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はじめに

• 新型コロナウィルス感染症により、⼤学構内への⼊構制限、授業のオンラ
イン化、在宅勤務、リモート勤務など⼤学での研究・教育環境が激変した。

• 分析装置などの操作は環境さえ整えば遠隔からでも⾏える業務があること
がわかった。

• 分析機器の遠隔操作を⽬的とした“遠隔操作システムプロジェクト”で⼤学
の枠を越えて、共同で作業を⾏った。

• 本報告では“検証系チーム” による遠隔操作システムの検証、評価を⾏う。



遠隔操作のイメージ

どこでも使える︕

• 感染リスク（接触・３密）の回避
• 業務の効率化
• 在宅勤務可



遠隔操作システムプロジェクト
• ⼤学技術職員組織研究会の情報交換会から、分析

装置などの操作は環境さえ整えば遠隔からでも⾏
える業務があることがわかった。
• 遠隔での業務を⽀援するために、⼤学技術職員組

織研究会のプロジェクトとして遠隔操作システム
プロジェクトが発⾜した。
• それぞれの得意とする分野で2チームに分かれ、

“開発系チーム” 6⼤学6名と“検証系チーム” 3⼤学
5名“の構成となっている。



開発系チームの遠隔操作システム（試作機）

• 検証系チームと連携して、インターネットに接続していな
い分析装置を遠隔操作するためのシステムを考えた。
• ⼿間や時間，必要経費を考慮し、KVM over IPタイプで
“ボードコンピュータ+専⽤アプリケーション”にした。
• 具体的には “RaspberryPi 4B + TinyPilot” で開発を進

めた。
• 費⽤は約1万円で既製品と⽐べ⾮常に安価（後述）
• 試作機の構成の最適化、設置のためのドキュメントも⽤意

され、簡単に遠隔操作システムを使えるように準備された。



開発系チームの遠隔操作システム（試作機）

a. RaspberryPi 4B (4GB)
b. MicroSDHC (32GB)
c. RaspberryPi ケース
(ファンレス + ピン露出なし)

d. HDMIビデオキャプチャ
(他のUSBポートの⼲渉に注意)

e. USB Type-A – Type-C ケーブル
f. HDMIケーブル
g. microHDMI-HDMI変換ケーブル
(写真なし)



開発系チームの遠隔操作システム（試作機）

Raspberry Pi 
+ 

TinyPilot

インターネット USB接続

ディスプレイ
キャプチャ

ユーザー
管理者 分析機器

インターネットにはつながってない
（スタンドアローン）



接続例

VGA
分配機

VGA-HDMI変換器

ビデオ
キャプチャ

PCから

Raspberry Piへ
Raspberry Pi

PCとUSB接続
（電源、OTG）

ディスプレイへ

LANケーブル
インターネットへ



開発系チームの遠隔操作システム（試作機）
ウェブブラウザにURLを⼊れるだけで接続できる
http://IPアドレス

TinyPilot: 
フリーウェアの KVM over IPのソフトウェア

仮想キーボードなども実装



検証系チームの遠隔操作システムの検証

• 3⼤学4機関で分析装置実機12台を検証・評価した（次ページ表参照）。

• ほとんどの分析装置で問題なく動作確認ができた。
Windows XP以上およびCentOS6で動作が確認できた。
多くの種類のディスプレイ、キーボード、マウスで動作の確認ができた。

• 既製品と⽐べても遜⾊はなかった。
• 動作に遅延があるものがあった。その原因についても検証した。

本システムの問題ではなく、インターネット速度の問題であることが分かった。



遠隔操作システム検証結果
機器 リモートOS キーボード/マウス Video 結果

質量分析計（LC/MS） Windows 7 USB DVI 〇
核磁気共鳴装置（NMR）_A Windows Vista USB DP 〇
核磁気共鳴装置（NMR）_B Windows XP USB DP 〇
核磁気共鳴装置（NMR）_C CentOS 6.9 USB DP 〇
電⼦スピン共鳴装置（ESR） Windows XP USB VGA 〇
透過型電⼦顕微鏡（TEM） Windows XP USB DVI 〇
表⾯プラズモン共鳴装置
（SPR） Windows XP PS2 VGA 〇

等温滴定型熱量計(ITC)_A Windows XP PS2 VGA 〇

等温滴定型熱量計(ITC)_B Windows 10 Wireless USB 
Type-C 〇

イメージングアナライザー Windows XP USB DP 〇
セルソーター Windows Vista USB DVI ○
⽰差⾛査型熱量計(DSC) Windows NT PS2 VGA ×

×︓マウス・キーボード⼊⼒不可



ネットワークに直接接続できない装置の遠隔利⽤分析機器遠隔利⽤の検証

機器 リモートOS K/M Video 結果

NMR_A Windows Vista USB DP ○

NMR_B Windows XP USB DP ○
イメージングア

ナライザー Windows XP USB DP ○

セルソーター Windows Vista USB DVI 〇

①検証結果

②⿃取キャンパス⇆⽶⼦キャンパス

⿃取
⽶⼦

②検証結果

①⿃取キャンパス内 機器⇆研究室

各種分析機器+KVM スイッチ
ハード︓Raspberry Pi 4
ソフト︓Tiny Pilot

学内ネットワーク

研究室PC

機器 リモートOS K/M Video 結果

セルソーター Windows Vista USB DVI 〇

学内ネットワークを通じた機器の遠隔利⽤を検証。
NMRの遠隔利⽤が可能となり、遠隔利⽤運⽤中。
（装置利⽤以外にも、装置ログの確認が便利に。）
⿃取⇄⽶⼦間の遠隔利⽤が可能となった。

約100km



ATEN KVM(KN1000A)
装置︓NMR 1台
リモートOS︓Windows Vista

KVMスイッチを⽤いた製品 約10万円
TinyPilotを⽤いた製品 約 1万円

コストカット
1/10

TinyPilot(Raspberry Pi 4 )
装置︓NMR 1台
リモートOS︓Windows Vista

ATEN KVMとTinyPilotの違いを確認

ATEN KVM TinyPilot

マウス、キーボード 〇 〇

解像度 ◎ 〇

安定性 ◎ 〇

検証結果

KVMスイッチとTinyPilotによる遠隔操作

解像度に違いがあったが、⼀般の利⽤に⼤きな問題はなかった。TinyPilotは画⾯
キャプチャがフリーズすることもあったが、遠隔で再起動すれば復旧可能。



問題点 遠隔操作時の遅延

• ⼀部で遠隔操作時に数〜数⼗秒の遅延が起こった。

遅延についても検証をおこなった。
「考えられる原因」
1. 電⼒不⾜

2. ネットワーク速度



検証１．電⼒不⾜
• 電源⼊⼒であるUSB Type-Cが、リモートPCの
キーボード・マウスを直接接続できる”USB OTG
（USB On-The-Go）”と兼⽤

• 分析機器で未だによく使われている⼀昔前のPCは
USB1.1、2.0規格で電⼒不⾜に陥っていることが
多く、Raspberry Pi の性能は制限される可能性が
ある。

• セルフパワーUSBハブ（USB3.0規格、ACアダプタ
付）を使⽤しても改善しなかった。

• 電源不⾜に陥ることが多々あったが、
動作には問題がなかった。

給電量

USB1.1、2.0 500mA

USB3.0 900mA

Raspberry Pi 4
消費電流 570mA~3A



検証２．ネットワーク速度

• ping値はネット回線の品質を数値化したもの。
•⼩さいほど快適に通信できる。

•分析機器の遠隔操作時は
30ms以下が望ましい
と考えられる。

ping値 感じ方

ネットで
検索する

パズルゲー
ム

シミュレー
ションゲー
ム

対戦ゲーム

動画を視聴
する

(TCG) (RPG・MOBA) (FPS・TPS)

0〜15ms以下とても快適 〇 〇 〇 〇
16〜30ms以
下

速い 〇 〇 〇 ×

31〜50ms以
下

普通 〇 〇 × ×

51〜100ms以
上

遅い × × × ×

引⽤
【簡単に測れる】ping値の測定⽅法まとめ！速度の⽬安と改善策も
https://www.rbbtoday.com/kurabetenet/ping-speedtest/



検証２．ネットワーク速度
• リモート遅延の実例
接続⽅法
・メッシュWi-Fiルーターから有線接続
・ルーター同⼠は数⼗ｍ離れていた。

リモート未接続時はping値が⼩さいが、リモート接続時はping値がかなり⼤きくなった。リ
モート接続にはモニターの映像を送るために回線が細いと混雑すると考えられた。

ルーター同⼠を隣の部屋に移すことで動作は⼤幅に改善し、問題なく動作した。
通信速度とリモート操作の快適性は⾮常に関係がある。
スイッチングハブやLANケーブルによっても、動作に影響が出ることも確認された（後述参
照）。

改善前
ping値

改善後
ping値

リモート
未接続 12ms 4ms

リモート
接続 333ms 5ms



設置事例
•⼤阪⼤学⼤学院理学研究科 稲⾓
•静岡⼤学 教育研究第⼀部⾨ 上⽥
•⿃取⼤学技術部 ⽔⽥
•⼤阪⼤学⼤学院理学研究科 ⼾所



・運⽤形態
管理者による遠隔⽀援及び外部利⽤促進

・遠隔操作権限
機器管理者：○ 機器利⽤者：×（現地測定）

・設置環境
情報コンセント（LAN）からHUBで接続

⼤阪⼤学⼤学院理学研究科 NMR
・動作確認

映像共有、マウス、キーボード：10s位の遅延（旧HUB利⽤時）
映像共有、マウス、キーボード：動作良好（新HUB利⽤時）

・ping応答時間：142ms(10BASE-T)→1ms（1000BASE-T）

Cent OS 6.9

旧HUB 新HUB



利⽤事例1
ZOOMを⽤いた3機関合同実験

利⽤時例2
利⽤トラブル時による、機器管理者遠隔

⽀援

・運⽤形態
管理者による遠隔⽀援及び外部利⽤促進

・遠隔操作権限
機器管理者：○ 機器利⽤者：×（現地測定）

・設置環境情報コンセント（LAN）からHUBで接続
・ping応答時間：1ms

⼤阪⼤学⼤学院理学研究科 ESR

Windows XP

D-Sub分配器

D-Sub→HDMI
変換アダプター

ZOOMを⽤いた3機関合同実験⾵景
⼤阪⼤×岡⼭⼤×企業



• 運⽤⽬的
・移動時間削（減作業の効率化）
・測定室中の密の解消（コロナ感染症対策）

• 対象装置 LC/MS
• 使⽤対象 2〜3研究室に所属する学⽣、教職員及び学⽣実習での使⽤
• 設置環境
情報コンセント（LAN）にLANケーブルで接続

• 運⽤⽅法例
装置制御PCのみにインストールされている解析ソフトと測定装置PC中の⽣データを⽤いて遠隔地から再解析
測定中の進⾏状況が確認
遠隔地からのトラブル状況の確認
学⽣実習時に教員のPCを経由し⼤きなディスプレイに表⽰

• 使⽤者からの感想
移動時間が無くなって助かった
研究室にいながら再解析できるので教員とのディスカッションが円滑になった
複数⼈で使⽤しているためバッティングしてしまうと操作が上⼿くいかない
ネットワークへ無線接続しているPCでユーザーが遠隔操作を⾏った場合は操作に遅延が⾒られる

リモートプロジェクト検証 in 静岡⼤学

静岡⼤学 教育研究第⼀部⾨
上⽥ 瑞恵

ueda.mizue@shizuoka.ac.jp



設備リモートプロジェクト（⿃取⼤学）

NMR (Bruker  AvanceⅡ600)
・運⽤⽬的 ユーザーの遠隔利⽤、装置管理

・利⽤対象 ヘビーユーザーの研究室、機器管理者

・設置環境 無線接続（隣の部屋に設置の無線ルーター）

・動作確認 画⾯共有、マウス、キーボードの遅延は
少なく、遠隔操作に⼤きな問題はなかった。
（nping応答速度 3ms）

・利⽤事例
⻑時間測定時の動作確認。測定データの確認。
遠隔で液体窒素、液体ヘリウムの残量の確認。



設備リモートプロジェクト（⿃取⼤学）

NMR (JEOL ECX-500)

・運⽤⽬的 ユーザーの遠隔利⽤、装置管理

・利⽤対象 ヘビーユーザーの研究室、機器管理者

・設置環境 無線接続（同室に設置の無線ルーター）
ATEN KVMと併⽤して使⽤。

・動作確認 画⾯共有、マウス、キーボードの遅延は
少なく、遠隔操作に⼤きな問題はなかった。

・利⽤事例
⻑時間測定時の動作確認。測定データの確認。
遠隔で液体窒素、液体ヘリウムの残量の確認。



設備リモートプロジェクト（⿃取⼤学）

セルソーター (BD FACSAria)
・運⽤⽬的 ユーザーの遠隔利⽤、装置管理

・利⽤対象 ヘビーユーザーの研究室、機器管理者

・設置環境 無線接続（同室に設置の無線ルーター）

・動作確認 画⾯共有、マウス、キーボードの遅延は
少なく、遠隔操作に⼤きな問題はなかった。
（nping応答速度 5ms）

・利⽤事例
フローサイトメーター講習（今年度2回開催）
⿃取キャンパスにある本装置を、⽶⼦キャンパスより操作して遠隔講習を⾏なった。
測定のパラメーター設定、測定後のデータ解析などを、実際の測定画⾯を使って説明することが
可能となった。



設備リモートプロジェクト（⿃取⼤学）

イメージングアナライザー (GE LAS4000)
・運⽤⽬的 ユーザーの遠隔利⽤、装置管理

・利⽤対象 機器管理者

・設置環境 （同室に設置の無線ルーター）

・動作確認 画⾯共有、マウス、キーボードの遅延は
少なく、遠隔操作に⼤きな問題はなかった。
（nping応答速度 5ms）

・利⽤事例
装置ログの確認



⼤阪⼤学での検証（⼾所担当）

•表⾯プラズモン共鳴（SPR）
•等温滴定カロリメトリー（ITC）
•⽰差⾛査型カロリメトリー（DSC）
•透過型電⼦顕微鏡（TEM）
[装置担当]
NMRがメインの担当
バイオ系の機器（SPR、ITC、DSC）、SEM、TEMも担当

分⼦間相互作⽤や物性を解析するSPR、ITC、DSC（溶液系）は
共⽤機器として使えるところは少ないです。

[お問い合わせ]
⼾所 泰⼈
todokoro@tech.sci.osaka-u.ac.jp



表⾯プラズモン共鳴（SPR）
• 分⼦間相互作⽤を計測する機器
• 結合に伴う質量変化をレーザーの屈折率の変化として
検出し結合⼒等を測定する。

[運⽤⽬的]
• ユーザーの遠隔利⽤
[通信環境]
• 壁コネクタからハブを介して、有線LAN
• ping値 1ms（リモート未接続時 1ms）
[ユーザー]
• 多検体対応のため⻑時間測定（終夜など）することも多い。
→研究室から進捗を確認でき、⾮常に便利︕

[ユーザー・管理者]
• メーカーからの遠隔サポート
→電話やメールに⽐べ、伝わりやすい・わかりやすい。
不慣れな装置こそあると安⼼︕

Cytiva Biacore T200



等温滴定カロリメトリー（ITC）
• 分⼦間相互作⽤を計測する機器
• 結合に伴う発吸熱を検出し結合⼒等を測定する。
[運⽤⽬的]
• ユーザーの遠隔利⽤
[通信環境]
• 壁コネクタからハブを介して、有線LAN
• ping値 1ms（リモート未接続時 1ms）
[ユーザー]
• 1測定 30分〜2時間程度
• 進捗を遠隔で確認、測定条件を変更できる。
• 準備・洗浄などマニュアル操作も多いので、リモートが難しい点もある。
[管理者]
• ユーザーからの不具合を遠隔で確認

マルバーン PEAQ-ITC



⽰差⾛査型カロリメトリー（DSC）
• 分⼦の安定性評価を温度変化により測定する機器
• WindowsNTで遠隔操作は未対応
[運⽤⽬的]
• ユーザーの遠隔モニタリング
[通信環境]
• 壁コネクタからハブを介して、有線LAN
• ping値 1ms（リモート未接続時 1ms）
[ユーザー]
• 1測定 数時間〜1⽇程度
• 操作はできないが、測定が⻑時間のためリモートでの進捗確認は⾮常に便利

CSC Nano-DSC



透過型電⼦顕微鏡（TEM）
• 試料に電⼦線を照射し、 透過したものを結像し観察する。
[運⽤⽬的]
• 管理者の遠隔管理
[通信環境]
• メッシュWi-Fiルーターから有線LAN
（メインルーターは隣の部屋）

• ping値 5ms（リモート未接続時 4ms）
[ユーザー]
• 物理コントローラが多く、リモート観察には不向き（本装置では）
[管理者]
• 真空度・フィラメントカウントなどの状態を確認
• 依頼測定で遠隔の依頼者とPCを共有し、相談しながら観察できる。

⽇⽴TEM H-7650



まとめ
• 3⼤学4機関で分析装置実機12台を検証・評価した。

• Windows XP以上およびCentOS6で動作が確認できた。

• 想定されるディスプレイ、キーボード、マウスで動作の確認ができた。

• 動作に遅延がある場合はインターネット環境の⾒直しで改善する。

• 既製品にくらべ、⾮常に安価である。

→ 同じ予算で多くの機器に導⼊できる。

• 分析機器の遠隔操作にも⼗分耐えうる性能だった。

• 今後は遠隔操作が必要な分析機器へ広く使われることを期待している。


