
I S SN 1346-9010

澗蝣r-4　玩　　　　ffl
第　1　号

MPIプログラムのための並列ストリーム入出力関数と並列パイプ機構

天野浩文・津村忠蔵　1

有田大作・米元聡・谷口倫一郎　9

●分散並列計算機による実時間モーションキャプチャ

●テキストマイニングを用いたウェブデータからのキーワード獲得

有村博紀・安部潤一郎・坂本比呂志・有川節夫　25

竹田正幸・福田智子・南里一郎　29

神辺圭一・久米弘　33

●古典和歌集からのテキストマイニング

●汎用シラバスデータベースシステムESYLLASSの開発研究

一九州大学教育学部を事例として-

●流動現象の大規模数値シミュレーションとデータマイニング

古川雅人・山田和豊・才木-寿・今里有利・井上雅弘　43

●楕円形固有値問題における重複固有値の精度保証付き数値計算について

豊永憲治・中尾充宏・渡部善隆　49

●九州大学大型計算機センター国際学術共同研究による量子力学3体問題

スーパーコンピューティング用ライブラリプログラムの開発と研究成果

上村正康・肥山詠美子・木野康志Jan Wallenius　59

2001年10月

九州大学情報基盤センター



情報基盤センター年報

第　1　号

平成13年10月　発行

編集発行

九州大学情報基盤センター

福岡市来区箱崎六丁目10番1号

印　　刷

コ　ロ　ニ　ー　印　刷

福岡原粕屋郡新宮町緑ケ浜1丁目11番1号

Annual Report
of

Computing and Communications Center

Kyushu University

No.1　October　2001



情報基盤センター年報第 1号 (2001年）
九州大学情報基盤センター

MPIプログラムのための並列ストリーム入出力関数と

並列パイプ機構

Parallel Stream Input/Output Functions and Parallel Pipe Mechanism 

for MPI Programs 

天野浩文t 津村忠蔵t

Hirofumi Amano t Tadam邸 aTsumurat 

t…九州大学情報基盤センター

t…Computing and Communications Center, Kyushu University 

:j:…（株）富士通情報通信システムズ

:j:…Fujitsu Information Network Systems Limited 

要旨 MPI (message p邸 singinterface)はハイエンドのスーパーコンピュータから安価な PCク

ラスタにいたるまでのさまざまな並列計算機上で手軽に並列処理を行う手段の一つとして広く用い

られるようになってきている．しかし，大規模数値計算を行う上で不可欠な大量データ入出力機能

については，まだ検討すべき点も多い．現在開発中の並列ストリーム入出力関数を用いると，各プ

ロセスは，必要なデータが全体で共通のファイルの中にどのように配置されるかを計算することな

く，それぞれ自分専用のファイルにアクセスするかのように記述できる．本稿では，並列ストリー

ム入出力関数と並列パイプ機構の概要と，その応用の可能性について述べる．

Abstract MPI (message p邸 singinterface) is now widely used as an c邸 yparallel programming 

tool on various parallel machines including high-end supercomputers and low-price PC clusters. 

However, it leaves much to be desired in input/output functions for large data, which is vital 

in large-scale numerical computation. With new parallel stream input/output functions, each 

process can access its own file so that it need not calculate where the necessary data is allocated 

in a single file shared among all processes. This paper presents an overview of the parallel 

stream input/output functions now under development and their parallel pipe mechanism. It 

also discusses their possible applications. 

1 まえがき

ハードウェア技術の進歩により，比較的安価な PC

ゃwsをネットワークによって結合し，これを仮想

的な分散メモリ型並列計算機として利用することが容

易になってきている．また，このような PCクラスタ

ゃwsクラスタのための並列プログラミングを行う

方法として，プロセス間のメッセージ通信用ライブラ

リMPI(message passing interface)[5]が急速に普及

しつつある．

MPIでは， Fortranや Cといった通常の逐次型プ

ログラミング言語の中からプロセス間通信のための関

数を呼び出すことにより，並列プログラミングを行う．

実行時には，これらの関数を埋め込まれたプログラム

のコピーが各プロセッサに配布され，それらが MPI

プロセスとして並列に実行される．各プロセスは自分

のプロセス IDを取得することができるので，すべて

のプロセスが同一の処理を分担するだけでなく，プロ

セスごとに内容の異なる処理を実行することも可能で

ある．

これらの関数のインタフェースが国際的な標準とし

て定義されており，プログラマは使用する並列計算機・

環境の差異を意識することなく，移植性の高い並列プ
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ログラムを開発することができる.

一方,大規模な科学技術計算を行うためのプログラ

ムでは,大量の数値データを読み込んで計算し,大量

の演算結果を書き出すことが多い.この人出力の処理

を高速化するための方法として,複数のディスク装置

を内蔵したRAID (redundant array of inexpensive

disks)[7】を従来のディスクの代わりに用いる方法や,
分散メモリ型並列計算機が有する複数のディスクでソ

フトウェア的にRA工Dを実現する手法がある.しか

し,これらは単一のプロセスからの大容量入出力を高

速化するのには適しているが,複数のプロセスが発す

る多数の入出力要求の全体を同時に処理するのにはあ

まり適していない.

また,並列に実行中の各プロセスからの集団的(col-

lective)な入出力要求をディスクの台数に見合う数の
ディスクアクセス要求にまとめることができるような

並列ファイルシステムについても研究・開発が進めら

れている[2]一並列ファイルシステムに対する集団型
入出力は,複数のディスクの上にストライビングされ

た仮想的な単一ファイルに対して各プロセスが入出力

要求を発する.ただし,この仮想単一ファイル内での

データのオフセット値は各プロセスが個別に計算する

必要があり,プログラムが煩雑になる.

そこで,本研究では, MPIプログラムからの集団

型入出力を簡単に記述でき,複数のディスクを有する

分散メモリ型並列計算機上で効率的に処理するための

並列ストリーム入出力機構の開発を行っている.各プ

ロセスが仮想的に自分専用のストリームをオープンし

て使用するため,利用者プログラム側での面倒なオフ

セット計算は不要である.また,集団型入出力要求を

ディスクの台数に見合うだけのアクセス要求にまとめ

るため,多数の入出力要求が発生してもボトルネック

が発生しない.

本論文では,このようなMPIプログラムのための並

列ストリーム入出力関数,および,これを用いて複数

の並列プログラム間でディスクを経由せずに並列デー

タ転送を可能にする並列パイプ機構について述べる.

2　MPIと集団型入出力機能

2.1　MPIプログラムの基本的な構成

MPIプログラムは,おおむね,図1に示すような

形式をとる.

MPIプロセスの初期化のためのMPI.InitOと終

了処理のためのMPI_Finalize ()の呼び出しの間が並

ffinclude　くstdio.h>

#includeくmpi.h>

.‥　/*大域変数宣言等*/

void main(int argc, char *argv[])

(

‥. /*変数宣言等*/

MPI_Init(&argc, &argv) ;

/*　一一　　　　　　　一--

rr

*
　
　
*

/

　

/

並列実行部分

/*　-

MPI_Finalize(); /*終了処理*/

/

　

/

*
　
　
*

辛/

)

図1: MPIプログラムの基本的な構成

列実行部分となる.この部分のコピーが各プロセッサ

に配布され実行される.

MPlでは,各プロセスが自分のMPIプロセスとし

てのID (ランク)を取得するための関数やMPIプロ

セスの総数を取得する関数といった各プロセスが自分

の情報や同時に動作しているMPIプログラム全体の

情報を取得するための関数や,宛先のMPIプロセス

を指定してメッセージを送信するための関数,送信元

を指定してメッセージを受信する関数など,多様なプ

ロセス間通信の関数が用意されている.これらの関数

はMPI.InitQとMPI.FinalizeOの間でのみ使用で

きる.

2.2　並列プログラムにおける集団型入出力

並列プログラムにおいてデータ入出力を行う方法と

タイミングには,以下のようなものがある.

1.逐次型(従来型)

従来の逐次型プログラムのために用意されてい

る入出力インタフェースをそのまま流用する.

(a)並列実行を行う部分の前後の逐次動作部分
で動作するプロセス,あるいは,並列実行

部分で単一のプロセスが,他のプロセスを

代表して入出力を代行する(図2のa)).

(b)並列実行部分の中で各プロセスが自分の必
要とする入出力を自由なタイミングで個別

に行う(同(b))-
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2.集団型

並列実行部分で各プロセスが同一の関数を同期

して呼び出し,それぞれが個別のデータを操作

する(同(c)).
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tプログラムの制御の流れ　①入山憎求

図2:並列プログラムにおける入出力

従来型入出力インタフェースは,以下のような欠点
を持っている.

。単一のプロセスに入出力を代表させると,転送

性能が上がらず,また,利用者プログラム側で

データ分配・収集を制御する必要がある.

●逐次型プログラム用入出力インタフェースはそ

もそも並列プログラムによる使用を想定してい

#OT

一　同-ファイルの異なる部分に同時にアクセ

スする機能がない(不連続なデータに対す

る一括アクセスの機能がない).

一　複数のプロセスから発生する多数のアクセ

ス要求をまとめて効率的なファイルアクセ

スを行う機能を持っていない.

集団型入出力は,これらの欠点を克服しようとする

もので,各プロセスがほぼ同量のデータに対し同様の

計算を行うデータ並列型プログラム[4]においては非

常に有効な機能である. MPIの最新版であるMPI-2回
においては,このような集団型入出力機能が取り入れ

られている.

MPI-2における集団型入出力インタフェースは, MPI

の集団型通信機能を入出力用に拡張したもので,図3

に示すように各プロセスが単一のファイル内でのオフ

セットを計算して入出力を行う.

etype □
process 1 flletype

process / filetype

process 3　filetype

process lがアクセスすることのできるファイルtFlのデータ

上つ凸　　　　　凹的r　　"" i骨相:::::::::::::::::

図3: MPIプログラムにおける集団型入出力

図3中のetypeは,書き込もうとするデータの型と
サイズを表している.各プロセスは,プロセス間通信

の際に使用する派生データ型と同様に,各プロセスか

らのファイルデータの見え方(「見える」部分と「見

えない」部分)をfiletypeとして定義する.図の例

は,各プロセスがetype型のデータを2個ずつ入出力

する場合を示している.これらはそれぞれ「ずれた」

位置にあり,これらを重ね合わせると,入出力の対象

となる連続データファイルとなる.

このような形でファイルとMPIプロセスの間のデー

タの受け渡しが行われる場合,このための入出力関数

は同期して呼び出されるので,関数側でデータの分配・

収集を行うことにより,ファイルアクセスを効率化で

きる可能性がある.ただし, MPI-2の規格では,この

機能をどのように実装するかば規定されていない.

3　並列ストリーム入出力関数と並列パ

イプ機構

3.1　並列ストリーム入出力関数

現在開発中の並列ストリーム入出力インタフェース

は,集団型入出力機能を有しており,以下のような特

徴をもっている.

1.各プロセスは,それぞれが仮想的な自分専用の

ストリーム(メンバストリーム)にアクセスす

る(メンバストリームはMPIプロセスの数だ

け存在する).

2.各プロセスが同期して入出力関数を呼び出す際

は,同じ型のデータを同じ個数だけ,自分のメ
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ンバストリームに対してアクセスする(各メン

バストリーム内のオフセットは,すべて同じサ

イズだけ変動する).

3.メンバストリームは,ディスク上の実ストリー

ムに自動的にマッピングされ,利用者プログラ

ムはこのマッピングを意識する必要はない.

4.入出力関数は全プロセスが同時に呼び出し,そ

れらの関数の中で自動的にバッファリングや,必

要ならばデータの並べ替えを行い,ファイルア

クセスを効率化する.

並列ストリーム入出力インタフェースの概念図を

図4に示す.

MPlプロセス

MPI
プログラム

実ストリーム

図4:並列ストリーム入出力の概念図

3.2　並列パイプ

あるMPIプログラムが出力する並列ストリームを,

同数のプロセスが動作する次のMPIプログラムの入

力に供給することも可能である.これが並列パイプ機

構である.並列パイプにより,ファイルを経由するこ

となく並列プログラム間の並列データ転送が可能に

なる.

並列パイプの概念図を図5に示す.

3.3　並列ストリーム入出力ライブラリの実装

前節までに述べた機構は,並列ストリーム入出力関

数のライブラリとして実装される.各関数は従来のス

MPI
プログラム

MPl

並列パイプ　プログラム

図5:並列パイプの概念図

トリーム型入出力関数fopenO, fcloseQ, freadO,
fwrite()などを並列用に拡張したもので,逐次版と

ほぼ同様のインタフェースを有している.関数本体も

MPIライブラリ関数を用いて記述されている.

各関数は集団型インタフェースで呼び出されること

を前堤として実装されており,各プロセスから呼び出

されると自動的に以下のような処理を行う.

1.ファイルのオープン・クローズ

ローカルにデータディスクのあるプロセッサで動

作しているプロセスが代表してファイルのオー

プン・クローズを行う.ディスクを持たないプ

ロセスは,自分の入出力を代行するプロセスの

IDを取得する.

2.データアクセス

ローカルにデータディスクのあるプロセッサで

動作しているプロセスは,ディスクを持たない

プロセスの分もまとめてデータのアクセスを代

行する.ディスクを持たないプロセスは, NFS

経由でデータにアクセスするのではなく,ディ

スクを持つプロセスから読み出したデータを受

け取ったり,書き込みデータをそちらに送付し

たりする.

MP工の集団型入出力機構と異なり,並列ストリーム

入出力関数は,特殊な並列ファイルシステムを持たな

い通常のUNIX WSからなるクラスタにおいても複数

のディスクを並列駆動する機能がある.並列ストリー

ム入出力機構が使用するファイル群は各wSから見

るとそれぞれが通常のUNIXファイルであり, UNIX

ファイルシステムと叡酷を来たすような特殊なデー

タ構造は使用していない.このため,昼間は個人用の
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WSとして使用している計算機を夜間にクラスタとし

て使用する場合に特別な配慮を必要としない他,バッ

クアップ等の操作にUNIX上で用意されている既存

の手段を流用できるという利点がある.

並列パイプ機構は,同じ数のプロセスで動作する

MPIプログラム間で用いることを前堤として実装さ

れている.ただし,単純に同一IDのプロセス間でデー

タを転送するだけでなく,サイクリックにIDのずれ

たプ由セス問を接続するshift,プロセスが二次元に

配置されていると考えた場合のrotate, transpose

の機能も備えている.これらの機能を実現するため,

並列パイプを具現する並列パイプデーモンの形で実装

されている.

4　実験結果

並列ストリーム入出力関数群の性能を測定するた

め, 19台のSun Microsystems Ultra 5をIOOMbps
Ethernetで接続したWSクラスタによって実験を行っ

た. OSはSolaris2.7,使用したMPIライブラリ(MPI

規格を実装したもの)はMPICHである.

4.1　並列ストリーム入出力と逐次型入出力の比

較

まず,並列ストリーム入出力関数によって連続的な

データにアクセスする場合の性能をみるため, MPI

プロセス数を変えながら,並列ストリーム入出力関

敬(p_fwrite(), p.freadQ)が1-4台のディスクを
利用する場合と,通常の逐次型ストリーム入出力関数

(fwriteQ. freadO)が1台のディスク(各wSから

NFSマウントされている)を使用する場合の性能を測
定した.各MPIプロセスは,連続した8,000,000バ

イトのデータを1バイトずつ読み書きするような関数

呼び出しを行っている.

書き込みに要した時間のグラフを図6に,読み出

しに要した時間のグラフを図7に,それぞれ示す.

この実験では各プロセスがアクセスするデータが

連続であるため, 1台のディスクを使用する場合だけ

を見ると.並列ストリーム入出力関数p_fwrite(),

p_freadQのバッファリングの性能と, NFS経由で
fwriteO, freadOを利用する場合のバッファリング

の性能とを比較していることになる.この場合,並列

ストリーム入出力関数の性能は逐次型入出力関数の性

能に遠く及ばない.これは次のような理由による.
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図7:並列ストリーム入出力と逐次型入出力の比較

(read)

並列ストリーム入出力関数の現在の実装は,ディス

クアクセスの効率を考慮したディスクブロック単位で

はなく, 1回あたり集団的に読み書きされるデータ2

-19バイト単位のバッファリングを行っている.i

方, NFSやfwriteO, freadOではブロックサイズ

を考慮に入れた実装を採用している.このため,複数

のディスクを並列に使用することによる転送性能の総

和の向上を活用するのでない限り.並列ストリーム入

出力関数は従来型のNFSマウントによる単一ファイ

ルにアクセスする場合の性能を越えることができない.
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4.2　並列ストリーム入出力とMPI入出力の比

較

次に,並列ストリーム入出力関数によって不連続な

データにアクセスする場合の性能をみるため, MPI

プロセス数を変えながら,並列ストリーム入出力関

数(p_fwriteQ, p_fread())により1台のディスク
を利用する場合と, MPICHの非集団型入出力関数

(MPI_File_write_at () , MPI_File_read_at () )によ

り1台のディスクを使用する場合の性能を測定した.

各MPIプロセスは,各プロセスのデータがラウン

ドロビンで配置された単一ファイルに対して, 4バイ

トのデータを100,000回読み書きするような関数呼び

出しを行っている.

書き込みに要した時間のグラフを図8に,読み出

しに要した時間のグラフを図9に,それぞれ示す.

Performance of p_fwnte() and MPI_Fi!e_write_at()
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図8:並列ストリーム入出力とMPICH入出力の比較

(write)

これは,ファイルに格納されるデータの配置が,令

プロセスが必要とするデ「タの配置とうまくマッチし

ない場合の性能を比較している. MPICHの非集団型

入出力関数の性能は,このようなミスマッチが起きて

いる場合に,プロセス数が増えるにつれ急激に降下し

ている.

このようなデータ配置のミスマッチがある場合,香

き込む前や読み込んだ後にプロセス間通信を行うこと

によって各プロセスのアクセスするデータが連続にな

るような形式に再配分すると,再配分のオーバーヘッ

ドを含めても全体のアクセス性能が向上することが知

られている国.比較の対象とした入出力関数は非集
団型であるため,このような性能向上は実現されてい

ない.
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iead)

4.1節のように, NFSと逐次型入出力関数経由で単

一ファイル上の不連続なデータにアクセスする場合と

の比較は行っていない.しかし,単一ファイル内の不

連続なデータに一括してアクセスする機能は通常の逐

次型入出力関数には用意されていないため,不連続な

データ断片のそれぞれに対するアクセスを排他的に実

行するようなロック・アンロック操作をユーザプログ

ラム側で陽に用いる必要がある.したがって,この場

合の実行性能は, MPICHの入出力関数の場合と同様

に,深刻な性能低下を引き起こすであろうと予想して

いる.

4.3　並列パイプによるデータ転送とファイルに

よるデータ転送の比較

最後に, 4.1節で使用した並列ストリーム入出力関

数がもつ並列パイプ機能を利用して複数のMPIプロ

グラム間で縦列状にデータを転送する場合と,同じプ

ログラム群がNFSマウントされたディスク上のファ

イルを使用してデータを転送する場合との性能を比較

する. MPIプログラムは,それぞれ,配列データの

読み出し・転置・書き込みを行っている.

この実験の結果を,図10に示す.

並列ストリーム入出力関数の並列パイプ機能はデー

タ転送の仲立ちをする並列パイプデーモンを用いて実

装されているが,それによるオーバーヘッドを含めて

ち,ディスクファイル経由でデータ転送を行う場合よ

り経過時間を短縮できることがわかる.
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Peげbrmance of Data Transfer via Parallel Pipe and Disk File
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データ転送の比較

5　並列ストリーム入出力ライブラリと

並列パイプの応用

並列ストリーム入出力関数と並列パイプには,以下

に述べるような応用がある.

5.1並列プログラムの部品化と再利用

並列ストリーム入出力関数は,図5に示したように,

並列パイプを経由することによりディスク上のファイ

ルによらずに1つの並列プログラムから次の並列プロ

グラムにデータを転送することができる.これは3段

以上の多段の接続でも同様である.

このため,ある一連の並列処理が複数のフェーズに

分割でき,かつ,それぞれのフェーズで動作する各プ

ロセスが同一の並列データストリームを処理するよう

に書き直すことができれば,それらのプログラムを並

列パイプで多段に接続するだけで,元のプログラムと

同じ処理を実現できる.

このような考え方でさまざまな並列プログラムを細

かな部品に分割し集積することができれば,共通の処

理については,既存の並列プログラム部品から再構成

することができるようになり,.並列プログラム部品の

再利用を促進することができる.

5.2　並列計算のパイプライン化

並列パイプ機構は,同一のMPlプログラム内での

プロセス間通信とは別の機構により,複数のMPIプ

ログラム間での効率的なデータ転送を実現している.

このため,それぞれが独立のMPIプログラムを動作

させるように設定されている複数の並列計算機間を接

続することも技術的に可能である.この様子を図11

に示す.

このような処理は,これまで,一次側の並列プログ

ラムの出力をいったんディスクに書き出した後,二次

側の並列プログラムに読み込ませるより他に方法がな

かった.このため,両者のプログラムの処理を直列に

実行せざるを得ず,例えば,一次側のプログラムから

の出力が全部終了しなくても二次側の処理を開始でき

るような場合でも,両者の処理を重ねることによって

全体の処理に必要な時間を短縮するようなことはでき

なかった.

並列パイプ機構を異なる並列計算機間に拡張すると.

前述の制約が緩和され,一次側で処理を終えて出力さ

れたデータをただちに二次側のプログラムに供給でき

るようになる.また,それぞれの並列計算機が複数の

外部通信インタフェースを有している場合には,それ

らを並列に駆動することによって,されに高い転送速

度を達成できる可能性がある.

近年.超高速ネットワークを用いて地理的に離れた

計算機資源を統合運用するグリッドコンピューティン

グ同が注目を集めている. LAN環境下でのクラスタ
と異なり,グリッド環境下では地理的な距離による通

信遅延が非常に大きくなるため,複数の計算機資源に

またがるMPIプログラムを良好に動作させることは

難しい.このため,サイト内と同じ方法で複数の計算

機資源を同時に利用することによってより大規模な計

算を行うのは非常に難しい.

一方,パイプライン型の並列処理では,パイプライ

ン上の各計算ステップが十分に計算時間を要するもの

であれば,その間の通信遅延があってもあまり問題と

ならない.このため,並列パイプ機能を拡張すること

で,広域分散環境下でのパイプライン型の並列処理を

実現することができる.現状では,グリッドコンピュー

ティング環境下で複数の計算資源を統合的に用いるこ

とによってより大きな計算力を達成するのに最も適し

た方法はこのような広域分散パイプライン処理であ

ろう.

6　むすび

本論文では, MPIプログラムのための並列ストリー

ム入出力関数,および,これを用いて複数の並列プロ

グラム間でディスクを経由せずに並列データ転送を可

能にする並列パイプ機構について述べた.
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図11:並列計算のパイプライン化

4.1節に述べたように,この並列ストリーム入出力ラ

イブラリには,バッファリング性能の面でまだ改良の

余地が残っている.一方,ファイルに格納されるデー

タ配置と集団型入出力に参加する各プロセスが要求す

るデータ配置の間にミスマッチがある場合に大幅な性

能向上を達成できることがわかっている.

今後はディスクブロックサイズを考慮に入れたバッ

ファリング機構を追加することにより,データ配置

のマッチ・ミスマッチに関わらず高い性能を達成でき

る並列入出力ライブラリの実現を目指したい.また,

MPICHの集団型入出力(MP工_File_write_at_all ()

など)との性能比較も行い,新たな機能を提供しなが
らこれらの関数と互格の性能を有する入出力ライブラ

リにしたいと考えている.

並列ストリーム入出力関数とその並列パイプ機能を

利用すると,並列プログラムの部品化と再利用を促準

することができる.また,並列パイプを用いて並列計

算のパイプライン化を行うと,ディスク上のファイル

を経由して処理をつなぐ場合よりも処理時間を短縮で

きる.さらに,並列パイプ機構を広域分散環境に拡張

すると,グリッドコンピューティングへの応用が期待

できる.
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分散並列計算機による実時間モーションキャプチャ
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要旨　近年,複数のカメラによって撮影した画像から対象物や環境についての情報を獲得しよ

うという研究が広く行われるようになってきている.本研究では,複数のPCを高速ネットワー

クで結合したPCクラスタを利用してこのようなシステムを構築するためのプログラミング環境

RPV(Real-time Parallel Vision)を提案する.さらに, RPVを利用した実時間マーカレスモーショ

ンキャプチャシステムを紹介し, RPV上で実用的なアプリケーションを開発できることを示す.

Abstract Recently, image analysis using multiple cameras has been extensively researched.

In this paper, we propose RPV(Real-time Parallel Vision), a programming environment for

developing image analysis system with multiple cameras on PC cluster which consists of multiple

PCs and high speed network. And we propose a real-time marker-less motion capture system to

show that we can develop practical applications using RPV.

1　はじめに

近年,コンピュータビジョンの分野では,複雑な対

象や環境を理解するために,複数のカメラから得られ

た多視点情報を利用するという研究が盛んに行われて

いる.複数のカメラを用いる場合の問題点,特に,実

時間の画像処理を行おうとする場合の間頗点として,

1台の計算機に接続できるカメラ台数の制限が挙げら

れる.これは,計算機のI/0能力の限界や接続可能
な装置数の制限といった物理的な制約によるものであ

り,多数のカメラを利用しようとする勝合大きな問題

となってくる.また,視点数の増加に伴って必要とされ

る計算能力も大きくなってくる.これに対して,計算

機とカメラを対にした観測ステーションをネットワー

クで接続し,分散計算システムとしてコンピュータビ

ジョンシステムを構築しようという研究が進められて

いる甘このような分散計算システムでは,カメラの
台数に特に制約はなく,必要に応じて観測ステーショ

ンを増加させるだけで視点数を増やすことができ,戟

測ステーションの台数に見合っただけの計算能力が得

られるという大きな利点がある.このような背景から,

我々は,汎用的なPCをネットワーク接続したPCク

ラスタ上での実時間画像処理に関する研究を行ってい

る.汎用のPCを利用することにより,コストパフオー

マンスが高く,柔軟性に富んだシステムを構築するこ

とが可能である.

従来より,数値計算やデータベースの世界では,ネッ

トワーク接続された汎用のワークステーションやPC

を分散型並列計算機として利用することが行われてき

ており,並列プログラムの記述性や移植性を高めるた

めに,標準的なプログラミング環境も提案されている

[2,3】.また,画像処理に関しても静止画を対象とした

分散処理システムもいくつか開発されている[4, 5, 6].
しかし,実時間画像処理では,フレーム単位で次々と

到着する画像データを滞りなく処理し,結果を出力す

ることが要求されるため,その分散並列計算機上での

実現は容易ではない.すなわち,実時間画像処理を分

散並列計算機上で実現するためには,各通信経路にお

ける1フレーム分のデータ転送,および,各ノード

PCにおける1フレーム分のデータ処理が1フレーム

時間(通常よく使われるカメラでは1/30秒)で終了

することを保証しなければならない.このためには

●高速かつ低負荷なデータ転送機構

● 1フレーム時間内にデータ転送とデータ処理が

終了していることを保証する同期機構

●データ転送やデータ処理に遅れが生じたときに

正常な状態に復帰するためのエラー処理機構
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が必要である.また,応用システムを開発,維持す

る上では,これらの実時間処理機構の複雑なプログ

ラミングも問題となってくる.本論文では,これらの

機能を提供することにより実時間並列画像処理をPC

クラスタ上で容易に開発できるプログラミング環境

RPV (Real-time Parallel Vision)を握案し,その概

要,実時間処理機能の実現方法について述べる.さら

に, RPVを使った実アプリケーションとして構築し

た実埠間マーカレスモーションキャプチャシステムに

ついて概説する.

2　分散並列計算機上の実時間多視点画

像処理環境RPV

2.1　RPVの概要

2.1.1　システム構成

図1:PCクラスタシステム

2.1.2　並列処理方式

本研究で用いるPCクラスタシステム(図1)は,

14台のノードPCからなっている.その内, 6台に

CCDカメラが接続されており,すべてのCCDカメ

ラは同期信号発生装置により同期がとられている.各

ノードPCはCPUを2個搭載しているAT互換機で

あり, OSにはLinuxを用いている.また,各ノード

PCはギガビットLANの一種であるMyrinetによっ

て相互に結合されおり, Myrinet上の通信にはRWCP

によって開発されたPM通信ライブラリ閏を利用し

ている. Myrinet上のPM通信ライブラリの特徴と

して,

7.5 fxsの低レイテンシ

118MByte/秒の高スループット

●全二重通信をサポート

●ゼロコピー通信をサポート

●割込み受信をサポート

といった点が挙げられる.このデータからも分かるよう

に,非圧縮フルサイズカラー画像(640×480画素/フレーム

1画素4バイト)を30fpsで転送するための条胤す

なわち毎秒640×480×4×30=36864000空35Mバ

イト以上のスループット,を十分満たしている.また,

ゼロコピー通信と割込み受信のサポートにより,受信

側のノードPCはCPUに負荷をかけることなくデー

タの受信を行うことが可能である.
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RPVでは,以下の並列処理方式を実現している.

●パイプライン並列処理

図2 (a)に示すように,処理の段階ごとに1台

の計算機を割り当てる並列処理であり,実時間

画像処理では,一つのフレームに対する処理を

各計算機で順々に行うという方式をよく用いる.

この場合,ある時刻では,各計算機は異なった

フレームに対する処理を並列に行っていること

になる.従って,計算機台数を増やすと,並列

に処理するフレーム数が増えるため,データ処

理能力は向上するが,あるフレームが入力され

て,その結果が出力されるまでに必要な時間は,

計算機台数分のフレーム数だけ遅れることにな

りレイテンシーは増大してしまう.

●データ並列処理

図2 (b)に示すように,データを分割し複数の

計算機で同時に処理する並列処理であり,実時

間画像処理では以下の二つの方式が考えられる.

一空間方向データ並列処理

各フレームのデータを分割して各計算機で

処理を行う方式.画像を分割して並列に処

理を行うなど,画像処理ではよく利用され

る並列処理である.また,フレームデータ

を分割するのではなく,複数のカメラによ

って同時に獲得されたデータに対して複数

の計算機で同時に処理する方式も空間方向



データ並列処理の一つである(図2 (c)参

岨Sffl

一時間方向データ並列処理

フレームごとに異なる計算機で処理を行う

方式.視体積交差法のような分割後の処理

の負荷に偏りが生ずるデータ処理タスクや,

画像領域分割のようにフレームデータの分

割が難しいデータ処理タスクを並列化する

ときに利用できる.

●機能並列処理

図2 (d)に示すように,同じフレームのデータ

に複数の計算機で同時に異なる処理を行う並列

処理であり,原理的には,空間方向データ並列

処理と同様の効果がある.ただし,同時に異な

る処理を行わなければならないので,処理の内

容によってはこの並列処理を実現できるとは限

らない.また,計算機間で処理量が異なると,処

理量の最も多い計算機の処理時間に,全体の処

理時間が拘束され,計算機台数分の処理性能の

向上が得られなくなってしまう.

2.1.3　プログラミングの概要

実時間並列画像処理アプリケーションを構築すると

き,アプリケーションによって異なるのは,ノードPC

間のデータフローと各ノードPCにおけるデータ処理

タスクのみである.これら以外の機能,具体的には

●データ転送機構

●同期機構

●エラー処理機構

についてはすべてのアプリケーションで共通に利用で

きる.これらの機能を実現するためには,ハードウェ

ア, OS,ネットワークについての多くの知識が必要で

あり,プログラミングは容易ではない.そこで, RPV

ではこれらの機能をC++のクラスライブラリとして

提供することで,アプリケーションを容易に記述でき

るようにしている.これにより,アプリケーションプ

ログラマはデータフロー情報とデータ処理タスクを記

述するだけでよいことになる.

ノードPC間のデータフロー情報の記述　図3で示

したクラスRPV.Connectionは,ノードPC間のデー

タフロー情報を持っクラスである.各ノードPCは,

(a) Pipeline parallel processir唱

・□　曹回-
(b) Data parallel processing

(c) Parallel processing of multiple cameras'da-

ta

(d) Function parallel processing

図2:並列処理方式

このクラスの持っ情報をもとに,ノードPC間のデー

タの送受信を行う.通常このクラスは,ノードPC間

のデータフロー情報を記述したファイル(以下コネク

ションファイル)によって初期化される.このコネク

ションファイルにはPCクラスタ全体のデータフロー

を記述する.このようにデータフロー情報は一つの

ファイルにまとめて記述されるため,データフロー情

報の管理が容易であるだけでなく,プログラムの修正,

再コンパイルを行うことなく,利用するノードPCと

各ノードPCで行う処理を変更することができる.コ

ネクションファイルは, 1行に1台のノードPCのデー

タフロー情報を記述し,各行には以下の項目が記述さ

れる.

PCno PCクラスタ内のノードPCに付けられた番号
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class RPV_Connection{

int myPC皿0;

char* keyword;

int mput-PCnum;

int* input-PC;

int* input_data_size;

int input_frame_num;

int input-buf皿um;

int output-PC」num;

int* output-PC;I

int * output_data-size;

int output」)uf皿um;

int ainput_PC」aum;

int* ainput_PC;

int* ainput.data.size;

int ainput-dataJlu皿;

int connectJPC」Qum;

int* connect_PC;

);

自ノードPC番号
処理内容のキーワード
受信する同期データの数
受信同期データの転送元ノードPC番号
受信する同期データのサイズ
同時に使用する受信同期データのフレーム数
受信同期データ用バッファの数
送信データの数
送信デこタの転送先ノードPC番号
送信データのサイズ
送信バッファの数
受信非同期データの数
受信非同期データの転送元ノードPC番号
受信非同期データのサイズ
同時に使用する受信非同期データのフレーム数
使用するノードPCの数
使用するノードPC番号列

図3:クラスRPV_Connection

keywordノードPCで行うデータ処理を指定する文
字列

LPC受信同期データの転送元ノードPC番号

i_size受信同期データのサイズ

i」num同時に使用する受信同期データの数

oJPC送信データの転送先ノードPC番号

o」size送信データサイズ

aiJPC受信非同期データの転送元ノードPC番号

ai_size受信非同期データのサイズ

ai」num同時に使用する受信非同期データの数

各ノードPCでのデータ処理アルゴリズムの記述　R-

PVにおけるデータ処理は図4に示す流れで行われる.

まず,初期化1でコネクションファイルの読み込みが

行われ,クラスRPV-Comactionが初期化される.つ

ぎに,変数keywordによって分岐を行い,ノードPC

ごとに引数の異なる関数RPV-Invokeを起動する.こ

のようにするのは,プログラムの修正,再コンパイル

を行うことなくコネクションファイルを修正するだけ

で,各データ処理タスクを実行するノードPCを変

更できるようにするためである.図5に示すのが関数

RPV_Invokeの仕様であり,関数RPV-Invokeの引数

によってそのノードPCで実行されるデータ処理タス

クが指示される.また,第2引数のsync.皿Odeで,同

期機構に関する選択を行う(2.2.4参照).

関数RPV_Invokeの動作は以下の通りである.

1.初期設定として,モジュールの起動(2.2.1参照),

通信路の初期化を行う.

2. RPV.Invokeの引数にしたがって,指定された関

数を起動しながら処理終了まで動作する.具体

的には以下の動作を行う.

(a)前処理関数pro_f皿Cを実行する・

(b)処理開始割り込み信号を待つ・

(C)ユーザ関数user_funcを実行し, 1フレー
ム分のデータを処理する.

(d) frame」lumフレーム分のデータを処理が済
んでいなければ, (2b) -戻る.

(e)後処理関数post_funcを実行し,処理を終
了する.

3.すべてのノードPCで処理が終了したことを確

認し, RPV全体の処理を終了する.

ユーザ関数user_funcの引数は,三つの入出力デー

タへのポインタと一つのアプリケーションプログラマ

が自由に利用できる引数から成る.受信同期データ引

数と受信非同期データ引数には,システムによって自
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図6:各ノードPCのモジュール構成

図4:処理の流れ

動的に必要なデータが渡され,ユーザ関数はそれらの

データを読み込むことができる.また,送信データ引

数には,ユーザ関数から書き込み可能であり,書き込

みが終了すると自動的にそれらのデータは送信される.

このようにユーザ関数は,データの送受信や同期につ

いて考慮する必要がなく, 1枚の画像を入力とし,そ

れを処理し,結果を出力する静止画像処理と同じ形式

で記述可能である.そのため,実時間動画像処理とい

うことをほとんど意識することなく,容易にユーザ関

数をプログラミングできる.

2.2　RPVの実装

本節では, RPVにおけるデータ転送機構,同期機

棉,エラー処理機構の実現方法について述べる.

2.2.1　実装の基本方式

並列動画像処理を効率的に実行するために,木シス

テムの各ノードPCでは,図6に示す四つのモジュー

ルが, UNIXプロセスとして並行動作している.これ

により,データの受信,処理,送信を並行に行うこと

ができ,外部からのデータの受信にも即座に対応でき

るようになっている.また,データの送受信のための

バッファは,複数のモジュールからアクセスできるよう

に共有メモリ上に実現されている.以下,各モジュー

ルの動作について説明する.

●データ受信モジュール(DRM)

データ受信に関する情報のやりとりを行うモジ
ュー/レ.

一転送元ノードPCからの各フレーム分の

データ転送が終了した知らせを受け取り,

データが書き込まれた受信バッファの額域

を書き込み不可(読み込み可能)にする.

一処理が済んでデータ書き込み可能になった

受信バッファの領域をチェックし,転送元

ノードPCに伝える.

●データ処理モジュール(DPM)

実際の画像処理を行うモジュール.

一最初に関数pre_funcを,最後に関数post_f皿C
を呼び出す.

一処理開始の割り込み信号を受けとると,受

信バッファの読み込み可能領域からデータ

を読み込んで画像処理を行う(実際は関数

userjfuncを呼び出す).処理結果は送信

バッファの書き込み可能額域に書き込み,

その領域を書き込み不可とする.

一処理が終了すると,当該の受信バッファ領

域を書き込み可能にする.

-処理結果の書き込みが終了すると,書き込

みの終了を通知する割り込み信号をDSM

に送る.
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void RPVJnvoke(

RPV_Connection* connect ,

struct RPVJFSM syncJnode,
int framejium,

void* (*pre_func) (void*),

void* pre血ncarg,
void* (*user血nc) (RPVJnput*, RPV-Output*

RPV-Ainput*, void*),

void* user-func_arg,

void* (*post血nc) (void*) ,
void* post_func_arg

);

データフロー情報
同期モード
処理するフレーム数
ループ前に実行される前処理関数

preJuncの引数

ループ中に実行される関数
userJuneの引数
ループを出た後に実行される後処理関数
post血ncの引数

図5:関数RPV_Invoke

。データ送信モジュール(DSM)

データ送信に関する情報のやりとりを行うモジ
ューノレ.

一処理モジュールからの各フレーム分のデー

タ書き込みが終了した知らせを割り込み信

号として受け取り,そのデータを転送先ノ

ードPCに送信する.

-送信が終了したデータの格納されていた領

域を書き込み可能とする.

●　フレーム同期モジュール(FSM)

ノードPC間の同期をとるためのモジュール.

- FSMどうしの通信によって, 2.2.3で述べ

るフレーム同期信号(Frame Synchroniza-

tion SignahFSS)をデータの流れにそって

上流から下流-向けて送受信する.

- FSSを受け取ると,処理開始を通知する割

り込み信号をDPMに送る.

2.2.2　ノードPCにおける処理の並列化

システム全体としての性能を向上させるためには,

各ノードPCでの性能を向上させる必要がある.そ

こで,ここでは,ノードPC内のモジュールの並列化

について考察する. 2.2.1で述べたモジュールのうち

CPUを多く利用するものは, DPM以外にDSMがあ

る.これはPM通信ライブラリではデータ転送の単

位が最大8Kバイトのため,画像のような大きなデー

タは分割して送信する必要があり,その制御にCPU

が必要なためである.その他のモジュールはほとんど

CPUを利用しない.章た, Myrinetは全二重通信可

能であるため,データ受信とデータ送信が競合するこ

ともない.したがって,データの転送,処理に直接関

与するモジュールであるDRM, DPM, DSMでの処

理は,一般に図7(a)のようになる.この図で,上半

分と下半分がそれぞれ一つのノードPCの動作を表し

ており,それぞれのノードPCの中では,上から順に

DRMにおけるデータ受信時間, DPMにおけるデー

タ処理時間, DSMにおけるデータ送信時間を表して

いる.また,上段のノードPCから下段のノードPC

-と同期データが転送されている.この図のように,

DPMによるデータ処理の終了後, DSMによるデー

タ送信が行われるという排他的な処理になる.

このとき画像の実時間処理を実現するためには, DP-

Mによるデータ処理時間とDSMによるデータ送信時

間の合計が1フレーム時間以内となることが必要とな

る.しかし, 1台のノードPCに2個のCPUを塔載す

れば, DPMとDSMを並列動作させることが可能と

なり,図7 (b)のように, t番目のフレームのデータ

処理とt-1番目のフレームのデータ送信をオーバラッ

プさせることが可能となる.つまり, 1フレーム時間

内で画像データの処理にCPUを多く割り当てられる

ようになる.このような点を考慮し,本研究のPCク

ラスタでは各ノードPCに2個のCPUを搭載してい

る.ただし,データ処理とデータ送信をオーバラップ

させない場合に比べてオーバラップさせる場合は, 1

フレーム時間あたりの処理可能量が増加する(スルー

プットが増大する)かわりにレイテンシが2倍になっ

てしまう.したがって,どちらの方式を採用するかを

アプリケーションの計算量やノードPCの台数などを

考慮してアプリケーションプログラマが選択できるよ

うになっている.
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・ FSS＼

(a)WithoutoverlapingDPMandDSM

-FSS
/¥＼

(b) With overlaping DPM and DSM

図7:モジュールのタイムチャート

2.2.3　時刻管理

分散並列計算機環境において実時間画像処理を行う

場合,時刻の管理が重要である.これは,複数のカメ

ラによって撮影された画像が同一時刻のものでなけれ

ばならず,また各計算機でのデータの処理と計算機間

の同期データの転送を同じ時間間隔で行わなければな

らないからである.このために,以下のことを行って

いる.

●すべてのカメラに外部同期信号を与えることに

よって,すべてのカメラを完全に同期させる.こ

れにより,まったく同じ時刻の画像を撮影する

ことができる.

●カメラが接続された各ノードPCで同時刻に画像

獲得を開始する・時刻を合わせるためにNTP[8]
を導入し,ノードPCの内部時計を一致させて

いる. NTPを使うことによって,数ミリ秒以下

の精度でノードPCの時刻を合わせることがで

きるので, 33ミリ秒ごとの画像獲得に対しては

卜分な精度である.また,データにはフレーム

番号が付けられており,これを比較することに

より,異なるカメラからの画像の獲得タイミン

グが同じであるかどうかを判断できる.

●カメラが接続されたノードPCは,カメラから

の垂直同期信号のタイミングに合わせて, FSS

を発生する. FSSは同期データの流れに沿って

上流のノードPCから下流のノードPC-と転

送される.このFSSによって各ノードPC間の

データ処理とデータ転送の同期をとることがで

きる(同期機構の詳細は2.2.4を参照).

2.2.4　同期機構

本システムでは,実時間でデータを受信,処理,逮

信することが要求される.これらのデータ転送,処理

を滞りなく実行するために,ノードPC間の同期をと

ることが必要である.そこで,本システムでは,

●データ転送同期

●データ処理同期

の2種類の同期機構を提供し,同期の実現のために

FSSを利用している.

データ転送同期は, DPMに同期データが到着して

いるかどうかをチェックする同期である.この同期に

より,前段のノードPCからの同期データ転送の遅れ

や前段までのノードPCにおける同期データのデータ

落ちを検出することができる.図8は連続した二つの

ノードPCのタイムチャートである. DRMが受け取

る同期データは,正常時は二つのFSSの間に受信さ

れる.そのため, FSSを受信したときにDPMは処理
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(a)

図8;データ転送同期とデータ処理同期

を開始することができる.しかし, (a)でデータ転送

の遅れが起こっており,処理開始時に同期データが到

着していない.このため, DPMは処理を開始するこ

とができず,プログラマによって指定されたエラー処

理が実行されることになる.

一方,データ処理同期は, DPMの処理が1フレー

ム時間以内に終了しているかどうかをチェックする同

期である.図8において, (b)でデータ処理の遅れが

起こっており,処理開始時になっても前のフレームの

データ処理が終了していない.このため,そのままで

はDPMは処理を開始できず,また, DSMはデータ

を送信することができない.この場合もプログラマが

指定したエラー処理が実行されることになる.

なお,本システムでは,ここで述べた同期機構に基

づいた同期データ転送以外に,非同期データ転送も

サポートしている.非同期データ転送は,フレームタ

イミングとは関係なくデータを転送するものであり,

データは1フレームに何回も転送されても,あるい

はまったく転送されなくてもよい.通常は,フィード

バックや協調処理のための制御信号などに利用される.

アプリケーションプログラマは関数user_func中の

任意のタイミングで最新の非同期データを転送するこ

とができる.

2.2.5　エラー処理槻構

2種類の同期機構におけるエラー処理として,以下

の方法が考えられる.

(a)データ転送の遅れ

1.データが到着するのを待って,処理を開始

する.

2.次のFSSまで処理を行わない.次の処理

では最新のデータを処理する.

(b)データ処理の遅れ

1.処理を打ち切り,次のフレームのデータに

対する処理を開始する.

2.終了するまで処理を継続する.次の処理で

は最新のデータを処理する.

これらのエラー処理の組み合わせにより,以下の3

種類のエラー処理モードを用意し,アプリケーション

プログラマはその中から適切なものを選択することが

できる.なお,(a)の(2)は次のフレームのデータに

対する処理を行うために現在のフレームのデータを落

とすェラー処理であり, (b)の(1)は次のフレーム

のデータに対する処理を行うために現在のフレームの

データに対する処理を途中で打ち切るェラー処理であ

るから,これらのエラー処理の組み合わせは効果が重

複しており,無意味なので考えない.

・データ落ち型(Data missing)
(a)は(2),(b)は(2)の組み合わせ(図9 (a)

参照).完全なデータだけを出力するが,エラー

のときはデータ落ちが起こる.この方式は,処

理が遅れたときに決められた時間以内に出力が

得られないことになるので,厳密には実時間シ

ステムとは言えなくなる.しかし,データを落

とすことによってすぐに遅れの状態から正常な

状態に復帰できるので,実際の動画像処理とし

ては最も利用される方式である.

・不完全データ転送型(Incomplete data)

(a)は(1),(b)は(1)の組み合わせ(図9 (b)

参照).データ落ちは起こらないが,データ処

理が遅れたときは不完全なデータが出力される.

この方式のみが厳密な意味での実時間処理とな

る.ただし,計算機の処理能力と比べて処理量

が多くなりすぎると,完全な出力がまったく得

られなくなってしまうので,プログラマが負荷
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分散を慎豆に行う必要がある.なお,このとき

出力されるデータは,以下の中からアプリケー

ションプログラマが選択する.

1.処理途中のデータ

2.前フレームの処理結果

3.あらかじめ指定されたデータ

・完全保持型(Complete queuing)
(a)は(1).(b)は(2)の組み合わせ(図9 (c)

参照).データ落ちも起こらず,完全なデータ

だけを出力する.しかし,この方式は,一度エ

ラーが起こるとそれ以降の実時間性の保証がで

きず,さらに最悪の場合は受信バッファが溢れ

てしまう.

3　多視点画像処理を利用した実時間マ

ーカレスモーションキャプチャシス

テム

本節では, RPVを利用して構築した実時間マーカ

レスモーションキャプチャシステム[9, 101について説
明する.

3.1　日的

近畢まSmartRoom[ll]など,接触型の辞具を用い
ることなく,ビデオカメ・ラを用いて人間の行為を知覚

するような知的なサイバースペース生成の研究が進ん

でいる.これは非接触な方式を実現することが,コン

ピュータビジョンの達成すべき研究課題であるばかり

でなく,仮想空間-の入口となる計測空間と日常の生

活空間とをシームレスに繋げるために有効と考えられ

ているからであり,本研究もこのようなセンサを装着

することによる制約を打破する非接触型の知覚系の構

築を目指すものである∴

3.2　人体動作推定の問題

人体動作の推定間男副ま,なるべく制約のない,リア

リティの高い推定を実時間で行う方式の開発が課題で

あると言える.一般に,人体動作の推定問塔は,図10

で示すような階層からなっている.第一段階は,画像

から人間を抽出するのに必要な画像特徴を抽出するレ

ベルである.第二段階はそれらの画像特徴を統合し,

人体の3次元的な姿勢を抽出するレベルであり,基本

- FSS＼

(a) Data missing

TSS＼

(b) Incomplete data

/ r5>＼

(c) Complete queuing

図9:同期におけるエラー処理方式

的には物理的な情報を取り扱う世界であるり,現在ま

での研究のほとんどは,この段階までにとどまってい

る.第三段階は,第二段階で得られた結果を基に,さ

らに詳細な情報や時系列情報を獲得・統合して,行動

や意図,感情などの抽象化された概念を抽出するレベ

ルである.第三段階を実現するためにも,第二段階で

リアリティの高い人体動作を推定・再現する必要があ
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図10:人体動作のモデ/レ

るので,本研究では,以下の課題を実現するシステム

を構築する.

●少ない画像特徴からリアリティの高い人体動作

を再現する.

。実時間で動作可能であり,ユーザ介在の後処理

を必要としないなどオンライン性がある.

●計測範囲を拡張し,様々な姿勢を琵識できるよ

う,多視点情報を利用する.

また,本システムでは前述のPfinderシステムと同

様に,画像特徴として色領域blobを用いる.その理

由は,画像上で手先や足先の追跡が他の画像特徴に比

べ安定で,抽出精度の人体姿勢依存性が低いと考える

からである.

3.3　Blob特徴の追跡

以下では,手や顔に相当する色領域blobを追跡し,

その3次元位置を求める方法について述べる.

3.3.1　領域の検出

背景差分と外接矩形の検出　前処理として,背景差分

を施し,人体簡域を囲む外接矩形を検出する.

色識別　本手法では,入力画像中に観測される肌色領

域は手,顔のいづれかの額域であると解釈される.色

識別の方法に,照明変化に比較的ロバストな方法とし

て,パラメトリックな色モデルによる識別手法を用い

ている【9]・各画素の色特徴>,g,b)が,次のような

濃淡値iをパラメータとした2次形式で表せると仮定

R　-　R2i　+R¥i,

G　-　G2iA+Gii,

B　-　B2i　+B¥i

(1)

ここで, 6つのモデルパラメータ係数Rl, -, B2は,
予め学習用実画像から推定したものである.

色識別においては,以下の式により,各画素につい

て観測される色特徴(r,9,1>)とモデル色特徴間のマッ

チングを行い,しきい値処理を行う.

error- (デーR?+(∂-Gf　　　　　(2)

ここで,チ-r/(r†9+b), 9-9/(r+9+b),点-
R/(R+G+B), G-G/(R+G+B).

3.3.2　Blobの定義

領域特徴の1次モーメントまで考慮したガウシアン

bbb特徴は,楕円形状モデルe - (〟,∑)である(平均

〟,共分散∑).しかし,肌色領域のように,同じ色特

性の領域を複数個追跡する場合,このモデルでは画素

単位での識別に誤りが生じる恐れがある.領域追跡を

正確に行うためには,より正確な額域形状,領域境界

を把握する必要がある.

そこで,本研究では, blob特徴に正確な額域境界を

表現可能なように局所的な変形dを追加する.

p(β)-e(β +dβ　　　　　　　　　　(3)

ここで, βは楕円周のパラメータを表す.以下, 「blob」

を,式(3)のpと定義する.

3.3.3　画素の識別

初期ラベリング　まず,外接矩形内の鋳域を各ガウシ

アンblob額域-とクラスタリングする.どの部位に

相当するか決定する尺度としては,前フレームまでに

推定された2次元重心位置(あるいは予測位置)との近

接性のみを用いる.これにより,初期の推定位置0*N

∑')が求まる.

変形楕円による輪郭境界の探索　次のステップは,初

期推定位置(/*',∑')を用いて額域境界を決定する,す
なわちどの画素が各blobに属するかを厳密に決定す

ることである.境界探索のための探索領域を,初期楕

円の周上に配置する(図11(上)参照)・各探索点にお
ける局所窓lyから,尤もらしい領域境界を決定する.
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図11: (上)変形楕円モデル. (下)境界探索の領域.

通常,境界を決定する尺度としてエッジ勾配などが用

いられるが,本手法では,衣服のエッジの影響も考え

られるため,以下のような色の分離境界を定める分離

度J(p)をその尺度としている.

if∑n(xuyi)>0

(xi,yi)ew

J(p)-¥Nw/2-∑p(xi,yi¥skin)+」¥

(*>>yi)∈W

ここで.p(xi,yi¥skin)iま肌色の尤度,NwはW内の

画素数n(a?i,yi)-pip・11も(図11(下)参照).した

がって,d(s)-argmaxォ/(・).

推定した変形楕円内で対応画素の重心〃を計算する

ことにより,blobの2次元位置を求める.

3.3.43次元位置の復元

2視点の画像からblob特徴が観測される時,その

3次元位置をステレオ視により計算することが可能で

ある.予め得られるキャリブレーション情報により,

カメラ座標原点とblob中心位置を結ぶ視線を各視点

について計算し,それら視線の交差位置を求める.

視線1がTi-oi+iidiと表現され(hは媒介変

敬,olはその視点のカメラ座標原点,dlはその単位

視線ベクトル),視線2がTi-02+t2d2(^2は媒介

変数,02はカメラ座標原点,d之は単位視線ベクトル)

v:;^竃葦

図12:推定した変形楕円領域の例.

と衷現される時,視線1上にあり,視線2から最小距

離である点Tは, tlをパラメータとして求めると以

下のようになる.

Oi-

ただし

幽五　重

tij　=

(dl Xm2,oi Xm2-1*2)

lldi Xォ12

1+ |o*×dj¥¥2

Oj xdj

(5)

この点Tが3次元blob位置である.

3.3.5　隠れの検出

人体領域の追跡においては,顔領域が-定位置にあ

り,手領域が顔領域を隠す状況や,片方の手領域がも

う一方の手領域を一時的に隠し,横切るというような

状況が起こり得る.この場合, blob領域の可視性が重

要である.推定したモデルの3次元予測位置を再投影

することにより,どのblobが可視であるかを判定す

ることが可能である.このモデルベースの予測を「画

像生成による解析月12]と呼ぶ.具体的には,まず,
カメラ座標原点からの距離をZバッファ法により計算

し,次フレームでのblobの可視性を求める.それを

もとに,隠れが起こっているblobについてはその影

響を最小限にするため,画素識別の際に隠れた境界の

推定を行わず,初期楕円弧に境界を固定するように制

限する(図13参照).
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0円gin of

camera coordinate

図13:隠れの検出.

3.4　人体モデルの動き生成

3.4.1　推定blobの人体モデルへのあてはめ

知覚モジュールにより得られるのは胴体重心・頭部・

両手・両足の計6つの3Dblob位置(以後,これを知覚

データと呼ぶ)のみである.輪郭解析などを行い肘・膝

などの関節位置を推定する方法[1鞘14]もあるが,不
安定な結果しか得られず推定可能な条件も厳しくなる.

したがって,限られた少数の知覚データを用いて人体

モデルの姿勢を生成するため,以下の逆運動学(イン

バースキネマテイクス)を用いてこの間題を解決する.
なお人体モデルの表現としては,知覚データより求ま

る位置に両膝・両肘を加えた部位数14,自由度23(詳

細は後述)を考えた多関節構造モデルとする(図14).

3.4.2　実時間逆運動学

従来の手法　逆運動学閉場は一般に,ロボティクス,

コンピュータグラフィクス[15]の分野で用いられる.

解法のアプローチとしては,解析的に解く方法[17],

数値解析で解く方法【161があり,また,ヤコビ法,負
適化法などが提案されている.また,腕のみであるが,

実際の人体の動きデータを収集しそれらから導出した

線形関係式を用いるユニークな方法などもある[18].

ロボテイクスおよびその関連分野では,生体に近い腕

の到達運動など研究されているが,実際は動力学と併

用されることが多く,質量,弾性など対象に関する多

くの事前情報が必要とされる.一方,コンピュータグ

ラフィクスの分野でも近年,実時間での逆運動学問題

解法が開発されつつある.しかしながら,利用用途が

モデリングツールであり,ユーザとのインタラクショ

ンを前提としているため,時系列データを必要としな

い最適化手法を用い,局所解に陥った場合はユーザが

修正するようなアプローチが用いられている.

提案手法　我々の目的においては逆運動学に関し,上

述の一般的手法と異なる以下の性質が望まれる.

●実時間で両腕両脚の計4つの接続リンクに関す

る逆運動学について同時に解が得られる

・知覚モジュールにより入力されるゴール(3-D

blob)位置は精度が悪いということを前提とする

●連続的かつ自然な人体の動きを与える

本論文では,上記の性質を考慮したアプローチとし

て解析的に解く方法を提案する.まず逆運動学におけ

るゴールとして様々なものが考えられるが,我々のよ

うな目的の場合,知覚モジュールから入力される3-D

blob位置が正確でないことが起こりうる.特に,ゴ-

ル位置が解の存在範囲を越えて設定された場合,連続

性が満たされなくなる.よって,実際のゴールを方向

およびその距離(絶対値)と定義することで対処する・
つまり,ゴールの方向は必ず満たし,その距離は設定

ゴール位置が解の存在範囲内である時のみ3-D blob

位置に一致させる(図14の左上参照).一般に位置姿
勢表現はロール・ピッチ・ヨ-などの回転・並進自由

度が用いられ,それらが多関節構造の相互依存関係に

あるため,このままでは解析的に解くことは困難であ

る.そこで解析的に解けるよう自由度を適切に分ける

方法が必要である.

解法　2つの可変リンクに関する運動学方程式を以下

のように定義する.

gf -　T^R^O,^6馬')R6'(^ ′,0,0)

TllR'1(Rzh,Ryh,O)R*i(Rji,0,R訂*) (6)

Tl*Rl*(0,0, Rj2) te

を孟孟雲譜9y> 9霊盗電1ォ(1,品纂
する相対並進,回転行列IJlflおよびr'1, rA, t'2お

よびRJ2はリンク1, 2に関する相対並進,回転行列で

ある(′のものは解析的に解くために分けられた回転行

列を表す). teはリンク2の末端のゴール位置-の局所

座標系での並進ベクトルである・またTL(Rz,Ry,Rx)

の回転自由度-zj-tiy>馬はそれぞれロール・ピッチ・
ヨ-を表す.

すると,逆運動学方程式の解析解としては,その幾

何学的な性質より
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図15:多視点動画像処理のPCクラスタ-の実装.

図14:人体モデルの構造およびゴール方向の定義

RyA　- -arccos

Rzl　--arctan

RS*　-arccos

R 'サ　-arccos

92- tTh

llg- ^T'i

L12+La-L22

2LxL

LS+tf-L2
2LIL2

)

)
-IT

(¥Li-L21≦L≦L-1+L2)

が得られる.ここで, Li,Li2>Lはそれぞれリンク1,

リンク2の長さ,リンク1の原点からゴールまでの距

離を表し　蝣wrp*はワールド座標を表す(図14参照).
また,胴体の方向に関しては,胴体位置wTbぉよ

び頭部位置wThにより　jrpn wrpoの方向に体軸が

平行になるように決定する.

Rェb----arcsm

Ry-　- -arctan

1y-jrpbly
||to<Ji/l Wp6||

vimhHi-
J-xJ-T.

なおiV*は(6)式により,両腕両脚のそれぞれに設
定されるパラメータであり,腕に関しては,肝の上げ

下げ,脚に関しては膝の開き具合に対応する,より人

間らしい動きを与えるための回転角である.これらは

逆運動学の解からは直接得られないが,人体の姿勢表

号馴こは必要なパラメータであり,ここでは実際の測定

値から実験的な定数値を当てはめた.また　Rzつま人

体の向き(パン)を定める回転角であり,これも逆運

動学の解には直接影響を与えない,人体の姿勢表矧こ

は必要なパラメータであるが,人体の向き(パン)を6

つのblob位置のみから推定することは難しいため固

定値にしており,その自動推定法の開発は今後の課題

である.

本手法の特徴をまとめると以下のようになる.

●解析的な方法であるため実時間計算可能

.少数の知覚データから人体モデルの姿勢を定め

る目的に特化しているため2つの可変リンクの

み適用可能

●逆運動学の解には直接現れないが,人体の姿勢

には影響を与えるパラメータを設定できるため

多くの動作表現が実現可能

3.5　実験結果

3.5.1　システム構成

以下の実験では, 2-6台のPCが画像獲得・ 2次元

画像処理を行い, 1台のPCが2次元画像処理を行っ

たPCからの情報を受信し, 3次元の復元処理,人体

モデルの動作生成,人体モデルの描画を行う.さらに

1台のPCが2次元画像処理を行うPCに同期信号を

送信し, PC間の同期を管理する(図15).入力画像の

サイズは320 × 240画素(YUV:422)で3(均)Sで動作
可能である1.

3.5.2　多視点カメラの利即こよる計測範囲の拡弓長

本手法においては,人体動作の計測は正面像の対に

対してのみ適用可能である.したがって,多視点カメ

ラを用いて正面像の選択を行うことができれば,計測

範囲の拡張を行うことが可能となる.しかしながら,

^FW.V500の仕様上,外部トリガにより同期をとると,負

大15fpsの速度でしか画像を取り込めないが,システムの性能と
しては30fpsのスループットが得られている
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)

図16: 6視点カメラの均等配置.

高精度に人体の向き(パン角)を求めるには胴体を正
確に測定する必要があり,現在のアプローチでは困難

である.そこで本実験では簡単に,両足先のなす角度

により,正面像の視点対を選択することを考える.す

なわち,以下の手順で視点選択を行う.

。鉛直上方からの仮想カメラ座標を想定し,左右

足先の投影点ph Prを結ぶ2次元ベクトルと,

各視点のカメラ座標原点の投影点p。 ,ワール

ド座標原点の投影点pwを結ぶ2次元ベクトル

を求める.

●それらを正規化し,ベクトルのなす角度を計算

することにより,最適なすなわち直角に近い角

度の隣り合う視点対を選択する.

本実験では, 6つのカメラを同等の視野を保ちつつ

6 0度の均等間隔で円周上に配置し(図16),直立状

態の動作に関しては,どの向きでも正面像を観測可能

な観測環境を想定した.図17に,その入力画像およ

び人体モデルの再構成像を示す.また,選択された視

点対を太枠で示している.再投影によるblobの予測

位置を用いているので,滑らかな視点の切替えを行う

ことができ,推定位置の変動の影響は少ないことが確

認できた. 6つのカメラ程度でも,あらゆる人体の向

きについての安定な正面像を選択可能であった.

4　おわりに

本論文では,実時間並列画像処理アプリケーション

を作成するためのプログラミング環境であるRPVに

ついて述べた. RPVを用いると,ユーザは,データ

転送や同期,エラー処理と言った分散システム上で実

時間処理を行う際の問題に悩まされることなく,デー
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図17:オンライン視点選択による全身動作の再構成

の例(左:入力画像(視点1-6).右:同一視点からの

人体モデル再構成像).

タフロー情報とデータ処理アルゴリズムを記述するだ

けでプログラミングを行うことができる.また, RPV

を利用した実時間マーカレスモーションキャプチャシ

ステムを構築した.これにより, RPVを利用して実用

的なシステムを構築することができることを示した.

今後の課堰としては

●　ノードPCとネットワークについての負荷分析

を利用した半自動負荷分散ツールの構築

●オーバ-ツドの解析によるシステム性能の向上
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●力学的あるいは感性的な動作フィルタリングを

施すことによる,より人間らしい動作の生成や,

知覚データに大きく影響されない安定な動作の

再現

が挙げられる.
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要旨　われわれの研究グループでは,大規模テキストデータを対象に,最適パターン発見の枠組

みにもとづいて,高速かつ頑健なテキストマイニング手法を開発してきた.本稿では,われわれの

テキストマイニング手法を紹介し,ウェブデータからのキーワード発見への応用について述べる.

Abstract In this talk, we consider text mining from Web. We present fast and robust text

mining algorithms that finds simple class of string patterns, called proximity association pat-

terns, from large collections of unstructured text data. We also report experiments of keywords

extraction from Web.

1　はじめに

1990年代半ばから現在まで.高速なネットワークと

大容量記憶装置の発達を背景として,大量かつ多様な

テキストデータの利用が急速に進んできた.例えば.

ネットワーク上に分散したウェブページの全体は,現

症,最も大規模なテキストデータベースとみなせる.

また.ファイルシステム上に蓄積されたビジネス文書

の集積や, XMLアーカイブも大規模テキストデータ

の例である.そこで,これらの大規模テキストデータ

に対して,従来からの情報検索手法を超える新しいア

クセス手法の開発が急務となっている.

このための有力な候補の一つが,データマイニング

である.データマイニングは,大量データから自明で

ないパターンや規則を発見するための方法である.し

かし,ウェブデータに代表される大規模テキストデー

タは,

(1)明示的な構造をもたない,

(2)非均質で多様な,

(3)膨大なテキストの集積

という特徴をもつ.そのため,関係データベースを対

象としている従来のデータマイニング手法を,テキス

トデータに直接適用することはむずかしい.

そこで,われわれの研究グループでは,構造をもた

ないテキストデータを対象に.最適パターン発見と呼

ばれる枠組みにもとづいて,一連のテキストマイニン

グ手法を開発してきた.本チュートリアルでは,われ

われが開発したテキストマイニング手法を紹介し,実

際の大規模テキストデータへの応用について解説する.

2　フレーズ相関パターン

発見対象のパターンとして,相関ルールを任意長の

文字列を属性としてもてるように拡張し,

((attack on), (oil platforms); 2)

のような形をした語相関パターンという単純なクラス

のパターンを導入した[2]一
語相関パターンは,テキスト中の複数の文字列の

ならびと,各文字列の出現の問の距離(近接度)の組

である.上の語相関パターンは,テキスト中にはじ

めに(attack on)が出現し,つづいて2単語以内に

(oil platforms)が出現するようなパターンを表し
ている.

図1に実際の英文テキストにおける語相関パターン

の出現例を示す.これは,英文新聞記事データから,

後述の最適化パターン発見を用いて実際にみつかった

パターンである.このように,近接語相関パターンは,
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Monday's attack on two Iranian oil platforms by Alrlerican forces in the Gulf.

・ … attack on two Iranian oil platforms ili retaliation for an Iranian attack last Friday on a Iくuwaiti ship

the action would involve an attack on an oil platform.

・ … the United States'attack on an Iranian oil platform on Monday and said it should not worsen the

Gulfcrisis.

The attack on the oil platform was the latest example of a U.S‥..

attack on an Iranian oil platform in the Gulf on Monday appeared to be …

・One sourcesaid of the attack on the oil platform: …

・A top Iranian military official said America's attack on an Iranian oil platform on Moliday had involved

the United States in full-scale war …

Weinberger was asked why the United States had chosen to attack an oil platform rather than Iranian

Silkworm missile platforms...

図1:語相関パターン((attack on),(oil platform);2)のReuteis-21578データでの出現・

任意長の複数の文字列と近接度の組み合わせで.さま

ざまな文に共通するパターンと文脈情報を表現可能で

ある.

3　最適パターン発見

それでは,与えられたテキスト集合を特徴付ける

ためには,マイニングアルゴリズムは,どのようなパ

ターンを発見すれば良いだろうか?

本研究では,パターン発見の枠組みとして,最適パ

ターン発見を採用する.これは,テキストマイニング

問題を,正負例の有限集合S ⊆ ∑事×{0,1}が与えられ

たとき,例に対する分類誤差(empirical classification
error)

Errors(H) - ∑(サ,6>651#(*) ≠ b]

を最小化するようなパターン〟を見つける最適化問

題として定式化しようというものである[1,3】.ここ

で,分類例(x,6) ∈Sにおいて,分類ラベルむ∈ {O,ij
は,そのテキスト芯が興味のあるカテゴリに属する

か否かを示す.目的関数としては,情報エントロピー

やカイ2乗指標など,一般的な統計的な尺度を利用可

能である.

この最適パターン発見は, 1970年代の統計的決定

理論における経験誤差最小化にその起源をもち,デー

タ中の雑音に頑健で,未知パターンのクラスがわから

ない場合にも,うまく働くことが理論的にわかってい

る.最近,データマイニングと計算学習理論分野で,

最適パターン発見が独立に再発見され理論と応用の

両面で盛んに研究されている[3].

4　高速発見アルゴリズム

パターン中の文字列の最大数を定数dとしたとき,

全解探索アルゴリズムでは, 0(n2d+1)時間を要し,実

用に耐えない.そこで,固定したdについて,入力サイ

ズnに対して,線形に近い時間で最適パターンを発見

する高速なアルゴリズムSplit-Mergeを開発した[2]-
テキストマイニングの難しさは,仮説空間の膨大さ

である.わずか1.2MBの英文テキストが700,000個

以上の異なる文字列を含み得る.ここでは,接尾辞配

列というデータ構造を用いて,テキストに出現するす

べての部分文字列をうまく管理し,パターンの枚挙と

出現位置を同時に計算する.

5　ウェブマイニングへの応用

最適パターン発見を用いて,以下のように,ウェブ

からのテキストマイニングが実現可能である.従来の

テキストマイニング方式の多くは,高頻度パターンの

抽出に基づいている.しかし,これではテキストに特

徴的なパターン(それらの多くは申頻度である)が高

頻度パターンに隠ぺいされるという問題が生じる.

そこで,利用者が興味をもっているテキストを正例

とし,それ以外のテキスト全体を負例として,最適パ

ターン発見アルゴリズムを適用し,特徴的なパターン

を発見する【1].
図2に,ウェブ検索エンジンとウェブロボットを用

いて収集したウェブページ集合を対象にしたテキスト

マイニング実験の結果を示す.ここでは,情報エント

ロピーを用いて,自動車会社HONDA関連のページを
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(a) HONDA vs. SOFTBANiく (b) HONDA vs. TOYOTA
Rank Pattern Rank Pattern

1 (honda)

2　(pェelude)

3　(也)
4　(直_)
5　(hih)
6　(99)

7　(motorcycle)

8　(thehonda)

9　(preludesi)

10　(也_)

ll (hondaprelude )

12 (98)

13　(valkyrie

14　(99time

15　(honda s

16　37(也)
17 (looking )

18 (looking for )

19 (scooters)

20 (black)

図2: (a)自動車会社HONDA関連とインターネットビジネス会社SOFTBANlく関連のウェブページを,それ

ぞれ正例と負例として,最適パターン発見をおこなった・(b)同じ自動車会社HONDA関連とTOYOTA関連
のウェブページで同じ実験をおこなった.

特徴付けるパターンを発見するのが目標である.デー

タは,正例と負例ともに,タグを除いて5MB前後で

ある.

図2で,自動車に関連しないページと比較した左

側(a)では,一般的な自動車用語が抽出されている.

同じ自動車会社TOYOTAと比較した右側(b)では,

HO堅DAが生産している具体的な車種名が抽出されて
いることがわかる.非常に多い負例に対してもうまく

働く.最適パターン発見が,語免や内容に関する事前

知識なしに,適切なキーワードを見つけていることに

注意されたい.
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要旨　本論文では,文学作品,とりわけ古典和歌からのテキストマイニングに関する著者らの最

近の研究の概略を述べる.歌集から特徴パターンを見出す方法と類似歌対を得る方法を示す.著者

らの目的は,単に効率的なアルゴリズムを開発することではなく,和歌文学者の興味を引くような

結果を得ることにある.実際,本研究で開発した類似歌抽出法により,いくつかの重要な文学的発

見がもたらされた.

Abstract This paper surbvcys our recent studies of text mining from literary works, especially

蝣classical Japanese poems, Waka. We present methods for finding characteristic patterns in

anthologies of Waka poems, as well as those for丘nding similar poem pairs. Our aim is to obtain

good results that are of interest to Waka researchers, not just to develop efficient algorithms. We

report successful results in丘nding patterns and similar poem pairs, some of which led to new

discoveries.

1　まえがき

平成8年,約45万首の古典和歌を収めた『新編国歌

大観』 CD-ROM版が,角川書店より刊行された.著者

らは,和歌文学研究の支援を目的として,このような

和歌の集積に対するテキストマイニングの研究を行っ

ていろ.本稿ではそれについて概観する.
本研究の特色は,以下のとおりである.

1.自然言語処理を一切施さないこと.

2.人手による品詞分解なども行わず,和歌を単な

る仮名文字の連鎖とみなすこと.

3.人手による従来研究を計算機になぞらせるので

はなく,まったく別の視点と手法を用いてこれ

まで看過されていた事実の発見を目指すこと.

1は,統語処理や意味処理を行う解析器の精度が十

分でないことに加え,テキストマイニングの結果が,

解析器の用いている辞書や文法規則,解析器自体の性

癖に依存してしまうことを避けたい,という理由によ

る. 2の理由としては,内省による品詞分解作業は,多

大な労力を要することとともに,品詞分解を施すと,

掛詞などをかえって見えにくくすることが挙げられる.

また, 3から,学習に必要なだけの訓練例は得られな

いものと考え,例からの学習(learning by examples;

e.g.囲)の手法は適用しない・

なお,実験には, 『新編国歌大観』 CD-ROM版の句

索引のデータファイルからもとの和歌を復元したもの

を利用した.これにより,すべて清音表記された仮名

文字列のデータを得ることができる.

2　歌集からの特徴パターンの抽出

古典和歌における表現の分析は,これまで,もっぱ

ら名詞や動詞を中心とする自立語に着目して行われて

きた.これらの語は,表現の素材となり,「梅に鴬」 「紅

葉と鹿」のように,特定の組合せで用いられる.しか
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し,自立語に偏した従来の研究は,片手落ちの誹りを

免れない.なぜならば,自立語と自立語を連繋させ一

首の和歌にまとめあげるという重要な役割を担う付属

請(助詞・助動詞)が,ここではまったく度外視されて

いるからである.

そこで,このような付属語重視の発想に基づいて,

著者らは,付属語や用言の活用語尾などの作るパター

ンであるふし(節)を表現技法を特徴づけるモデルと

して提案した[10, 14].実例をあげておこう.

あききぬと/めにはさやかに/見えねども/

凪の音にぞ/おどろかれぬる　　　『古今集』 169番

これは,秋の到来を風の音で知るという, 『古今和

歌集』秋部冒頭の有名な歌である.この歌と,次の2

首とを比べてみると,歌ことばの支配する表現世界が

まったく異なるにもかかわらず,ある類似性が存在す

るのに気づく.

せきとめて/うぢのかはなみ/よせねども/

つきにそひてぞ/心ゆきぬる　　　『為仲集』 97番

松しまの/あまのとまやは/しらねども/

我が袖のみぞ/ Lをれわびぬる『後鳥羽院御集』 1041番

すなわち, 「ねども」 「ぞ」 「ぬる」という付属語も

しくは付属語の列が,同じ順序で用いられているため

に,これらの歌が似ていると認識されるのである.こ

のような構造を,ここでは「ふし」とよび,

*ねども*ぞ*ぬる*

のように表すことにする.

あるパターンに着目してその用例を調査し,意味の

ある結果が得られれば,それは研究成果となる.和歌

のデータが機械可読化されていれば,パターンに合致

する和歌をすべて取り出すことは容易である.だが,

これまで,そのようなパターンは,研究者が任意に与

えるしかなかった.もしそれを計算機を利用すること

により自動的に抽出できれば,新たな発見-の端緒と

なることも期待できる.

1つの歌集に表れるパターンの異なり数は数十万に

ものぼるため,そのすべてを研究者が吟味することは,

現実には不可能である.そこで,その大量のパターン

の中から「重要」と思われるものだけを,数百程度の

オーダーで自動抽出することを考えたい.これが可能

となれば,研究者はそれらのパターンを重点的に吟味

することにより,有用な知見を得ることができよう.

文献[10, 14]では,最小記述長(MDIJ)原理閏に基

づいたパターン抽出法[2]を用いて,歌集からのふし

の自動抽出を試みた.得られたふしの歌集ごとの相違

は,歌人の個性や時代の好みを反映しており,研究者

に非常に興味深い視点を与えるものであった.

3　類似歌発見

文献[11, 12]では,類似歌の半自動抽出について論
じた.そこでは,意味的処理を一切行わず,また,単

語という概念すら捨ててしまって,和歌を単なる仮名

文字の連鎖とみなし,和歌間の共通部分文字列に着目

して類似性を考える.このような観点で類似した和歌

は,本歌取り,すなわち,特定の歌を踏まえて新しい

歌を作る手法によるものであることが少なくない.ま

た,本歌取りではなくとも,先行歌と同様の発想で詠

まれた類想歌や,一首の歌が伝来の過程で本文の微妙

な違いを生じた異伝歌であるこ_ともある.したがって,

このような類似歌を見出す有効な方法が得られれば,

和歌文学研究-の大きな寄与が期待できる.

類似歌の抽出法として,和歌間の類似性指標を定義

し,その指標の値の大きい和歌の対を人手により検証

する,といった方式が考えられる.このような方式に

おいては,成功の鍵は,類似性指標をいかに定義する

かにかかっている.

有効な類似性指標が唯一存在するとは考えられない.

むしろ,研究者の視点に応じて指標を自由に変更し,

その都度,類似度の値の高い対を確認していく,とい

うシナリオに沿った研究が有効であろう.そして,そ

のような指標の設計と変更は,場当たり的に行うので

はなく,ある共通の土台の上で,見通しよく行うべき

である.

そこで,まず,類似性指標のための統一的枠組みを

導入した.この枠組みでは,指標を,パターン集合と

パターンにスコアを与える関数との対によって表す.

そして,二つの文字列間の類似度を,その共通パター

ンの最大スコアとして定義する.この枠組みは,

1.代表的な非類似性指標である編集距離及びその

変種をすべて表現でき,かつ,

2.類似性が共通パターンとして陽に与えられるた

め指標を直感的に把握しやすい,

という利点をもつ.

次に,この枠組みのもとで,類似歌の半自動抽出

に適した類似性指標を三つ提案した.第1の指標は,

和歌を5-7-5-7-7の五句に分割し,句ごとに求めた類

似度の総和を和歌間の類似度とするものである.旬

間の類似度は,パターン集合を正規パターン(regular

pattern)[9]の集合とし,各パターンのスコアを,パ
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ターン中の文字列の長さと個数に依存して定めるもの

である.また,第2の指標は,句に分割せずに,歌全

体での共通部分文字列を求める.パターン集合として

は,順序自由パターン(order-free pattern)の集合を

用い,スコアはパターン中の文字列の長さに依存して

与える.さらに,第3の指標は,パターン集合は第2

の指標と同じであるが,パターンのスコアをパターン

の生起頻度に依存して与えるものであり,稀少度が高

いパターンを共通してもつ対ほど類似度は高くなる.

これら三つの指標を用いて, 『古今集』と『新古今

集』など,二つの和歌集の間のすべての対について類

似度を算出し,類似歌の抽出を試みた.その結果,

●類似度の高い対の多くは本歌取りであること.

●　これまで指摘のなかった本歌取りの例を類似度

の高いものとして拾うことができること.

が判明した.また,本歌取り以外にも,ある特定の詠

歌状況下で用いられる表現や,伝来の過程で表現のバ

リエーションが生じた異伝歌,掛詞などの表現技巧が

共通する歌などが抽出できた.特に,第3の指標を用

いた場合には,その他の指標では類似度が下位になっ

ていた歌の対が上位に浮上し,既知の常套表現をでき

る限り排除した,より緊密な類似性をもつ歌の対を得

ることができた.

類似歌発見の研究の最終目標は,古典和歌における

表現技法の系譜を明らかにすることである.本手法に

より,今まで見過ごされてきた表現の影響関係をいく

つか見出すことができた.たとえば,親心の率直な吐

露とのみ評価されてきた藤原兼輔の歌( 『後撰集』 1102

香)が,清原深養父( 『古今集』 585番)の骨組みを利

用した,いわば「替え歌」であることを発見した囲・

これにより,古歌を踏まえた歌作りの一面が明らかに

なった.また, 『為忠集』の成立年代について,これ

まで鎌倉中期頃かといわれてきたが,表現の授受関係

から,実は室町時代であることを実証した[5].これ

は,表現研究が歌集の成立年代推定にまで発展した例

である.

4　歌集間における表現の差異の抽出

前章で述べたように類似歌抽出を行う一方で,著者

らはさらに,以下のような場合の表現分析の方法を,

新たに案出する必要性を感じる.すなわち,歌人Aと

歌人Bが,親と子,師匠と弟子といった,近い間柄に

あるときである・この場合,歌人Aの影響(あるいは

指導)を歌人Bが受け,類似歌を多く詠むことは容易

に推測されるため,それらの多くは,既に研究者の手

によって指摘されていることも少なくない.とすると,

こういった歌人の家集間に見出される類似歌を,その

上に追加していくよりむしろ,その差異を明らかにす

ることの方が,表現分析において,重要な観点になる

であろう.もし,ある表現を,歌人Aが頻繁に使用し

た反面,歌人Bはほとんど(もしくは全く)用いなかっ
たとしたら,それがまた,和歌文学研究の糸口になる

かもしれないのである・そこで,文献国では,二人
の歌人の家集から,その表現の頻度の違いをもとに,

表現の差異を抽出することを目指した.、これは,古典

和歌の表現分析をする上で,著者らがこれまで行って

きた,表現の授受関係を見出すための類似歌抽出と,

表裏一体をなすものである.

二つの歌集を入力とし,一方にはよく表れるが他方

にはほとんど表れないパターンを得る問題は,テキス

トデータからの最適パターン発見開削8]において,級
うパターンを部分文字列パターンに制限したものと捉

えることができる.部分文字列の個数は,本質的には

入力長に比例するため,最適パターンは自明な線形時

間アルゴリズムで得ることができる.パターンの「良

さ」に関する統計的尺度としては,分類誤差,エント

ロピー, Gini指標などがよく用いられる.しかし,こ

の尺度をどう選んだとしても,得られたパターンがそ

のまま有用であることは期待できない.このため,上

位のパターン群について,専門家の手によって吟味す

る作業が不可欠となる.部分文字列は,単語列の無意

味な断片であることが多いため,作業負担は少なくな

い.その負担をいかにして軽減し,作業支援を行うか

が,成功の鍵を握っているといってよい.

そこで,文献[13]では,次のことを提案した・リス
ト中の冗長性を除くため, ∑*上の同値関係を導入す

ることにより,テキストの集合βの部分文字列全体か

らなる集合を同値類に分割する.すなわち,部分文字

列のリストではなく,同値頬のリストを作成するので

ある.この同値関係は, Blumerら国によって定義さ
れたもので,以下の性質をもつ.

●各同値類は唯一の最長文字列を含む.同値類中

の任意の元は,この最長文字列の部分文字列と

なっており,この最長文字列を代表元とみなす.

。同じ同値類に属するすべての元は,テキスト集

合∫において同じ頻度で生起し,したがって,

「良さ」の値も同じである.

●同値類の個数は, S中の文字列長の総和に関し
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て線形である.

各同値類の最長文字列である代表元を主要部分文

字列とよぶ.主要部分文字列とは,直感的には,部分

文字列を,その頻度が変わらない限りにおいて左右両

方向に延長して得られる部分文字列である.左右両方

向に延長するのではなく,どちらか一方にだけ延長し

たとしても,得られる部分文字列の個数は,入力長に

比例する・接尾辞木(suffix tree)[31は,右方向-の延
長だけを考慮して得られる同値関係に基づくデータ

構造であるといえる. DAWG(directed acyclic word

graph)間は,逆に,左方向-の延長だけを考慮した
同値関係に基づく.主要文字列の個数も,入力長に比

例するが,その個数を減らすことができる(後述の歌

集については約1/4に減少した).また,ひとつの同
値類に属する文字列の個数は,最悪の場合,代表元の

長さmの自乗に比例するが,代表元と高々m個の極

小元のみによって同値類すべての文字列をコンパクト

に表現可能である.

提案した方法を用いることにより,著者らは,二つ

の家集からその差異を特徴づける文字列を抽出し,こ

れを人手で調べていくことで,特徴的表現の発見に成

功した.すなわち,西行の『山家集』と慈円の『拾玉

集』,また,藤原定家の『拾遺愚草』とその息子為家

の『為家集』をそれぞれ比較し,その差異となる特徴

表現を得たのである.

西行と慈円は,ともに歌僧であるとはいえ,身分や

境涯は極めて対照的であった.だが,摂関家の子弟の

身で僧籍に入り,俗世間の権力と関わりを断てない立

場の慈円は,晩年の西行に,隠遁の志を打ち明けるな

ど,和歌だけではなく生き方にまで,大きな影響を受

けたことが知られている.

また,為家は,歌の家として名高い御子左家の嫡流

として,父定家から,厳しい指導を受けた.定家の歌の

中には,為家の手本になったものも,少なからずある.

これら二組の歌集は,それぞれ,類似歌が存する必

然性を備えている.そのような歌集間において,逆に,

表現の差異が抽出されたことで,それが,個々の歌人

のもつ,見過ごされてきた一面の発見-とつながる可

能性は,じゆうぶんに期待できる.

5　むすび

著者らのグループで行っている,古典和歌データを

対象にしたテキストマイニングの事例について述べた.

詳しくは,文献を参照されたい.
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要旨　シラバス等によって,授業に関連する情報を学生に周知するような場合,紙メディアを主

体とした冊子形式が多く,検索利用等に制限が存在している.本研究では,できるだけ汎用性を

持たせ,セキュリティを重視し,ネットワークを介した自由な操作をサポートしたシラバスデー

タベースシステムのプロトタイプ"エシラス" (ESYLLASS : Electronic SYLLAbus Searching

System)を開発し,教育学部において試行した.

Asstract Almost all the case, the Lnformation relevant to each lessoil is welトknown to

students by the booklet form, so restriction exists in reference use. In this research, flex-

ibility was given as much as possible, security was thought as important, the prototype of

the syl一abus database system "ESYLLASS'- ( Electronic SYLLAbus Searching System ) which

supported the free operation through the network was developed, and it tried in the Fac-

ulty of Education, Kyushu University.

1　はじめに

近年,大学においては,授業に先立って,概要や

具体的な実施計画等を記したシラバス(Syllabus)杏

作成し,学生・院生に配付することが定着してきて

いる.一部では, Webページ形式によってコン

ピュータに入力され,ブラウジングが可能となって

いる場合もあるが,多くの場合,冊子形式で提供さ

れるのが普通であろう.また,それぞれの大学ごと

にその様式が異なることはもちろん,同じ大学内で

あっても,学部ごと,あるいは学科ごとに異なる形

式が存在する場合もある.

たとえば九州大学の場合, 「冊子」のシラバス

(「履修の手引き」あるいは「授業計画」)は,学生掛

* 『日本教育工学会研究報告集』 Vol.2000,N0.6に

発表した「汎用シラバスデータベースシステム

の開発研究」に加筆したものである。

を通じて,全学教育の他, 7学部[文学部,教育学

那,法学部,経済学部,理学部,薬学部,工学部(鍾

築学科,電気情報学科,機械航空工学科,物質化学

工学科,地球環境工学科,エネルギー科学科)] , 2

学府[人間環境学府,工学府(機械科学/知能機械

システム専攻)]から入手可能だった.

これらの「冊子」は,カード形式が11(1ページ

1カード形式が8, 1ページ2カード形式が3),義

形式が1,枠無し2列形式が1,枠無し形式が2と

なっており,それぞれ,次のような特徴を持ってい

る.

①カード形式・・・ページあたりの授業概要の枠

が固定されている形式.文章が長くなると,

字詰めをする必要がある.

②表形式-授業科目名と概要が一列に納めら

れている形式.同じジャンルの科目を複数

列の表にまとめることができるが,全体の

バランスの関係であまり長い文章を書くこ
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とはできない.

③枠無し形式・-授業概要を任意の長さで書き記

すことができる形式.罫線がないため,ペー

ジ枠に囚われなくて済むが,多少見にくく

なる欠点もある.

④枠無し2列形式-枠無し形式を二段組にした

もの.

また,これらのシラバス冊子を比較検討した結

果,呼称に多少の相違はあるものの,おおよそ以下

の項目が,シラバス冊子には必須であると考えられ

る.

・授業科目名・-授業タイトル.シラバスによっ

ては,さらに『講義題目』が別に用意されて

いる場合もある.

・授業形態-講義/演習/実験/実習といっ

た,授業のスタイル.

・対象学年-授業を受講できる学年.シラバス

によっては,さらに対象学部(学科)を表記

している場合もある.

・担当教官-授業を担当する教官の氏名. 『～

教授(助教授/講師) 』と表記されているこ

ともある.

・開講学期-授業が開講されるターム.前期/

後期/通年/集中講義などに分類される

・単位数・-授業ごとに発行される単位の数.

0.5刻みになっていることもある.

・授業の概要-授業の説明.シラバスにおける

の最重要項目.概要の他に, 『履修条件』 『授

業の進め方』 『教科書/参考図書』 『評価方

法』等,項目が分かれることが多い.

ところで,冊子に印刷することが前提であれば,

部分的な修正であっても,毎年,原稿を作成する必

要が生じ,効率的とは言えない.さらに,主な利用

者である学生・院生にとっても,最も基本的な特定

のキーワードを含む検索を行うことすらできない状

態である.

一方,シラバスデータを全学規模でWebページ

化するような場合には,どうしても入力する項目を

統一する必要が生じ,学部や学科の独自性が犠牲に

なってしまうことになる.また,効率化を意図して

コンピュータにデータを入力するはずではあるが,

最も基本的なデータ形式であるテキストファイルで

提出されたとしても,HTML化に労力が割かれるこ

とになり,逆に非効率的になってしまう場合さえあ

りうる.

これらの問題は,シラバスデータを一度データ

ベース化し,毎年,各教員が変更点のみを更新して

いく方法である程度は解決できると思われる.そこ

で,現在のコンピュータ(特にサーバ)の性能,ネッ

トワークの状況,さらには,既存の関係データベー

スソフトウェアの状況を鑑み,次のような条件を備

えたシラバスデータベースのプロトタイプ`ェシラ

ス(ESYLLASS : Electronic SYLLAbus Search-

ing System)の開発した.

①シラバスに盛り込む項目を自由に設定できる

こと(汎用性)

②利用者は,ブラウザ等を介して遠隔地からで

も自由に操作可能なこと

③データは,冊子形式用の版下を含め,複数の

出力に対応できること

今回は,シラバスデータベースシステムのプロト

タイプの開発の概要と,九州大学教育学部における

試行に関して報告する。

2　システム概要

2.1設計方針
エシラスは,ファイルメーカーProWebコンパ

ニオン機能が利用可能なWebサーバ上で稼働する

オンラインシラバス検索システムである.開発にあ

たっては,以下の点を特に考慮した.

①汎用性を持たせること

大学や所属学部によって,シラバスに求め

られる項目は大きく異なってくるが,可能

な限りその違いを吸収できるシステムを目

指した.

②セキュリティの強度を高めること

シラバスの内容を第三者に書き換えられる

ことがないように,データのバックアップ

と明確なアクセス権の設定を行った.

③データを再利用できること

シラバスをデータベ-ス(以下DB)化するこ

とにより,データの更新作業が容易になる.

登録されたシラバスを,紙メディア等にも

出力できるようにした.
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本報告では,エシラスのプロトタイプを通じて,

研究が目指すところを具体的に説明する.

2.2　ファイル構成

ファイルメーカ　・Pro書類であるエシラスは, 4

個のDBファイルと1個の中間ファイル(書き出し

ファイル)からなる(Fig.2-2-1).

Fig.2-2-1データベースファイルの構成

各ファイルの名称とアクセス権をFig.2-2-2の

表に示す.

検索DB (esyllass.fmj)は,通常のシラバス検索

の対象となるDBである.このDBは読み取り専用

であり,シラバスデータはメイ　ンD B

(esyllass_main.fr増)に登録し,適宜検索DBへデー

タのコピーを行なっている.

カスタマイザDB (esyllass_customizer.fmj)は,学部

ごとに異なるシラバス項目情報を登録したDBである.

また,ユーザ管理DB ( esyllass_user_manager.fmj)

は,教員のユーザID及びパスワードの管理を行う

DBである.

2.3　セキュリティ

エシラスでは,一般(学生) ・教員・サーバ管理

者ごとにアクセス権を設定している.データを更新

する必要のあるメインDB (esyllass_main.fmj)や

ユ-ザ管理DB (esyllass_user._manager.fmj)に教

員やサーバ管理者がアクセスする際には,パスワー

ドが必要となる.

教員がシラバスの入力・更新を行うメインDB

と,一般ユーザが利用する検索DB (esyllass.fmj)

とを切り分けることによって,セキュリティの強度

を保っている.つまり,検索DBでは,教員を含め

たユーザは検索しかアクセス権が認められていない

ため,故意によるデータの書き換え(いわゆるハッ

キング)を防ぐことができるのである.万が一,

データの書き換えがあった場合でも,シラバスのオ

リジナルデータは,メインDBに保存されており,

中間ファイル(esyllass_data.txt)を通じて修復が

可能である.また,シラバスデータ更新ページにア

クセスするためのURLは,運用上教員のみにしか

通知しないので,関係者以外にメインDBが書き換

えられることは阻止できる.

2.4　カスタマイズ機能

シラバスに求められる項目は,学部等によって

異なるため,エシラスでは事前に最大公約数的な

フィールドを用意し,その中から各学部ごとに必要

な項目を選べるようにした.具体的には,カスタマ

イザDB (esyllass_customizer.fmj)がそれに該当

する(Fig.2-4-1).

管理者が設定した項目情報は,プリセットとし

て保存され,リレーションを通じて検索DB

(esyllass.fmj)メインDB (esyllass_main.fmj)に

l一般(学生月　教員‥つ㈲

※ "すべて''とは,データの検索・更新・削除・追加・定義が可能な権限のことを指す。

Fig.2-2-2　各ファイルの役割
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も自動的に反映される(Fig.2-4-2,Fig.2-4-3).

なお,ここでの設定はいわゆるフラグとして作動

し,ブラウザ側における表示弓巨表示を決めるだけ

なので,DBのフイ-ルドそのものは削除されない.
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Fig.2-4-3　ブラウザ側に設定項目が反映された結果

2.5　ユーザ管理

教員アクセス権でシラバスデータを書き換える際に

は,まずユーザ管理DB (esyllass_user_manager. finj)

にアクセスし,ユーザIDとパスワードの一致を確

認する仕組みになっている.このユーザ管理DB

は,管理者のみ更新可能であり,ユーザIDを設定

すると自動的に一意のパスワードが生成される.

2.6　シラバスデータ

2.3で記したように,エシラスでは2つのDBに

同じシラバスデータを記録している.教員のみがア

クセス可能なメインDB (esyllass_main.fmj)が更

新された場合,検索DB (esyllass.fmj)の内容も更

新しなくてはならないが,これは管理者側で手動に

Fig.2-6-1レコード書き出しスクリプトの実行

一・品-・it .. I-」　　　きふ書き出0 5v.亨ニrポ升も　㍗;:;式rJ鞘,I -I

書き出し先:

'8syllass_data txtj

,至りのレコード敬

Fig.2-6-2　中間ファイルの生成

Mg.2-6-3　レコード読み込みスクリプトの実行
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よるデータ同期を行うようにした(Fig.2-6-l,Fig.2-

6-2,Fig.2-6-3).

更新データの反映を完全に自動化しない理由は,

主に以下の2点である.

①2つのDBを直接リンクすると,セキュリ

ティの強度が下がる.

②シラバスの更新は多くの場合,年度末に行わ

れるため,年間を通じて常時書き換えが発

生する可能性は低い.

ただし,カスタマイザDB (esy払ss customi宏r.軸)

で設定した項目情報(フラのはリレ-ションにより,

検索DB ・メインDBのどちらにも瞬時に反映される

(Fig. 2-6-4).

Fig.2-6-4シラパスデ-タ(-那)

(※芸芸vz

。U誓票気esyl]霊.customizer.fmi¥

Fig.2-7-1検索対象にする学部の選択

最初に対象とする学部を選ぶことによって,それ

ぞれの設定項目情報が呼び出され,検索画面が動的

に生成される(Fig.2-7-2).

各種検索条件はANDとして組み合わせられ,並

び順・表示方向・ 1ページあたりの表示件数なども

合わせて設定できる.例として,授業名に『教育学』

を含む教育学部の授業の検索結果をFig.2-7-3,2-

7-4に示す.

Fig.2-7-2　検索画面

Fig.2-713　検索条件に該当した授業の一覧
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Fig.2-7-4　授業の詳細(一部)

2.8　教員モード

教員アクセス権でエシラスを利用する際には,ま

ず,特定のURLを手動で入力する必要がある.さ

らに,通常のエシラス検索と区別するため,背景色

を変えている.

ログイン画面が表示されたら.ユーザ管理DB

(esyllass_user_manager.fmj)に登録されている

ユ-ザID及びパスワードを入力する(Fig.2-8-1).

Fig.2-8-1ログイン画面

エシラス金種tR況

認証されると,各教員が担当する授業の一覧が自

動的に表示される(Fig.2-8-2).

これらの中から,内容を更新したい授業名を選択

する.ただし,この時に衰示されない授業を追加す

ることは,教員にはできないようになっている.こ

れは,メインDB (esyllass_main.fmj)へのデータ

追加を管理者にしか認めていないことによる.従っ

て,管理者は,新規授業が開講されるかをチェック

し,事前に(授業名だけでも)登録しておく必要が

ある.

登録内容の更新例をFig.2-8-3,2-8-4に示す.

ン=='附.`ノ　　　　∴ I .
川　　　　Tr㌢:1汐、" A" 〃　　　こ桝こ`~′叫　く`叫Y.Y、　桝`

E^呂臼臣監]BflfiaaF.a j!瀬

Fig.2-8-3　登録内容の更新(一部)

Fig.2-8-4　更新されたシラバスデータ(一部)

※実際には,管理者がDBの同期を取るまで,

新されたシラバスデータは反映されない.
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2.9　紙メディアへの出力

現状を考えると,紙に印刷されたシラバスも必要

とされている.エシラスでは,印刷レイアウトをメ

インDB (esyllass_main.fmj)側にあらかじめ作成

しているので,オンライン登録したシラバスデータ

を管理者がまとめて出力して冊子にすることも可能

である(Fig.2-9-1).

Fig.2-9-1印刷レイアウトの例

3　教育学部における運用

3.1教育学部等学生掛と学部教務委員会の説得

教育学部の場合,学生掛が各教官から紙メディア

でシラバス原稿を集め,印刷尭者がコンピュータに

入力して版下を作成,印刷しているのが現状であっ

た.そのため,シラバスの内容を全面改定する場合

であっても,小規模な改変であっても,毎年,紙メ

ディアで原稿を作り直さなければならず,校正のた

めの手間や時間がかかり,教官・事務官ともに負担

がかかっていた.時代の趨勢として, Webページで

の公開を考えねばならなくなっていたものの,この

ままではデータの再入力が必要となり,さらなる手

間が増えることが予想された.エシラスの導入によ

り,これらのデメリットが一気に解決すると思われ

たが,その運用に際しては,事務官と教官の協力が

不可欠であり.如何にスムーズに説得するか,が成

功のカギを握っていると思われた.

そこで,まず,学生掛の掛長と担当官に対して,

続いて,学部教務委員会において,シラバスのデー

タを電子的に収集してデータベース化することによ

り,次のようなメリットが予想できるを説明し,協

力を取り付けた.

①修正・変更作業が簡略化される.

② (前項に加えて)冊子印刷用の版下の作成が

容易になる.

③ホームページでの公開が容易になる.

④(前項に加えて,学生などの)検索利用が可

能となる.

その後,学部教授会における教務委員会報告に際

して同様の説明を行ない,さらに次のような手順を

解説,同時に,各教官に対してユーザーIDとパス

ワードを配付した.

(訂教官データベース同様,教官自らが修正・変

更作業を行うシステムである.

②(ブラウザを介してホームページにアクセス

すると),セキュリティを守るため,ユ-

ザ-IDとパスワードによるチェックが行わ

tm&

③続いて,自分の担当する科目のリストから当

該の授業を選択し,修正・変更作業を行う.

3.2　校正データの活用

エシラスのメインDBには,教官自らがデータを

入力し変更する必要がある.決められた期日までに

作業が完了しなければ,印刷して冊子を作ることは

できない.改めてデ-夕を入力しなければならない

という印象が強ければ,コンピュータそのものに忌

避感を感じている教官だけでなく,データ入力の手

間がかかるとの思いが協力を阻害する恐れが予想で

きた.

そこで,学部教授会での説明に先立ち,印刷業者

から2000年度のシラバスの版下データを入手し,

あらかじめデータを入力した状態でエシラスを稼働

させた.このようにすれば,例えば演習など,あま
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り変更点の多くないような授業であれば,教科書や

テキストといった変更だけ,あるいは,入力されて

いるデータの確認作業だけで済むことになり,労力

が大幅に少なくなる.

約半月の入力期間を定めたが,ほとんどの教官

が,その間に確認・入力作業を済ませていた.非常

勤講師の開講科目に関しては,これまでと同様,紙

メディアに記述してもらい,それらをまとめて助手
に入力してもらった.

3.3　版下データの作成

教育学部のシラバス冊子は, 「1ページ2カード形

式」であり,入力セルが固定されている形式であっ

た(Fig.2-9-1).そのため,部分的にフォントのボ

イン.トを下げるなど,微調整する必要が生じた.そ

の後, 600dpiのポストスクリプトプリンターで印

刷して版下原稿としたが,フォントが小さすぎると

印刷業者が判断した部分は,改めて「切り貼り」す
ることとなった.

4　まとめと今後の課題

4.1プロセス

本研究では,ブラウザをインターフェイスとした

シラバスシステムのプロトタイプを開発し,汎用性

を持たせるための工夫を試みた.

まず,シラバスに求められる項目を最大限に見積

もってDBを作成した.多岐に渡る項目の中から学

部ごとに必要な部分だけを選択するために,管理者

が予めカスタマイズ情報を登録しておく"プリセッ

ト"という考えを用いた.これにより,項目数の異

なる場合でも,各学部ごとにDBを用意することな

くシラバス情報を記録できるようになった.

さらに,シラバス登録データは,メインDB

(esyllass_main.fny)のバックアップとして,検索

DB (esyllass.fny)側に常時保持されることになり,

一方のDBが破損した場合でも,復旧が容易になっ

た.これは,登録システムと検索システムの切り分

けによって.セキュリティの強度を高めたことにも

繋がっている.

ファイルメーカーProを利用したWebDB開発

は開発時間が少なくて済む一方,その容易性故にセ

キュリティ対策を重視する必要がある.エシラスで

は,一般ユーザ(学生) ・教員・サーバ管理者の3段

階のアクセス権を設定し,データの書き換えが必要

な作業には,特定のURL　ユーザID・パスワード

の3点を要求することによって, DBへの不正アク

セスを防ぐように努めている.

4.2　今後の課題

エシラスは,プロトタイプということもあり,最

小限の機能しか備えていなかったが, 2000年度末

の運用を踏まえて,次のような改良を施すに至った

(神辺・久米2001).

①各学部の(冊子形式の)シラバスの実態調査

及び比較検討

(塾版下用レイアウトの再検討

③管理者向け機能の拡充

④変更内容等の送信機能の実装

⑤開講科目一覧表の作成

⑥版下原稿の目次自動作成機能

⑦前年度以前のシラバスデータの一括管理

エシラスに対する利用者(教官,学生,事務)の

具体的な評価,さらには,全学のシラバスシステム

とのデータ互換に関しては,次回以降の報告とした

い.
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要旨　　流動現象の大規模数値シミュレーション結果から流体力学的に意味のある情報を抽

出するデータマイニング技術として　Critical Point理論に基づいた三次元渦構造の同定および

限界流線のトポロジー解析が極めて有用であることを示す.適用例として,ターボ機械内で起

きる極めて複雑な渦流れ現象を解析した事例を紹介する.

Abstract Data mining for extraction of fluid dynamic knowledge from large-scale numerical simu-

lation results is crucial to analyzing complex 月ow phenomena in engineering application. It is indicated

that identi伝cation of vortex cores and topology analysis of limiting streamlines using critical-point theory

are very useful to the data mining. Applications of the present data mining methods to unsteady three-

dimensional vortical flow simulations in turbomachinery are presented.

1.結　　石

TVDスキームの提案に代表されるように1980

年代における数値計算スキームの急速な発達, 90

年代に入ってからの計算機演算性能のさらなる

向上により,複雑な流れ解析においても計算流体

力学(Computational Fluid Dynamics: CFD)は実

用の城に到達したと言える.しかしながら,得ら

れた貴重な計算結果から問題となる流動現象を
抽出して新たな知見を引き出すことの重要性と

その困難さが顕在化しつつある.すなわち,乱流

モデルの問題を除けば,数値計算スキームは既に

成熟期に入ったと言えるが,数値計算の規模が

益々拡大していくにつれて,大規模数億シミュ

レーション結果から流体力学的に意味のある情

報を抽出するデータマイニング技術の遅れが目

立つのである.
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このような観点から以下では, Criticalpoint理

論に基づいた渦コアの同定および限界洗練のト

ポロジー解析が,ターボ機械の複雑な渦流れ現象

を解析するにあたって極めて有用であることを

示す.

2.三次元渦構造の同定

流線やベクトルの表示および物理量の等高線や

等値面表示など,従来利用されてきた計算結果の

可視化手法のみを適用したのでは, CFDで得られ

た大規模数値データから,流れ現象を的確に抽

出・解析することは容易でない.この観点から,

LIC (Line Integral Convolution)を拡張して三次

元ベクトル場全体を一皮に可視化する手法

(VolumeLIC) [1]が提案されている.この手法を
利用すると,図1に示されるように,流れ場全体



図1 VolumeLICの表示例11)

の速度ベクトル場がボリュームレンダリングによ

り三次元的に可視化されるが,流れ場の構造は目視
で探し出す必要があり,複雑な流れ場から意味ある

情報を全て引き出すことは容易でない.何らかの方

法で流れ場の特徴を抽出しておき,その特徴のみを

可視化することが望まれる.この流れ場の特徴とし

て,渦構造に着目することが肝要である.すなわ

ち, 「渦構造を視ることで,流れ場全体がわかって

くる」のである.流れ場の特異怪としての渦中心を

同定し,三次元渦構造を把撞した上で,流れ場を詳

細に解析することを勧める.

例えば動翼列流れ場では,翼端漏れ渦,馬蹄形

潤,コーナー剥離渦およびカルマン渦などの巨大な

渦構造が形成され,特に縦渦構造は翼列内の二次流

れ場を支配している.これらの縦渦構造は,周囲の

壁面境界層と干渉しながら,罪-様な主流に沿って

発達するので,その複雑な流れ形態から渦構造を把

握するためには,解析的あるいは半解析的な渦中心

(あるいは渦コア)の同定方法が必要となる.乱流

の素過程における渦構造の解析に関する最近の研

究と相侯って言偽コアの同定法について検討が加え

られている[21.従来の同定法を大別すると,渦度

分布による方法,圧力分布による方法および

Critical point理論に基づいた方法がある.

渦度分布による方法として,渦度自体の大きさを

開催とするもの,渦度ベクトルと速度ベクトルの成

す角度の余弦値で定義される無次元ヘリシティー

を指標とするもの131などがある.渦構造まわりに

境界層のような平均せん断が存在する場合,渦度

の大きさから渦とせん断層(渦層)を区別するこ

とはできない.一方,無次元ヘリシティーは渦と

せん断層を区別できる上,渦の巻上がりの強さを

定量的に評価できるが,その分布のみから複雑な

三次元渦構造を抽出することは容易でない.した

がって,周囲の壁面境界層と干渉しながら複雑な

三次元構造を呈する翼列内の縦渦を,渦皮分布に

よる方法のみから同定することは困難である.

圧力分布による方法では,渦軸に沿って低圧部

が存在することに基づいて,圧力の開催を定めそ

の等値面を渦構造と見なす方法,圧力場が極小値

を示す領域に着目して渦コアを同定する方法があ

る.圧力の開催による方法では,渦が一様流中にな

い場合,同定される渦構造は圧力の開催に強く依存

することは明らかである.圧力の極小領域による方

法としては,速度勾配テンソルの第2不変量Qに

着目するもの【41,圧力のヘシアンに着目するもの

[21が提案されている.前者では, Qが正の領域で

∇・pip >0となることに基づいて,渦コアが同

定される.一方後者では,圧力のへシアンから非定

常変形および粘性の効果を省略して得られるテン

ソルの3個の実固有値のうち2個が正となる領域

が,渦軸に垂直な断面上の圧力が極小となる領域に

対応することに基づいて,渦コアが同定される.両

方法における渦コア同定のための指標は,それぞれ

Qおよび圧力のヘシアン行列の二番目に大きな実

固有催(一人2)であり,それらの開催から得られ

る等値面が渦構造として可視化される.後者では,

渦軸に垂直な断面上の圧力極小域が渦コアとして

同定されるので,渦軸方向に圧力勾配が存在する場

合には,前者よりも正確な渦コアの同定がなされる

と期待される.しかしながら,この後者の方法で

ち,翼列流れのように流れ方向に大きな圧力勾配が

存在する場合には,同定された渦コア構造が指標の

開催に強く依存する(5】.

Critical point理論に準拠した渦コア同定法(6】[7]

紘,流れパターンの位相幾何学的解析181に基づい

ている.この方法では,速度勾配テンソルが一つの

実固有値および二つの共役複素固有値を持つ場合,

SEE
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図2　軸流圧縮機動翼列の失速点近傍における

翼端流れ場(右側翼間:無次元へリシティー分布

で着色された渦コア構造およびケーシング面圧

力の等高線,左側翼間:相対速度分布で着色され

た渦コア構造および翼端漏れ流れ流線) [91

流れは渦状パターンを描き,その渦中心線は実固有

値に対応した固有ベクトルと平行であることに基

づいて渦中心線が抽出され,この中心線が計算セル

を横切る場合に,その計算セル内に含まれた線分が

局所的な渦中心線として同定される.全体的な三次

元渦構造は,計算セル毎に抽出された渦中心線を全

て表示すことにより得られる.この方法では,渦コ

ア同定'のために指標を設定する必要はない.また,

流れ方向に大きな圧力勾配をもつ翼列流れ内の縦

渦に対しても,その渦コア構造を正確に同定できる

5.

以上のとおり,翼列流れに対しては, Critical

point理論に基づいた渦コア同定法が最も適してい

ることがわかる.しかしながら,この同定法では,

渦構造が渦中心線(線分)の集合体として可視化さ

れるため,それに沿った物理量の変化を把揺するこ

とが容易でない.そこで著者らは,抽出された渦中

心線自体を可視化するのではなく,計算セル内に含

まれる渦中心線の数から渦コアの存在率を定量化

し,その存在率を指標として等値面を表示すること

により渦コアを可視化している.さらに,渦の巻上

がりの強さなど,渦の挙動を定量的に把揺するため

に,同定された渦コアを無次元ヘリシティーHn分

布で色付けしている.無次元ヘリシティーの定義か

ら,その絶対値が1となる領域は,流れ方向に縦渦

が強く巻き上がっていることを意味する.また,そ

(a) t=104.5

検事p

-J重義
(b) t=106.5

.′. ′;

_言〕　二　.^:-か′

-¥J^-*字A二妄
(c) t=108.5

図3　軸流圧縮機動翼列の失速点近傍における翼

端漏れ渦の崩壊に伴う非定常渦流れ挙動(無次元

へリシティー分布で着色された渦コア構造および

ケーシング面圧力の等高線) HO]

の符号は流れ方向に対する渦の回転方向を示す.さ

らに,渦度の流れ方向成分とは異なり言菌の減衰に

かかわりなく,渦コアに沿った無次元へリシティー

の分布から定量的に渦の挙動を解析することがで

きる.著者らは, Critical point理論に基づいた渦コ

アの同定と無次元ヘリシティー分布の表示から渦

の構造と挙動を解析する手法を"Vortex Hunter"と

呼んでいる(TornadoHunterをもじって).この手

法では言商コアの存在率が新たな指標として導入さ

れたが,同定される渦コアの構造はその指標の開催

にほとんど依存しない[5].

このVortex Hunterを用いて,低速軸流圧縮機の

動翼列における翼端漏れ渦の崩壊に起因した翼端
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近傍の非定常流れ挙動を解明した例[9HIO】を紹介

する.図2は,その動翼列流れの失速点近傍にお

ける非定常計算結果を示す(9】.これはある瞬間で

のケーシング側から眺めた翼端流れ場である.

VortexHunter　で同定された渦コアがグレース

ケールで表示され,右側翼間の渦コア上には無次

元ヘリシティーHnの分布が,左側翼間では相対

速度W (翼端周速で無次元化)の分布が表示され

ている.また,右側翼間にはケーシング面圧力分

布が黒い等高線で示され,左側翼間には翼端漏れ

流れの流線が黒い実線で示されている.同図によ

ると,翼前縁(図中のLE)近傍の翼端漏れ渦コ

アに沿ってHnがほぼ1の値を示し,またケーシ

ング面圧力分布に急峻な谷が認められ,漏れ渦は

前線近傍で強い縦渦として巻上がっていること

がわかる.しかしながら,その下流で漏れ渦コア

の軌跡が著しく曲がりくねり,渦コア上のHnが

-1の値まで急激に減少する.この領域では,棉

対速度も急減し,渦コア内の流れはほぼよどみ状

態まで減速されており(図中の左側異聞) ,漏れ

渦構造が激変していることがわかる.さらにその

下流で,漏れ渦は大きく屈曲して隣接翼の圧力面

と干渉する.この挙動は非定常であり,図3に示

すように,漏れ渦は周期的に翼閣内を大きく蛇行

する[10].渦内によどみ点が発生していること,

および渦構造に大きな非定常性が現れているこ

とから,この失速点近傍の作動点において翼端漏

れ渦は異聞内で崩壊していることがわかる.この

漏れ渦の崩壊は,渦コア構造を同定することに

よって初めて鮮明に捕らえることができた現象

であるtll】.図2中の左側翼間に示された洗練の

みから,翼端漏れ渦の崩壊に伴う非定常渦流れ挙

動(図3)を把握することはほとんど不可能に近

い.以上のとおり, vortexHunterは翼列内の複

雑な渦流れ現象を解析するための極めて強力な

ツールであり,図4に示すように,半開放形プロ

ペラフアン流れのLES解析において,渦構造の非

定常挙動およびそれが空力騒音発生に及ぼす効

果を解明することにも貢献している[12][13].さ

らに, Vortex Hunterは衝撃波を伴う渦流れ場へ

図4　半開放形プロペラフアンにおける渦流れ

構造(相対速度分布で着色された渦コア構造)

[12]

の適用も可能であり,遷音速軸流圧縮機動翼列の

失速点近傍において,翼端漏れ渦が衝撃波との干

渉により崩壊することを見出すことにも役立っ

ている[14].

3.解析結果

翼列内の縦渦はその形成過程自体に境界層の剥

経を伴う場合がほとんどであり,さらには形成後

に周囲の境界層と干渉して剥離を引き起こすこ

ともあり,縦渦構造を同定するだけでなく,それ

に伴う三次元剥離形態を把揺することが,流れ解

析において重要となる.流れの可視化ソフトウェ

アの普及に伴って,三次元流線の可視化から剥離

形態の解析を行いがちであるが,翼列内の複雑な

三次元剥離形態を的確に抽出・解析するために

は,限界洗練のトポロジー解析が不可欠である.

すなわち,物体壁面上の摩擦応力線(限界流線)

に現れる包絡および特異点には,そのまわりに形

成されている三次元流れ構造が強く反映される

ので, Critical Point理論(8】に基づいて限界洗練
のトポロジーを調べることによって,壁面上に縮

約された二次元的な情報に過ぎない限界洗練か

ら,壁面上の三次元流れ構造を抽出するのであ

る.

壁面上に湧き出Lや吸い込みが存在しなけれ

ば,限界洗練の包路が剥経線あるいは付着線に対

応する. Critical Point理論では,限界流線に現わ

れる特異点に着目して,限界洗練のトポロジーと

三次元流れ構造との関係付けがなされている[8】.
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特異点は壁面労断応力が0になる点として定義さ

れ,図5に示すとおり,一般に鞍点(saddle),節点

(node),渦状点(focus)に分類される.図5におい

て,実線が限界流線,破線が限界渦線であり,両者

は互いに直交している.鞍点は,一般に壁面に平行

な対向する二つの流れが干渉する場合に形成され

る.すなわち,鞍点は壁面に現われる分岐点であ

り,剥牡泡の前縁部に形成されることが一般に知ら

れている.節点では,すべての限界流線が特異点か

ら流出あるいは流入するパターンを示し,それぞれ

のパターンは付着と剥柾に対応する.渦状点は,壁

面上に端を持つ縦渦構造の形成に伴って現われる

特異点である.この渦状点では,鞍点および節点

とは異なって,すべての限界渦線が限界流線同様

(a)鞍点

(b)節点

(C)渦状点

図5　特異点の種類

に特異点に向かって渦巻状に流入(あるいは流出)

する.

以上の限界流線のトポロジー解析と前節で述べ

た渦構造の同定を併用することで,翼列内の三次元

剥離を伴う複雑な渦流れ構造を的確に解析可能と

なる[15][16].その例[16】を図6に示す.同図には,

軸流タービン動翼列におけるハブ面上の限界流線

およびハブ面近傍の渦コア構造が示されている.な

お言商コアは無次元ヘリシティーで着色され,半透

明表示されている.また,限界洗練に現れた剥離線

および付着線がそれぞれSLおよびALで,鞍点お

図6　軸流タービン動翼列におけるハブ面上の限

界流線および渦コア構造(161

図7　軸流タービン動翼列におけるハブ面上の限

界流線(LIC法による可視化) [16]
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よび節点がそれぞれ白丸および黒丸で示されてい

る.ハブ面上に形成された極めて複雑な剥離・付着

形態と馬蹄形渦との関係が明瞭にわかる.同図のよ

うに限界流線上に多数の特異点と包路線が形成さ

れる場合,限界流線を線画として表示する従来の可

視化法(図6)では,短時間に剥離および付着の複

雑な形態を正確に把握することは困難である.この

ような場合には,ベクトル場の新たなアニメ-ジン

グ手法であるLIC (Line Integral Convolution) [17】

の導入が有効である. LIC法では,入力画像(White

noise bitmap)に対して,流線に沿った重み付き積分

を行い,出力画像の各ピクセル強度を得る.すなわ

ち,速度ベクトルに沿って入力画像を局所的に渉ま

せることにより,限界流線の可視化が行われる.図

7は,図6の限界流線をLIC法で可視化した例で

ある. LIC法を用いると,インタラクティブな可視

化作業を伴うことなく,桐密な流線の描画が可能で

あり,限界流線の複雑なトポロジーを簡単に解析で

きる.このLIC法は,三次元剥離の非定常挙動を

解析する場合にも,その威力を発揮する.

4.結　　昌

Critical point理論に基づいた渦コアの同定および

限界洗練のトポロジー解析が,複雑な流れ現象の解

析にとって極めて重要であることを述べた.今後,

数値計算の規模がますます拡大していくであろう
ことを考えると,大規模数値データから流体力学的

に意味のある情報を抽出するためのデータマイニ

ング技術を確立する必要性を感じる.この間題は流

体力学に限らず,大規模なデータを扱う分野に共通

した問題であり,発見科学を盛り込んだデータマイ

ニング技術が今後のキーテクノロジーとなるであ

ろう.
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Abstract

In this paper, we propose a numerical method to verify multiple

eigenvalues for elliptic eigenvalue problems. We calculate error bounds

for approximations of multiple eigenvalues and base functions of the

corresponding invariant subspaces. For matrix eigenvalue problems,

Rump m recently proposed a validated numerical method to compute
multiple eigenvalues. In this paper, we extend his formulation to el-

liptic eigenvalue problems, combining it with a method developed by

one of the authors囲.

1　Introduction

A method is proposed to enclose the eigenvalues and eigenfunctions for the

elliptic eigenvalue problems by using the numerical verification method for

nonlinear elliptic problems. But the method can only be applied to the simple

eigenvalues according to the verification principle. Namely, applying the

method for multiple eigenvalues leads to a singularity due to the multiplicity.

For the matrix eigenvalue problems, a method to compute the error bounds

for the approximations of multiple or nearly multiple eigenvalues, and to

verify a basis of the corresponding invariant subspaces was proposed in [1J.

In this paper, we try to extend this formulation to the elliptic eigenvalue

problems. In order to attain our present purpose, we use the basic idea same

as in the numerical verification method for elliptic problems. We formulate

the multiple eigenvalue problem for elliptic operator as a system of nonlinear

elliptic boundary value problem with respect to the eigenvalues and the base
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functions of the corresponding invariant subspace. Then, by applying a kind 

of set valued Newton's method, we enclose those quantities in computer. 
We use an approxirnation subspace to compute the finite dimensional part 

of the problem, and by using the constructive error estimates we enclose the 
infinite dimensional part. In the present case, we adopt the spectral method 
based on the Fourier series expansion and the explicit a priori error estirnates. 

In the following section, we describe the basic formulation of the problem 
and the actual computational procedures for selfadjoint case. 

Our method enables us not only to enclose eigenvalues but also to verify 
a basis of the corresponding invariant subspaces. 

2 Formulation of the problem 

We define n as a bounded convex domain in R竺 LetH呵n)denote the 
£2-Sobolev space of order m on n for an integer m, and we define HJ三

H即）三 {vEが (n)Iv == 0 on an} and the inner product on HJ as < 
u, V >HJ三（▽u,▽v)L2for u, v E HJ(n), where (・,・）£2represents the inner 

product onび(n). Next, let Sh be a finite dimensional subspace of Rふ
and let仇｝i=l…N be a basis in sh. Let Phi : ~即） →品 denotethe HJ 
-projection defined by 

（▽u，▽v)L2 =（▽Ph1u,▽v)L2 for all V Esh. 

We basically consider the elliptic eigenvalue problen1 of the following self-
adjoint type 

where q E L00(f2). 

｛玉＋qu=Au in Q, 

U = 0 on8Q 
(1) 

First we calculate approximate spectrurn of (1), and then compute the 
error bounds for the multiple eigenvalues and enclose a basis of the corre-
sponding invariant subspace around the approximate solutions. 

For matrix eigenvalue problerns, Rump [1] shows that error bounds for 
k-fold computed eigenvalues and the approximate basis of corresponding in-
varient subspace of n x n matrix A are calculated by verifing Y, M which 
satisfy the equation AY == Y M, where Y is an n x k rnatrix and M a k x k 
matrix, respectively. 
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Therefore, in order to extend the method in [1] to the elliptic eigenvalue

problem, we transform (1) to the eigen-equation of the form:

(-A+q)Y-YM,

/mil

(:mnl
whereY- {yuy2,・・・,yn), andM-

(2)

n

and the righthand side of (2) is interpreted as (YM)i ≡ ∑rrijiVj, (1 ≦ i ≦ n)
j-1

and n is the potential multiplicity, arid yi ∈ Hn, and mv ∈ R・

Then, note that each eigenvalue of 〟 is also the eigenvalue of (1). Here

{yi}i=i-n is a basis of the corresponding invarient subspace if they are lin-

early independent. In this paper, since we try to verify multiple eigen-

values with associated base functions of the corresponding invarient sub-

space, when a concerned eigenvalue A is a potential n-fold eigenvalue, tak-

ing the space V ≡ (#。T x (R)n , and we'll verify (Y,M) ∈ V satis丘ng

(2). We define the inner product on V, for w¥ - (y¥,・・・,y,よ,T¥: - ,'/v) and

^2-(yh'-iU孟jSi;- ,5n2), asbelow

<wi,w2 >-< 2/},2/? >#i +-+ < yま,y孟>/fl +nsl+-+rn2Sn2.

And for Vh ≡ (ShY x (R)n we definethe projection Ph : V ⇒ ^ by

Ph(ui,・・・,un:n,・・・,rn2) - (Phlui,・・・,Phiun,ri,・・・,rn2)

wherem∈#o¥U≦i≦n)and　∈-R,(l≦j≦n2).
Let入㌢ ∈ RiVl ∈ Sh (1 ≦ i ≦ n) be appropriately approximate solu-

tions of (1) or (2). We now suppose, for each i, that y¥ is represented as
〃

yF - ∑dj(f)jJ-) Wj ∈ R. Then, for each i, let fa be the base function whose
l=1

coefficient takes the maximal value in {|qi CiN¥}>

Thus, we obtain the normalized eigenvalue problem of the form

(-A+q)(2/1,2/2,''・,Vn) - (yl,2/2,・・・,Vn)

(viAj) - (y告<pi), 1≦i,j≦n,
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which is considered as a kind of the nonlinear systern, with respect to Yi and 

mij of elliptic equations. 

3 Transformation to the fixed point form 

We set防＝ yf疇 andmij == mt＋両 in(3) with rnt ==.Xf, mt == 0(i # j). 
Then砧and呵 correspondto -the errors of the approximate -solutions yf 

and mt, respectively. We'll verify Yi and rrlij satisfing (3) by enclosing伍

and叩． Wecan rewrite (3) for w == (Y1, ・ ・ ・喜郷，・・・，元五）， asfollows. 

ー△祈三 f1(w)

ー△盃三 fn(w)

(Yi,む）

(mぶ＋向i-q)祈＋ （rrふ＋応i)妬＋…

+(m出＋和i)砿＋醐Y? ＋・・・＋元泣I~+ Vふ

(m位＋可n)祈＋ （m似＋裔n)妬＋・・・
+(m似＋元五一 q)盃＋応砂f ＋・・・＋元五y~ ＋喝
0, (1 ~ i,j:::; n), 

where we defined the residual error v0, for each 1 ~ i ~ n, by 

vi==△yf + (mt―q)yf + m髯＋ rn髯＋・・・＋叫y~.

Here we assumed that sh C HJ n H乞Usingthe map on V 

(4) 

F(w)三 (Kf1(w),・ ・ ・, Kfn(w), mii +（妬，釘），・・・，元五十（釦，心））， （5) 

where K is the solution operator for the Poisson equation with the hornoge-

neous boundary condition, we have the fixed point equation 

w = F(w). (6) 

Now, we decompose (6) into the finite dimensional part and the infinite one 
as follows: 

｛凡w=P江 (W)，
(I -P砂w=（I -P砂F('山）．

Next, we use a Newton-like method for the finite dimensional part as 

below 

芯(w):== Whー [I-P江'(0)犀(Wh- P江 (w)).
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and we define T(w) :- Nh(w)-¥- (I-Ph)F(w). Then, the following eqivalence
relation holds.

w-T(w) <^w-F{w).

In what follows, for the sake of simplicity, but without loss of generality,

we consider only the case of n - 2, i.e., two-fold eigenvalue.

We use Banach's fixed point theorem to verify the solution of w - T(w).

We try to丘rid a set W, referred as a 'candidate set', which satisfies the

condition of the fixed point theorem.

We decompose a candidate set as W - Wh eWj_, where Wh ⊂ Vh , and

WァC VJp. Here, V^- is the orthogonal complement of Vh in the space V. We

consider the candidate set of the form,

〃　　　2〃

wh --(∑Wi¢i, ∑瑚¢ W2tf+1,W2tf+2,WW3,W2iV+4),
i=l    i=N+l

Wァ-(回,[/?],0,0,0,0),whereforα∈R+,回=〈V∈Sir　酬Hol ≦α}, (7)
withintervals,瑚-トWuWh (1 ≦i ≦ 2iV+4),

where Sfc denote the orthogonal complement of Sh in Hq.

Let T be the Frechet derivative of T. Then the verification condition by

using the Banach丘xed point theorem is conceptually described as

T(O)+T(W)Wc W.

Here,

T(W)W:-{v∈V Iv-T'(w)w, w,w∈W).

We now present a computable verification condition.

Let denote (/ - Ph)T(0) and (/ - Ph)T'{W)W by 71(0) and T'ァ(W)W,

respectively and, for an element w⊥ - (1^1,^2,0,0,0,0) ∈ Vf, set (w⊥)* =-

W{,i - 0,1. And for an element ◎h ∈ V/i or a set ◎h C Vh of the form
〃　　　2〃

◎h - (∑Ai<t>i　∑・ Ai¢ -42N+1,・・',A2n+a), weset (S/サ)* -Ai,(1 ≦ i ≦
t=l    i-N+1

2N + 4), which is sometimes called a coefficient vector for ◎h. Then, we try

to find the 2N + 6 dimensional vectors Y.Z, whose components Y{ > 0 andノ

Zi ≧ 0,(1 ≦ i ≦ 27V+6), satisfying
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(PhT(O)), ∈ yi

UTj.(O)h¥¥ォi ≦ K2N+5
10

〃2

F

h

H

一

F
l
n
u

0
川
U

h
H

I
"
H
相
　
川
U ≦ Y2N十6

{PhT'{W)W)i C Zi

¥¥ {T'ァ(W)W)
1

Ik ≦ '2JV+5
10

月2朔押固
(

≦ '2JV+6

(8)

(9)

and

where^-ト*i?*ij>%i-トZi,Zi],(1≦i≦2N-f4),andforaset

◎,define剰Hd≡Sup目刺H¥.Furthermore,wedefine

4)∈中

e(w)-{v∈VI(PkV)i≦Yi+Zul≦i≦27V+4,

[I-Ph)v)i¥U≦^2N+5+-^2iV+55

||((/-PAサ2|U≦^2JV+6+Z2N+6}蝣

Then,wecanpresenttheverificationconditionsasfollows

Theorem1.//0(W)⊂Wholds,foracandidatesefWin(6),namely,

forYiandZ¥saまisfying(8)and(9),

Yi+Zi≦m,1
11≦i≦2N+6

hold,whereW2N+5-αW2N+6-βthenthereexistsasolutionto(6)in

Q(W).Moreover,thissolutionisuniquewithinまhese舌W.
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4 Numerical examples 

Example 1: 
We considered the following problem. 

{―△u+sin(x)sin(y)u = Au in Q, 
U == 0 on an, n = (0, 7r) X (0, 7r). 

(10) 

We consider the following finite-dimensional subspace, (N = 11) in Lennna 
1, 

品＝ span{ 2 / 1r sin (ix) sin (j y) I 1 ~ i, j ~ 11}. 

Letふ ERand Yh E Sh be the Galerkin approximate solutions of (10) defined 

by 

（▽Yh,▽v) + (sin(x) sin(y)yh, v) = (AhYh, v) for all v E Sh. 

入1 入2入3 入4 入ふ

Figure 1: approximate eigenvalues. 

We numerically deterrnined approxirnate eigenvalues for (10). The first 

eigenvalue was found to be ふ~ 2. 71513. This is seen to be simple. The 
second and third eigenvalues were found to be入2~ 5.572374582086 and 
入3 ~ 5.57237 4582086. These eigenvalues are depicted in Figure 1. The 

numerically determined approximate eigenfunctions Yh and y~ are illustrated 
in Figures 2 and 3, respectively. 

These two eigenvalues seerned to be two-fold or clustered eigenvalues. 
Therefore, we verified them and the basis of the corresponding invariant 

subspace around the approxirnate solutions using the algorithrn described in 

the previous section. 

The norrnalized eigen-equation in question is the following. 

(―△ +q)（翡ぬ）
～ 

(Y1，む）
伽，む）
伽，釦）
伽，命）

伽，ぬ）（加1,m12 

(yf'が），

m21, m22)， 

(yg，免1)'
(yf'む），
(yク，必）．
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Figure 2: Approximate eigenfunction y空.

Figure 3: Approximate eigenfunction yj.
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Here,<f>iistakentobethebasefunctiondescribedinSection2.1.Then,as

discussedinSection2.2,wesetyi-yク+ijiandmy-my-+77iij(i≦i,i≦2)

with魂-5.572374582086,m」--0(i≠j)・

Theverificationresultsareasfollows.

First,theresidualerrorsobtainedare冊‖L2-0.00489and¥¥vf'5U*-

0.00489.Equations(ll)and(12)givetheerrorboundsofthefinite-dimensional

partoftheerrorfromthebasefunctions,i.e.,thecoefficientvectorofPhiVi

(i-1,2)inthecorrespondinginvariantsubspaces.(13)givestheH^error

boundsoftheinfinite-dimensionalpart,i.e.,(/-Phi)否(i-l,2:

max(|(y+Z)J-|) -　0.0905×10-4　≦j≦11*,　　　(ll)

max(¥(Y+Z)j¥) -　0.1071×10-4 ll'+1≦j≦2×II2, (12)

α-3.6023× 10-4

β-4.3229× 10-4
(13

The elements of the matrix M - (m^) were enclosed as described in (14).
The eigenvalues of 〟 were enclosed by using Gerschgorin circles as given in

(15): In this example, veri丘cation succeeded after 4 iterations , and we used

the value 0.1 for the in月ation parameter 6 in the algorithm.

mll ∈ 5.5724+ト0.2217,0.2217] × 10-4

m12 ∈ト0.2550,0.2550] × 10-4

m21 ∈ト0.2217,0.2217] × 10-4

m22 ∈ 5.5724 +ト0.2550,0.2550] × 10-4

人。,人3 ∈ 5.5724+ [-0.4767,0.4767] × 10~4.

(14)

(15)

We next numeirally determined the fourth eigenvalue to be A　8.4581

45330119 and found that it is simple. Then we attempt to verify two eigen-

values A and人6 to be close together. Approximate solutions of A and A6

were 10.524940396607 and 10.584986363725, respectively. In this veri丘cation

procedure, we used the finite dimensional subspace such as

Sh - span{2/7TSin(Z∬)sia{jy) I 1 ≦ i,i ≦ 8}.　　　(16)

The verification results are as follows. The residual errors are両　- 0.01339,
and ‖vo2日- 0.01622.Equations(17) and (18) give the error bounds of the
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finite-dimensional part of the base functions, i.e., the coefficient vector of

Ph¥Vi (ォ- 1, 2,) in the corresponding invariant subspaces. (19) gives the H^

error bounds of the infinite-dimensional part, i.e., (/ - PhijVi (i - 1, 2).

max{¥(Y+Z)j¥) -　0.0567×

2

8

<
一ISl

<
一

1
3

01

(17

max{¥(Y+Z)j¥) -　0.1032×10~　8*+l≦j≦2×r, (is)

α- 0.0020,

β - 0.0036.
19

The eigenvalues of M were enclosed by using Gerschgorin circles as fol-
lows. In this case verification succeeded after 5 iterations with inflation

parameter ♂-0.1. As seen in (21) and (22), we were able to enclose two

distinct eigenvalues. However, note that when we attempted to verify A5 and

A6 separately as two simple eigenvalues, applying a method similar to that

in [2] with the same approximation space 5^, the verification failed.

In the application of the present algorithm, the condition number of the ma-

trix used there, was 121.51. Contrastingly using the methocHor simple eigen-

values, this quantity became as large asォ3 × 10. This fact demonstrates

the difference between the performances of the two enclosure methods.

mll ∈ 10.584986363725 +ト0.2117,0.2117] × 10-3

m12 ∈ト0.3745,0.3745] × 10-3

m21 ∈ -0.2053,0.2053] × 10-3

m22 ∈ 10.524940396607+ト0.3632,0.3632] × 10-3

人5 ∈ 10.524940396607+ト0.5685,0.5685] × 10-

人6 ∈ 10.584986363725 + [-0.5862, 0.5862] × 10-3

(20)
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要旨　九州大学大型計算機センターの「国際学術共同研究」のテーマの1つとして量子力学3体

問題をスーパーコンピューターを用いて高精度・高速度に解くプログラムの開発を九大センターの

ライブラリ開発として行なった。この概要と、これを用いた研究成果の一端を発表した。

Abstract We reported some results ofsupercomputing with the use of a program for quantum

three-body calculations which was developed by the present authors as one of the application

library programs of Computer Center of Kyushu University. The program is suited for super-

computing of various types of three-body systems with high precision and high speed.

1　はじめに

九州大学大型計算機センターの「国際学術共同研究」

の制度を活用して、筆者等は、研究室を卒業し帰国し

た留学生や長期滞在して帰国した外国人訪問研究員

と、九大センターのスーパーコンピューターを利用す

る共同研究を行った(1996-98)凹。
同時に、この共同研究のテーマの1つとして、量子

力学3体問題をスーパーコンピューターを用いて高精

度・高速度に解く汎用プログラム開発を九大センター

のライブラリ開発として行なった(1996-99)[2-5]。
このプログラムを活用したスーパーコンビューティ

ングの成果は続々と出ており、開発の中心人物であっ

た肥山詠美子氏(九大院生ー高エネルギー研助手)や

木野康志氏(九大院生-東北大助手)による最近の多
数回の国際会議招待講演などで発表されている。その

肥山詠美子氏と木野康志氏はそれぞれ2001年の物理

学会における新人賞(原子核理論関係)と若手奨励賞

(原子分子関係)を受賞した。

本研究集会では、九大センターにおける上記の国際

学術共同研究とライブラリ開発の経緯を報告し、研究

成果としては、原子核物理学の3体問題・ 4体問題に

おける大規模高速高精度計算の典型例として、反陽子
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の質量決定の世界記録、粒子変換を伴う4体問題の世

界初の計算成功、などについて報告した。

本稿では、我々の国際学術研究の概要とライブラリ

開発の1例を記す。ライブラリを利用した成果につい

ては、文献[8-111とその中のreferencesを参照いただ
きたい。

2　九大計算センター国際学術共同研究

「大型計算機センターを利用する国際学術共同研

究」という新しい制度(有川節夫、広報Vol.28, No.2,

p.71)が平成7年度から始まった。我々の研究室(九

州大学理学部物理学科原子核理論研究室)は当初か

らこれに参加した。この「国際学術共同研究」制度の

目的は、大型計算機センターの高機能・高速な計算機

資源を積極的に活用した、 (1)本格的なソフトウェア

の国際共同研究開発、 (2)データベースの国際共同構

築と利用、 (3)日本人研究者の主導による新しい形の

国際共同研究、 (4)帰国留学生の指導、 (5)帰国留学

生・訪問研究員との共同研究の継続、 (6)大型計算機

センターの優れた計算機資源に接する機会の提供、な

どであり、新しい形の日本からの「国際貢献」の可能

性が期待されている。この制度埠、全国の大型計算機

センターに先駆けて、九州大学大型計算機センターが

企画した画期的なものであり、我々の研究室は大いに

共鳴・賛同した。平成7-1 2年度の間に4回応募し

た計画が採択された。参加者は国外から6名、当研究

室から4名であった。研究代表者の管理のもとに、参

加者全員に共同研究のための計算機利用課題番号が与

えられ、利用負担金が援助されている。 4ヶ国の研究

者との間で、それぞれ独立な4つの共同研究が進行し

た。その中の一つが、 3体系理論計算の汎用コード作

成およびミューオン触媒核融合の研究であった。参加

者は、 Jan Wallenius (スウェーデン、ウプサラ大学量

子化学教室大学院生)、上村正康、肥山詠美子、木野康

志であった。平成6年度の九大理学部「訪問研究員」

(6ケ月)であったWallenius氏は帰国後も九大グルー

プとの共同研究を継続している。ミューオン分子の生

成、構造、分子内核融合、粒子放出崩壊などの一連の

過程を、 3、 4体系の束縛・散乱問題として研究する

こと、また、励起状態ミューオン分子を経由する新し

いミューオン触媒核融合サイクルの理論的研究を行う

こと、さらに、この研究を一般化させ、 3体系理論計

算の汎用プログラムを作ること、が目的であった。

スウェーデンのWallenius氏は、九大センターのsu-

percomputerにtelnetで接続し大童の計算を行ってい

る。計算機がすいている日本の深夜・早朝が逆に向こ

うの働き易い時間帯に当り、大いに能率が上がったと

のことである。九大センターの24時間運転が意外な

ところで貢献している。彼はこの研究成果により昨年

5月ウプサラ大学より博士学位を得た　Physical Re-

view誌(Vol.A54, 1996, p.1171)に論文が掲載され、

本制度がacknowledgeされている。また、本研究の一

環として、上村、肥山、 Walleniusにより、ミューオ

ン分子の3体計算の汎用コードが作成され、 1996年、

九大センターのライブラリプログラムとして登録され

た[2】。 1997, 1998,1999年にはさらに、一般3体系、

3核子系のプログラムが登録された[3-5]。

3　九大センター応用ライブラリプログ

ラム開発

原子核や原子・分子などにおける3体系束縛状態

を非常に厳密に解く方法として、 「ヤコピー座標系ガ

ウス型基底関数による組み替えチャネル結合変分法」

[6J]が、九州大学理学部原子核理論研究室によって提
唱・開発され、多くの成果を上げてきた。用いる基底

関数が物理的に優れているという特徴の他に、その関

数形を利用して、大量の行列要素が、 vector processor

の利点を極限まで活かして計寅されているいう特徴が

ある。その計算法に基づくプログラムを、九州大学大

型計算機センタ二の応用ライブラリープログラムとし

て、シリーズで開発・公開している[2-5]c本稿では、

その第2弾として、発表された「任意の形をした中心

カポテンシャル(スピン非依存)による3体系の汎用

コード」 (Three-Body Systems 2、略称TBS2)の概

要を説明しておく。

3体系束縛状態を解くために、波動関数を3体系の

ガウス型基底関数系によって展開する。この基底関数

系よるハミルトニアン(運動エネルギーと2体中心力

ポテンシャルの和)の行列要素とoverlap行列要素を

計算し、一般固有値問題を解いて固有値(エネルギー)

と固有ベクトル(展開係数)を求めるのが本プログラ

ムの役割である。運動エネルギーの行列要素は解析積

分が可能であるが、ポテンシャルについては、調和振

動子型、ガウス型、湯川型、クーロン型のときのみ可

能である。本プログラムは、それ以外の一般的な形を
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したポテンシャルの場合に使えるのがセールスポイン

トであり、適用範囲が非常に広くなる。

この一般化のためには、 2粒子間の動径座標(ポテ

ンシャルの座標)についての1重の精密数値積分を超

多数回行うプログラミングをする必要があり、これが

ネックの1つとなる可能性があった。しかし、本プロ

グラムにおいては、ガウス型基底関数の特徴(サイズ

パラメタを変化させて関数系を作る)を生かした巧妙

な内挿法を開発した結果、行列要素積分を高速・高精

度に行うことが可能となった。解析積分の速度・精度

とほとんど変わらないので、調和振動子型、ガウス型、

湯川型、クーロン型の場合も本プログラムを利用して

差し支えない。 3体系の行列要素計算は、 6重の積分

より成り、多重積分を解析的に行うには(上記の場合、

1重の数値積分が残る)、一般には複雑な角運動量代

数計算が必要であって、ノート作りが非常に煩雑であ

る。これを、筆者らが開発したInfinitesimally-shifted

Gaussian-Lobe basis functions 【8,9]を使って、ガウス
型基底関数を表現することにより克服している。この

表現方法は、ポテンシャルがスピンや運動量・角運動

量に依存する複雑な場合[3-5]において一層威力を発
揮する。

本プログラムは2つの部分より構成される。 1つ

は、利用者が用意するポテンシャルのFUNCTIONプ

ログラムである。もう1つは、メインプログラムを含

むその他のすべてのプログラムである(これが九大セ

ンターのUXPのライブラリプログラムとして用意さ

れる)。利用者は、これらを合体させて計算を実行す

る。または、本ライブラリプログラムのフォートラン

ソースを公開しているので、それを取り寄せ、ポテン

シャルのFUNCTIONプログラムと合体させて、全体

を自分自身のコンプリートプログラムとして計算を

実行する。

本プログラムでは、原子核の3体系を想定している。

ポテンシャルの数値積分を原子核の単位系に適合させ

ているからである。その他の、原子・分子などの中心

力3体系の場合は、本プログラムのソースを取り寄せ

て、単位系と数値積分範囲の変更を行えばよい。

本計算法は応用が広く、各種の3体系に適用可能だ

が、いかなる3体系にも絶え得る汎用プログラムを目

指すと、余りにも煩雑となって能率的でなく、ミスも

起こり易い。特殊な系に適用したい場合は、一むしろ、

利用者が、本ライブラリプログラムのソースを取り寄

せて、各自の具体的な3体系に合わせて、自由に(主

としてメイン)プログラムを書き換えて使用して構わ

ない。

物理量の定義

3個の粒子に1、 2、 3という名前をつける。本プロ

グラムではスピンを陽には考えない。 3組のヤコピー

座標系を設定する囲(粒子1、 2、 3に関してcyclic
になっている)。粒子の対称性について、つぎの3通

りを考える。 (α) 3個の粒子とも別粒子。

(b) 2個の粒子が同種粒子で空間部分が対称Oこの2
個は必ず、粒子1と2に設定する。

c) 3個の粒子とも同種粒子で空間部分が対称。

3体系のハミルトニアンは次式で与えられる。

H -一芸∇吾。一芸∇L+viCrO+VafoHV&fo).

ポテンシャルVi(ri),V2(ra),V3(r8)の関数形は、利用
者がFUNCTIONプログラムで任意に設定する(後

述)。クーロンポテンシャルもそれに含める(従って、

粒子の電荷は入力データには打ち込まない)0

チャネルCの3体ガウス型基底関数を

◎JM,。e - ¢¥:Urc)xzc(Rc)lYiM ⑳ Ylc (&c))jm

(αC ≡ JM, lcLcicIclc

と定義する。動径のガウス型関数は(添字Cを略して)

・f>ii(r) - Nurl exp{- (吉r>

xLi(R) - NLIRL exp{-(芸)2)
係数Nは規格化定数、 <<pli¢h>-JVォ。ガウス関

数のrangeは、等比級数として

Ti-r¥al l　(i-1-ri)

RI=虎l^7-1 (7-1-JV)

で与える[1,2]ォ

全系の波動関数は、上記の粒子の対称性サ, (&), (c)
に対応して、

申JM -∑4(1)s(1) +∑Aョ噌+∑-"蝣。13増,
α1　　　　　　　　　　α2　　　　　　　　　　α3
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申IM -∑A。1(叱> + (-)'1噌) +∑A。3増,
α1　　　　　　　　　　tt3

せJM - ∑A。(硬) +◎(2) +ei3))
Ct

と表現される(&)式の(-)'1のphaseは、ベクトル

rlとr2の向きの違いを補正して粒子1と2の空間部

分を対称にするために入れてある。対称化のため、 (b)

式では、 α3の中の～3は偶数である。同じく、 (C)式で
は、 αの中のJは偶数である。

シュレ-デインガ-方程式

(H-E)甘JM-0

を、通常のように、レイリーリッツの変分法で解き(大

次元行列の一般固有値問題となる)、波動関数の未知

係数Aαと固有エネルギーβを決定する。

入力データの意味

コンプリートプログラムであるので、利用者はジョ

ブコントロールファイルと入力データファイルを作り、

バッチジョブとしてサブミットする。

チャネル番号C,角運動量IcとLcを指定したワン

セット(c,lc,Lc)を1つの"configuration"と呼ぶこ

とにする。それぞれのcon丘gurationに対して、ガウ

ス基底関数の項数n,N)とrangeの下限(n,Ri)と

上限Tu,Rn)を入力データとして与える必要があるo

rangeの単位はfmである。
フォートランプログラム(ソースを公表)に用いら

れている入力用変数名の意味は次のとうり。

AMl,AM2,AM3:粒子1, 2, 3の質量数

IENERG :エネルギーを求める固有状態の数、下か

ら数えて200以下

工VECT :波動関数ベクトルを出力する固有状態の数

(IVECTはIENERG以下)

ISYM :粒子の対称性(a):ISYM-l, (6):ISYM-2,
c) :ISYM-3

∫:全角運動量(4以下)

NCONF :採用するconfigurationの数(24以下)

IPARI:状態のパリティ指定。 +パリティ: IPARI=l、

-パリティ: IPARI=-l.

iCHAN(i) : i-th configurationのチャネル番号C -

1,2,3 (対称性条件に留意)

LSM(i) : i-th con丘gurationのガウス関数のL (4以

下)

LLG(i):同じくLc (4以下)

ISMAX(i) :同じくn (30以下)

ILMAX(i) :同じくN (30以下)

RSMIN(i):同じくfi (fin)

RSMAX(i):同じくrn (fm)

RLMIN(i):同じく虎　(fin)

RLMAX(i):同じく虎　(fin)

3粒子の対称性が(6):ISYM-2の場合は、チャネル

c-l,3のcon丘gurationについてのみ入力し、 C-2につ

いては不要なので入力しない(すればエラーとなって

計算しない)。また、対称性がc):ISYM-3の場合は、

C-1についてのみ入力し、 c-2,3については不要なの

で入力しない(すればエラーとなって計算しない)0

出力データ

固有エネルギーと波動関数ベクトルが主たる計算出

力である。固有エネルギーは3体のbreakup threshold

から計ってある。

出力データは次のように並ぶ。

1) AMI,AM2,AM3　の出力

2) IENERG, IVECT, ISYMの出力

3) NCONF,J,IPARユ　の出力

4 ) ICHAN(i), LSM(i), LLG(i), ISMAX(i), RSMIN(i),

RSMAX(i) ,

ILMAX(i), RLMIN(i), RLMAX(i), i-l-NCONF
の出力

5 )基底関数の総数NOMAXと行列要素の総数NAA-

MAX

6)行列要素の計算時間(秒)

7)エネルギー固有値(下からIENERG個)

8)固有債問題を解くのに要した時間(秒)

9)波動関数の係数ベクトルの出力(IVECT>0のと

普)0

ジョブ制御文(バッチリクエスト文)の作り方

本ライブラリプログラムはUXP上で利用できる。

このプログラムのオブジェクトファイルがtbs2.0と

いう名前で登録されている。これと、利用者が用意す
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るポテンシャルのプログラムが入ったファイル(例え

ば、 pot.fとする)とを合体させた実行ファイル(例え
ば、 tbs2.xとする)を発生させ、かつ、これを実行す

るバッチリクエストファイル(例えば、 tbs2.vpとす

る)を作成する。これらの利用者ファイルがあるディ

レクトリをmydirとすると、 tbs2.vpの中身は次のよ
うになる。

5H

cd mydir

frt　-Ob　-Ps-Wv, -m3　-o tbs2.x tbs2.o pot.f

-Issl2vp

tbs.x < input.d > output.d

入力データはinput,dに書き込む。出力データはout-

put.dに書かれる。
これを、例えば

kyu-cc% qsub -q s tbs2.vp

とサブミットする。

もちろん、公開されているソースファイルを取り寄

せ、ポテンシャル用ファイルと合体させて、すべてを

手元で行ってもよい。

例題、計算時間

この方法は変分法であるので、基底関数(言式行関数)

のパラメタ一について、いくつかのセットで計算し、

エネルギーの収束を見ることになる。したがって、 1

つのパラメタ-セットについて十分に高速である必要

があるが、本計算法はそれを満足している。

利用者の参考になるよう、標準的な入力データ、ポ

テンシャルプログラムとして、原子核の3核子間に調

和振動子ポテンシャルが働く場合のものを、本ソース

プログラムの最終部に、コメント行の形で付けてある

(左端のCの字を削除して全体を一字分左に寄せる)0

テストケースとして使ってみるとよい。計算結果が、

さらにその後にコメント行として付けてある。解析

積分可能な調和振動子ポテンシャルであることを意識

せず、数値積分が行われている　J-2状態について

(IENERG-20,IVECT-0,ISYM-3)、基底関数の総数
NOMAX=312で、 VPPを使い、パラメタ-の1セッ

ト当たり、行列要素計算に12秒、一般化固有値問題

の解に0.7秒である。行列要素計算の大部分は、ポテ

ンシャル数値積分内挿のための準備計算であるので、

基底関数総数NOMAXが増えても増加率は鈍い。 -

般化固有値問題の時間はNOMAXのほぼ3乗で増加

する。
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