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インメモリデータベース Redisを用いたサーバ型学会タイマー 

の開発 
 

緒方大輔†1 PHAM SON TRUONG†1 成 凱†2 

 

概要：学会発表等でスケジュール管理・進行管理が重要である．学会は会場毎にセッション単位で進行し，セッショ
ンごとに発表時間や質問時間を把握するためにタイマーを設置して「学会タイマー」と呼ばれる．実際には遅く終わ
る，早く終わるなどして予定通りには進まず，それが次の発表者の時間に影響し全体の進行状況が大幅に変動してし

まう可能性があり，広い部屋を用いて発表している場合に，時間の進行は聴講者が把握することが出来ない問題点が
ある．そこで，我々は，ネットワークを通して学会タイマーを聴講者に共有する「サーバ型学会タイマー」の設計・
開発を試みた．設計目標は次のように決めた．(1) 幅広い端末に対応するためにブラウザーのみで使えるようにする．

(2) 司会者のタイマー操作を聴講者タイマーにリアルタイムにさせ，時間ズレを生じないようにする．(3) 接続する端
末数やネットワーク・サーバの負荷状況に対応できる高いスケーラビリティを保証する．これらの目標を実現するた
めに，分散システムにおける時間同期，タスク・スケジューリング，JavaScript呼び出しスケジューリング，WebSocket

による双方向通信，負荷分散，リアルタイムメッセージ共有などを考察したうえ，サーバ型学会タイマーKsuTimerを
試作した．本稿は上記の内容について述べたうえ，今後の課題について検討した． 

 

キーワード：学会タイマー，リアルタイムシステム，時間同期，タスク・スケジューリング，JavaScript呼び出しスケ

ジューリング，双方向通信，WebSocket，Redis，リアルタイムメッセージ配信，Pub/Subモデル 

 

Development of an Online Presentation Timer based on IMDB Redis  
 

DAISUKE OGATA†1   PHAM SON TRUONG†1   KAI CHENG†2 

 

Abstract: Nowadays, speech & presentation timers are widely used in social and academic activities. A presentation timer is a 

software utility where time progress is showing in computer screens so that the presenter, chairperson and/or timer operator can 

stay aware of the time left.. In most case, presentation timer is placed near the presenter and audience sitting far or behind others 

can hardly share the time progress status, especially in a wide room. In this paper, we design and develop an online presentation 

timer shared by all people who have network connection to the Internet, no matter they are in the same room or not. The design 

goals include: (1) multiple-device support that requires only web browser installed; (2) precise time synchronization between timers 

of presenter and audience with lowest time drift; (3) High scalability with large number of connections and network/server load. 

In this paper, we explored related technology and possible approaches to achieving the above-mentioned design goals. We described 

the implementation of a prototype and pointed the future improvements.   

 

Keywords: Event timer, Real time system, Time synchronization, task scheduling, JavaScript call scheduling, duplex 

communication, WebSocket, Redis, Real time messaging, Pub/Sub model 

 
 

1. はじめに   

学会発表等でスケジュール管理・進行管理が重要である．

学会は会場毎にセッション単位で進行し，セッションごと

に発表時間や質問時間を把握するためにタイマーを設置す

ることが一般的である．本稿ではこのような学会発表の進

行を把握するために発表者，司会者，聴講者の間で時間を

共有する装置を「学会タイマー」と呼ばれ，時間の設定，

タイマーの起動，一時停止，再開，終了などの操作するこ

とがきる．実際には時間どおりに進行できずに，遅く終わ

ったり，早く終わったりなどしてそれが次の発表者の時間

に影響し全体の進行状況が大幅に変動してしまう可能性が

ある．また，広い部屋を用いて発表している場合は，時間

の進行は聴講者が把握することが出来ない問題点がある． 
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図 1 KsuTimer タイマー操作画面 

Figure 1  KsuTimer’s UI for chairperson/operator  

 

本研究では，我々はネットワークを通して学会タイマー

を聴講者に共有する「サーバ型学会タイマー」の設計・開

発を試みた．タイマーの状態やその制御をネットワークを
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越して聴講者との共有は，ネットワークの混雑状況，サー

バの負荷状態，タイマー同期のタイミングにより影響を受

けるため，様々な課題を解決しないといけない，本研究の

目標は次のように決めた．(1) 幅広い端末に対応するため

に Web ブラウザーのみでタイマーを使えるようにする；(2) 

司会者のタイマー操作を聴講者タイマーにリアルタイムに

共有し，時間ズレを生じないようにする；(3) 接続する端末

数やネットワーク・サーバの負荷状況に対応でき，高いス

ケーラビリティを保証する．これらの目標を実現するため

に，分散システムにおける時間同期，タスク・スケジュー

リング，JavaScript 呼び出しスケジューリング，WebSocket

による双方向通信，負荷分散，リアルタイムメッセージ共

有などを考察したうえ，サーバ型学会タイマーKsuTimer を

試作した．図 1 に示すように，司会者もしくはタイムキー

パーがタイマーを起動，一時停止，大会，中止などの操作

を行え，同じ部屋に入室している聴講者のタイマー画面に

同じタイマーが確認できる．本稿は上記の内容について述

べたうえ，今後の課題について検討した． 

 

2. サーバ型学会タイマー 

学会タイマーは時間進行を把握するために，以下の機能

機能が備える．Open：タイマーオブジェクトを生成する．

タイマーが停止/スタンドバイ状態になる．タイマーの構成

が最初にデフォルト構成になるが，再設定できる．Start：

タイマーをスタートさせる．タイマーが稼働状態になる．

Pause：タイマーを一時停止する．タイマーが一時停止状態

になる．Resume：ターマーを再開する．タイマーが稼働状

態になる．Stop：タイマーを停止する．停止状態になる． 

Close：タイマーオブジェクトを削除する． 

 タイマー操作の動きは図 2 のような状態遷移図で説明

できる．状態としては，𝑞1：停止/スタンドバイ状態；𝑞2：

稼働状態；𝑞3：一時停止状態となっている． 

 

 

図 2 タイマー操作の状態遷移図 

Figure 2 State transition diagram of timer operations. 

  

サーバ型タイマーとは，タイムキーパーが操作している

タイマーの現在状態や操作に伴う状態遷移がリアルタイム

にネットワークに接続しているクライアント（聴講者）に

共有することのできる分散システムのことを指す． 

 

図 3 サーバを介した司会者・聴講者タイマーの同期 

Figure 3 Server-mediated timer synchronization 

 

図 3 はサーバを介して，司会者/タイムキーパーと聴講

者の間でタイマー共有するサーバ型タイマーのシーケンス

図である．ここで，司会者時計，サーバ時計，聴講者時計

はそれぞれ𝑇1，𝑇2，𝑇3とする．司会者，サーバ，聴講者の時

刻は必ずしも一致すると限らない．この時間ズレに加え，

タイマー制御の精度，ネットワークの通信時間，サーバの

処理時間などを考慮しないと，タイマーを正確に共有する

ことが困難である．本研究では，以下の誤差を最小化する

ための技術を検討する． 

(1) 一時停止・再開タイミングにより生じた誤差 

(2) ネットワーク通信による誤差 

(3) サーバ処理負荷による誤差 

(4) クライアント処理負荷による誤差 

 

3. サーバ型学会タイマーの実現 

3.1 JavaScript 呼び出しスケジューリング 

本研究では JavaScript によって制御するタイマーを

JavaScript タイマーと呼ぶ．JavaScript タイマーは JavaScript

の呼び出しスケジューリング機能によって実現している．

関数をすぐには実行させず，ある時点で実行することは 

“呼び出しのスケジューリング”と呼ばれる．JavaScript で

はそのための 2 つのメソッドがある，つまり，指定時間経

過後，一度だけ関数を実行する setTimeout メソッド，各実

行の間は指定した間隔で定期的に関数を実行する

setInterval メソッドである． 

setTimeout (callback [, delay, param1,param2,…]) 
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指定された遅延の後に関数またはコードの断片を実行

するタイマーを設定する．指定した関数やコードを実行す

る前に待つタイマーの時間 delay をミリ秒 (1/1000 秒) 単

位で指定する．この引数を省略すると値 0 を使用し "直ち

に" 実行することを意味する．setTimeout の呼び出しは，

実行を取り消すために使用できる  “タイマー識別子” 

timerId を返し,後で clearTimeout (timerId)を呼び出してイン

ターバルを削除できる． 

setInterval (callback[, delay, param1, param2, …] ) 

一定の遅延間隔を置いて関数やコードを繰り返し呼び出

す．指定した関数またはコードを実行する前にタイマーが

待つべき時間 delayをミリ秒 (1/1000 秒) 単位で指定する．

引数が 10 より小さい場合は，10 を使用する．インターバ

ルを一意に識別する  timerId を返し，後で clearInterval 

(timerId) を呼び出してインターバルを削除できる． 

JavaScript タイマーが常に正確に実行されるという保証

はなく，実際の遅延が長くなることがある．その理由は複

数がある． (1) 現代のブラウザーは， setTimeout()や

setInterval() がコールバックのネストによって連続的に呼

び出された時や，連続的なインターバルが数回発生した後

に呼び出された時に，少なくとも 4 ミリ秒ごとに呼び出さ

れるように制限をかけている．(2) 非アクティブタブのタ

イムアウトを 1000 ms 以上に制限する．バックグラウンド

のタブによる負荷(およびバッテリー消費 を軽減するため，

アクティブ状態でないタブでのタイマーの呼び出しは，1 

秒 (1000 ms) あたり 1 回までとなっている．(3) ページ内 

(または OS やブラウザー自身) の他のタスクの処理に時間

がかかると，タイムアウトは遅れることがある．より正確

なタイマーを実現するために，このような遅延による誤差

を修正する必要がある． 

 

3.2 分散システムにおける時計同期 

コンピュータはそれぞれ自分の物理時計をもっている。

これらの時計は固定的な周波数の水晶により生起される振

動を数える電子デバイスであり、通常この計数を分割して

計数レジスタに結果を保持している。時計デバイスは一定

の間隔で割込みを生成するようにプログラムできるように

なっている。時計の出力はソフトウェアにより読み取られ、

適切な時間単位に変換される。この値は、そのコンピュー

タで実行されるすべてのプロセスにより発生されるイベン

トにタイムスタンプを付与するのに使用することができる。

連続する複数のイベントに異なるタイムスタンプが付与で

きるのは、時計の精度、時計レジスタの更新間隔がイベン

トの生起する間隔よりも短い場合に限る。イベントが生起

する間隔はプロセッサの命令サイクルに依存している。 

Cristian アルゴリズムは分散システムにおいてコンピュ

ータ間の同期を行うための一つの方法であり、時間サーバ

S が要求に応じて自分の時計の値を与えるものである。プ

ロセス P がメッセージm𝑟で時刻の要求を行い、メッセージ

m𝑡で時刻の値 t を受信した場合には、T𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠はm𝑡を S から

P に転送するのにかかる時間とし、t はm𝑡を S のコンピュ

ータから転送する直前に設定した場合には、本来プロセス

P のコンピュータの時計の値をt + T𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠に設定する。 

しかし、一般的にそれぞれのコンピュータにおいて他の

プロセスが S や P と資源を競合し、他のメッセージがネッ

トワークに対してm𝑡と競合するため、T𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠の値は変動す

るものである。 

ネットワーク時刻プロトコル（NTP）は広範囲にわたる

相互接続されたネットワークに対して時刻情報を配布する

ための時間サービスとプロトコルのためのアーキテクチャ

を定義している。NTP サービスはインターネットのいたる

ところに位置するサーバのネットワークにより提供される。

主サーバ（Primary Sever）は UTC を受信するラジオ時計の

ような時間の提供手段と直接接続されている。従サーバ

（Secondary Server）は、主サーバと同期したサーバである。

サーバは同期サブネットと呼ばれる論理的には階層的に接

続されている。 

NTP は UDP インターネットトランスポートプロトコル

を用いて、信頼性の低いメッセージ通信が使用される。各

メッセージは最近のメッセージイベントのタイムスタンプ

として、前回の NTP メッセージの送信・純真↓ローカル時

刻と現時刻を送信するローカル時刻が含まれている。NTP

メッセージの受信者は、そのメッセージを受信したローカ

ル時刻を記録しておく。例えば、サーバ A と B の間で送ら

れたメッセージ m とm′,における、これらの 4 つの時刻、

T𝑖−3, T𝑖−2, T𝑖−1, T𝑖,とする。ここで、あるメッセージの到着

から次のメッセージが発行されるまでの遅延が問題である。

さらに、メッセージ喪失は起こるが、各メッセージにより

送られる３つのタイムスタンプはいつでも正当である。サ

ーバ間で送られるメッセージのペアに対して、NTP プロト

コルはその 2 つの時計の実際の誤差を評価した値 oiと、こ

の二つのメッセージの全体の転送時間である遅延時間 diを

計算する。 

 

3.3 リアルタイム・コンピューティング 

リアルタイム・コンピューティング (RTC)とは，処理の

デッドラインが設定されているハードウェアまたはソフト

ウェアシステムである．デッドラインとは，その間に処理

が終わって欲しいという時間である．デッドラインミスが

起こる，つまり，デッドラインを過ぎると，計算結果の意

味が失われる．一般的なコンピューティングでは，パフォ

ーマンスとは速さを意味するに対して，リアルタイム・コ

ンピューティングでは，パフォーマンスとは，あくまでも

デッドラインを守ることである． 

リアルタイム性は通常ミリ秒，ないしはマイクロ秒単位

を意味する．システムによってその意味が異なる．(1) ハー
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ドリアルタイム(hard real-time)．システムに与えられたタス

クがデッドライン内に終了しなかった時（デッドラインミ

ス），故障するシステムのこと．従って，この種類のシステ

ムではデッドラインミスを起こしてはならない．(2) ファ

ームリアルタイム(firm real-time)．デッドラインミスが起こ

った時，システム全体に致命的なダメージを与えることは

ないが，その処理自体の価値は即座に 0 となる．(3) ソフ

トリアルタイム(soft real-time)．デッドラインミスが起こっ

ても，システム全体に致命的なダメージを与えることはな

く，その処理自体の価値も，終了時間などにより徐々に落

ちていく． 

リアルタイム性を高めるために，どのような順番でジョ

ブを処理するか（スケジューリング）が重要となる．各ジ

ョブ（タスク）の重要度がスケジューリングの基準となる

ことが多く，重要度が時間と共に変化する動的スケジュー

リングと，変化しない静的スケジューリングに大別される．

タスク・スケジューリングを実現する主な手法は３つある． 

(1) イベント駆動型制御 (event - triggered)：ある事象（イベ

ント）が起きると，あらかじめ指定しておいた制御タスク

を実行する．(2) 時間駆動型制御 (time - triggered): 制御タ

スクを周期的にまたは指定した時刻で実行する．(3) 自己

駆動型制御 (self - triggered): 現在の状態をもとに制御タス

クの次の実行時刻を決定する．例えば，定期的に CPU を必

要とするタスクを持っている場合には，実行にかかった時

間を計測し次の呼び出しを計画する． 

 

 

図 4 時間駆動型・自己駆動型制御 

Figure 4 Time-triggered vs. Self-triggered control 

 

3.4 リアルタイム Web技術 

リアルタイム Web に関して様々な技術が開発されてき

た．Web は HTTP に則る情報配信技術である．HTTP はク

ライアントからサーバにリクエストを送り, サーバはそれ

に対してレスポンスを返すというプロトコルである．サー

バからクライアントに対してリクエストや通知を送信する

方法は用意されていないため，クライアントからサーバに

定期的にリクエストを送信する方法が採用されたが，無駄

なリクエストが増えてしまうという欠点がある． 

Web上でサーバとクライアントの間でリアルタイムに情

報共有するために，Comet という技術が提案された．Comet

は，サーバで更新イベントが発生した時にクライアントに

データをプッシュするアプリケーションモデルである．そ

れに対して，Polling 型はクライアントがサーバにリクエス

トをなげ，サーバは更新があったらレスポンスを返す手法

である．更に Streaming 型はサーバが更新イベントがあっ

たら，接続されているクライアントに更新を通知する手法． 

Polling は，クライアントが主導してサーバに情報を送信

する時に汎用的な手法である．クライアントからサーバに

定期的に問い合わせを行うことで，サーバ上に更新が発生

していないか確認し，更新があれば取得する．サーバに更

新があるか毎回確認しにいくため，無駄な通信コストが大

きい．更新があまり頻繁ではないときや，プッシュ通信が

必要でないとき以外に向いていない． 

Long Polling は，サーバが PUSH したい時までクライア

ントからのリクエストに対してレスポンスを返さず保持す

ることで，リアルタイムに近い応答を実現する．一度 PUSH

したら，接続が切断され，クライアントから次のリクエス

トを待たないと，頻繁な連続 PUSH 通信に不向きである．

また，LongPolling はサーバからクライアントへの通信に

利用されるため，クライアントからサーバへの通信を行い

たいとき，別途 HTTP(S)接続を作る必要があり，双方向通

信ではない． 

Server Sent Events は LongPolling の発展形としてクライ

アントがサーバに接続する際に Content-Type に text/event-

stream を指定する．サーバはイベント更新が発生したら，

クライアントに Chunked (断片) データとしてレスポンス

を送信する．LongPolling と違い，Chunked としてレスポン

スの一部を送信するためクライアントとの通信は切れず，

再リクエストをする必要がなく，リアルタイム性が高まる．

クライアントは対応していない場合は Server Sent Events が

使えない． 

WebScocket：Web でソケット通信的なことを行うため

の規格である．WebScocket プロトコルと WebScocket API

からなる．通信量は HTTP で同じ内容を送るより少ないだ

けではなく双方向通信に向いている。 

 

図 5 WebSocket による双方向通信 

Figure 5 Duplex communication by WebSocket. 

 

WebSocket 通信では，コネクション確立時に HTTP から

WebSocket へプロトコルを切り替え，1 度コネクションが

確立されると，「ws:」または「wss:」から始まる URI スキ

ーム上でクライアント～サーバ間のデータのやりとりを行

う．HTTP（特に Ajax や Comet）と比べて，通信のたびに

新たにコネクションを確立する必要がないことや，HTTP

よりも軽量なヘッダを扱うことから，通信コストが低く，

よりリアルタイム性の高いプロトコルであることが

WebSocket の特徴として挙げられる．クライアントはサー

バと一度 HTTP で接続を確立(ハンドシェイク)させたら，
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HTTP1.1 から WebSocket に切り替え繋ぎっぱなしとす

る．サーバとクライアントが同じ通信経路を使って，「ク

ライアントからサーバへ」，「サーバからクライアントへ」

と双方向に通信が可能となる．また，HTTP に比べて軽量

なヘッダで通信コストは低い．Server Sent Events や 

Forever-frame より負荷が低くリアルタイム性が高い． 

 

 

図 6 Socket.IO による部屋分け 

Figure 6 Room-based connection separation. 

 

HTTP ヘッダ  200(byte) + 10(byte) = 210(byte)に対し、

WebScocket は 6(byte) + 10(byte) = 16(byte)であり、基本ペイ

ンロード長の範囲に収まる．本文が小さいほど HTTP との

差が顕著，小さいメッセージを頻繁にやり取りするケース

で，WebSocket は特に有利である． 

Socket.IO は  WebSocket などの非同期双方向通信を

Node.js から利用できるようにしたモジュールである．環境

に合わせて WebSocket や FlashPlayer の SocketAPI, ロング

ポーリングなど使用する技術を自動的に判断してくれるの

で, 開発者は接続プロトコルを意識することなく非同期双

方向通信を実現できる． 

WebSocket, xhr-polling をサポートし、クライアントの動

作環境に応じていずれかを自動採択する．1 : 1 や 1 : N の

ような特定双方向通信や、一斉配信 (broadcast)、接続単位

を論理的に分離する名前空間（namespace）や部屋（room）

機能など様々な配信方法をサポートする．接続の流れは以

下の通りである。 

 接続中のクライアントへのブロードキャスト処理 

 クライアント・サーバ間で ping-pong する事による

heartbeat 確認 

 接続が切れた時のクライアントの再接続処理 

 ルーム/ネームスペースによるコネクションの管理 

 認可処理 

 到達確認 

 

WebSocket を利用する場合には通常 Non Blocking I/O を

持つサーバ（例えば，Node.js）が使われる．Blocking I/O を

持つサーバであれば，プロセスは一度に 1 つのクライアン

トとしかコネクションを張れないため，クライアントの数

だけのサーバプロセスが必要になるためである． 

 

3.5 インメモリデータベース Redis によるサーバ間同期 

複数のサーバに負荷分散を粉う場合は、同じ部屋に接続

しているクライアントがサーバとの同期を実現するために、

物理上で隔離している場合でもタイマー状態や操作による

状態遷移の情報を Redis のリアルタイムメッセージ配信機

能を使える。図 7 は負荷分散に伴うメッセージ共有の仕組

みを示している。 

 

図 7 サーバ型タイマーにおける負荷分散 

Figure 7 Timer server load balancing 

Redis サーバに以下のような内容のメッセージをやり取

りすることで聴講者のタイマーが司会者・タイムキーパー

のタイマーと同期を行う。 

<timer_id, timestamp, state, timer_config> 

図 8は Redisによるサーバ間タイマー状態共有の仕組み

を示している。 

 

 

図 8 Redis によるサーバ間タイマー状態共有 

Figure 8 Timer state sharing by Redis’s Pub/Sub mechanism 

 

4. おわりに 

 本稿ではネットワーク上でリアルタイムにタイマーを共

有する「サーバ型学会タイマー」を提案し、その実現に関

する技術を検討した。プロトタイプの実現によって提案シ

ステムの有効性を検証した。今後の課題として、大規模の

実験による実装検証やリアルタイム Web の基盤技術とし

てさらに研究を深めたい． 
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