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 プログラミング可能な物質（Programmable matter，以下 PM）の実現のための基盤技術として，

低機能な自律移動型端末群をモデル化し，様々な分散協調問題における計算能力の解明をその目標

としている研究課題である．本研究課題は理論計算機科学分野においても限定された能力（又は限

られた情報）のみで全域的な問題を解決するという意義を持つため，実践・理論の両分野において

貢献できる研究課題と言える． 

 2021 年度の研究成果において，最も深く関連する成果は 7 台の移動型端末を集合させるために必

要な最低限の視野範囲を解明したことである（下記の業績リストにおける[1]と[5]）．端末を集合

させる問題は自律移動型端末研究において最も基本的な問題として，端末群の計算能力の検証にも

利用される問題（benchmark task）とも言われている．そのような問題において，離散三角グリッ

ドでの最小の視野を解明したのはこれからの離散平面での研究において多く貢献できる成果と思わ

れる．それ以外にも動的に変化するリングにおけるモバイルエージェント（ネットワーク上を移動

するプログラム）のグルーピングに関する成果や，2 台の移動型端末を一組にした場合の能力の違い

の解明など，多くの研究成果をあげた．結果的に 2021 年度は，国際論文誌 3 本，国際会議 2 本と共

に，国内研究会などで 15 件の発表を行った． 
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