバの維持管理を行ってきた経験が生かされての

事である． 
また本システムは現在ベトナムにおけるプログラミン

グコンテストの開催が検討されており，今回のシステム

をベトナムで稼働させることも計画されるなど高い評価

を得たと考えている． 
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