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The 19th programming contest was held in Iwaki, Fukushima in October, 2008. We give this paper 
about a system construction and use of the competition section of the 19th programming contest for a 
purpose of succession of system development. However, the game section gave up enforcement by the 
trouble of the play system and performed a rematch at the future. We conducted a rematch using Internet. 
The game system inflected with VPN and virtual System, various communication tools for Security 
retention. 
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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1)）がある．このうち第19回プロ

グラミングコンテストは福島高専を主管校として，平成

20年10月11日12日の両日，いわき明星大学で開催された．

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．昨年度は津山市で石垣を組み

立てる競技システムが開発された2,3）．このときは，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を行った．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なった． 
19回大会においてもこの点はあまり改善されず，開発

は福島高専を中心に行う事となった．ただし，今回は福

島高専の学生ではなく，卒業生を中心とした開発チーム

が開発を委託され，そのメンバーを中心に開発が進めら

れた．そのため本番会場でのテストに十分な時間を取る

ことができず，競技の運営システムに不具合が発見され，

本選期間中での競技の実施を断念せざるを得なかった． 
それに伴い，第19回大会の競技部門については再試合

を実施することになった．再試合ではインターネットを

活用した対戦を行った．本稿では，再試合を行うに至っ

た経緯と，再試合の実施に関する検討，実際の再試合の

運営等について報告する． 

 
２．競技の概要とシステムの不具合 

第19回プロコンの競技は「フラっと収集車」という競

技である．これは、図1のようなマップ上のチェックポイ

ントを，いかに効率よく巡回するかを競う競技であった．

チェックポイントには特産品が置かれており，できるだ

けたくさんの特産品を集めてゴールに運ぶ事を目的とし

ている．各参加チームは主催者の用意したPCを操作する

ことにより各自のコマ（収集車）を動かし，その内容を

主催者側のサーバで集計するものであった． 
1回の競技には6チーム～10チームが参加し，それぞれ

のチームがチェックポイントの荷物を取り合うことにな

る．他のチームと取り合いになった場合は，（上限があ

るが）希望数をそれぞれのチームに配布する．もし配布



 

する荷物が足りない場合は按分により，分配する．ただ

し，荷物を積めばそれだけ収集車の燃費が悪くなり，エ

ネルギーをたくさん消費してしまう．このあたり，他の

チームの動向を見ながらゴールを目指すことになり，1
チームだけでの最適解がそのままゲームの最適解とはな

らない． 
本選は2日間で行われるが，参加者より2日目の朝に，1

日目の按分部分の集計結果について疑義がある旨の申し

出があった．そのため，競技の実施を中断し，サーバ側

のログを確認したところ，一部の試合の集計結果に誤り

が発見された． 
その後，サーバシステムのデバッグを試み間違い部分

を見つける事ができたが，今度はデータベースシステム

の不具合が発生し，本選期間中での確実な競技運営は困

難であると判断せざるを得ない状況となり，本選での試

合は無効とすることとなった． 
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図１ 競技画面 

 
３．再試合の検討 
本選期間中の競技の実施を断念したことに伴い，第19

回プロコン委員会では競技参加チームによる再試合を行

うことになった． 
再試合の実施については，次の項目を重要と考えた． 
・本選参加の全チームが参加できるよう最大限配慮す

る。 
・本選で予定していた競技ルールからの変更を最小限

にする。 
これらを実現するために、第19回プロコン委員会では、

本選と同様に参加チームが1か所に集合する場合とイン

ターネットを経由して仮想的な環境を用意する場合につ

いて検討を行った。たたし，インターネットを利用する

場合は，一般的な攻撃やシステムのバグを悪用した不正

が十分考えられた． 
最初関係者全員が一箇所に集まることが可能かどうか

の検討したが，1000万円以上の費用がかかること，各チ

ームの日程調整が事実上困難な事が分かった．これらの

情報をもとに，同時に競技部門担当委員によるミーティ

ングや実証テストを繰り返して可能性を探った．その後，

チーフミーティングで議論し，実際に集まることは経費

の問題もあり，参加チームのスケジュール調整に関して

も困難と判断し，インターネット経由で行うこととなっ

た． 

 
４．再試合システムの開発 
インターネット経由での対戦を行うに当たり，本選用

に開発された競技システムをベースに改良するか，全く

新規に開発するか検討を行ったが，新規に開発した場合

は，短期間の開発となり本選用システムのクオリティと

同等以上のものの開発には大きなリスクがあると考え，

本選用システムを改良することとした．ただし，本選期

間中のシステムの不具合を補償する意味でも，競技シス

テムのソースコードレベルでのデバッグ・十分なテスト

ランに加えて，集計結果等を検証するシステムが必須と

考え，別途新規に開発を行うことにした．検証システム

については，本選用システムの開発には直接関与してい

なかった第19回プロコン委員の徳山高専 重村氏を中心

に，再試合用競技システムの開発とは独立して行うこと

となった． 
つづいて，参加チームの参加方法について検討を行っ

た．元々の本選用システムは，図2のように元々サーバク

ライアント形式をとっていた．この入力用PCを参加者側

のPCで置き換えることも検討したが，入力用PCの環境が

統一できないことから次のような問題が懸念された． 
・入力用クライアントソフトウェアの動作保証ができな

い． 
・入力用PCと競技サーバの時計の同期が困難である． 
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図２ 本選用競技システムの構成 

 

これらを解決する手法として，今回の再試合では，主

催者側で入力用PCを用意し，参加チームはリモートデス

クトップで接続して入力用PCを操作することにした． 
しかし，リモートデスクトップ(TCP:3389)での校外へ

の通信が許可されている高専は少ないことも予想され，

またセキュリティの観点からも直接入力用PCにインタ

ーネットから接続することは好ましくない．そこで，VPN
による参加チームから競技システムへの接続を行うこと



 

にした．特殊なVPN装置やプログラムが必要な場合は，

対応できない参加チームが多くあることが懸念されたた

め，今回は通常のWebブラウザから利用でき，Javaのエ

ージェントで動作するSSL-VPNを利用することにした．

SSL-VPNには，SSL-ExplorerのCommunity Edition4)を用い

た. 

さらに，再試合に全チームの参加を目指すためには日

程の調整が重要であった．基本的に放課後の時間しか使

えないが，学校によっては定期試験や学校行事のため，

各参加チームが参加可能な日時を事前に調査し，それに

基づいて対戦可能な組合せを組んでいくこととなった．

それでも準決勝や決勝では，試合日時の設定が困難であ

り，参加チームには日程調整の協力もお願いせざるを得

なかった． 
これに加えて，参加チームが試合の進行状況を確認で

きるように情報提供システムとリプレイツールの提供を

行った．情報提供システムは，元々の本選用システムで

の情報提供サーバをそのまま用い，リプレイツールは先

に述べた新規開発の検証システムそのものである． 

そのような調整の結果，1回戦7試合を11月25日～12月9
日に，準決勝3試合を12月8日～10日に，決勝戦1試合を12
月10日に実施した． 

 また，競技進行のための各参加チームと運営側の連絡

のためのツールとして，チャットシステムを用意した．

これはXoopsをベースとして，第19回プロコン委員の弓

削商船高専 長尾氏が開発した． 

６．再試合の運営 
実際の再試合での各試合は，基本的に次のような流れ

で進めた． 
なお，入力用PCについては，実機のPCを維持管理する

のではなく，VMware Server 2.0およびVMware ESXi 3.5
による仮想化により実現し，SSL-VPNサーバおよびチャ

ットシステムを合わせて1台の物理サーバにより構築し

た5)． 

1) 試合開始1時間前までに試合で使用するサーバ類の

URLを参加チームに連絡． 
2) 試合開始20分前に情報提供サーバから問題公開． 
3) 試合開始までに，SSL-VPN経由のリモートデスクト

ップ接続およびチャットシステムへの認証・接続

を完了． これらのシステムの概要を図3に示す。 
4) 接続・動作確認のためのミニゲームの実施．  

５．再試合の日程 5) ミニゲームの正常終了を確認後，試合の実施． 
再試合の実施に先立ち，まず11月10日～17日に参加チ

ームによる再試合システムへの接続テストを行い，各チ

ームがインターネット経由で再試合に参加可能か確認し

た．学校のネットワークによっては，SSL-VPNを用いて

も接続できないこともあった．各学校の情報センタの

方々にもご協力いただき解決できた例もあったが，解決

が困難な場合は2008年夏からサービスが始まった日本通

信のb-mobile 3Gによる参加を試みるために端末を送付

した．そのため，参加チームによっては何度も接続テス

トを行っていただいたが，結果として海外チームを含ん

でほぼ全チームの参加が技術的に可能であることを確認

した． 

6) 試合終了後，成績の確認． 
7) 翌日までに参加報告書を事務局にFAX送付． 
なお，確実な試合の運営のために次のような対策を行

った． 
再試合用システムは3組用意し，津山高専・福島高専・

有明高専の各拠点に配置した．各試合では，1拠点をメイ

ン会場として用意し，1拠点を同じ準備を行ったサブ会場

とした．残りの1会場はチャットシステムの運用を行うこ

ととした．これは，メイン会場が何らかの障害により機

能しなくなった場合に，競技自身をサブ会場に切り換え

ることを想定しつつ，同時にチャットシステムが機能し

なくなることを避けるためである．各試合でどの拠点の
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図 3 システムのネットワーク構成 



 

７．まとめ サーバを利用するかは参加チームのみに知らせることに

した． 第19回プロコンでは，競技部門の再試合という状況と

なり，主催者側のスタッフとしてあらためて深くお詫び

したい．特に，スケジュール上の問題や学校のセキュリ

ティポリシー上の問題等から，残念ながら2チームが参加

できなかったことは誠に申し訳ないと感じている． 

試合の途中でリモートデスクトップ接続ができなくな

るチームが生じた場合に備えて，チャットシステムや電

子メール，FAX等による操作データを受け付ける準備も

行った．この場合，参加チームは検証用システムを利用

して送信用操作データを作成できるようにした． システムの開発に当たって，セキュリティ対策に十分

配慮した．これはゲームの公平性という観点が最も重要

であるが，ゲームの進行を阻害する要因をいかに少なく

するかということも重要な要素であった．外部からの妨

害要素をどれだけ低減できるのかに腐心し，システムそ

のものやDNSの多重化や，拠点を分散させてリスクの分

散を行った． 

また，集計結果等の検証用に用意した検証システムを

用いて，再試合用システムを配置した各拠点の他，試合

ごとに設定される審判長等も再試合用システムの集計結

果と検証用システムの結果を確認し，試合の成績の確実

性を保証することにした． 
運営側では，再試合用システムを配置した3拠点の他，

審判長やサポートスタッフがリアルタイムで連絡を取り

合う必要があった．チャットシステムはもちろん関係者

全員が確認はするが，準備段階から綿密な連絡を取るた

めに，高専機構本部の契約するテレビ会議システムを借

用した． 

再試合自身は，海外からの参加を含めて懸念されたシ

ステム上のトラブルもほとんどなく，概ね順調に実施で

きたと考えている．また、再試合用システムは、有明高

専に設置していたものを保管しており，中国地区高専で

2009年3月7日に実施されたコンピュータフェスティバル

でも利用され問題なく運用できた． 加えて，各拠点のサーバ類には有明高専のドメインを

利用したため，有明高専のDNSサーバにはIPS(不正侵入

防止システム)も一時的に設置した． 
今回の経験を糧に今後の高専プロコンの発展に寄与で

きれば幸いである． 
再試合における試合中のメイン会場の様子を写真2に

示す。 
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図４ システムのネットワーク構成  
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