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要旨 スラッシュ・リーディングとは学習者が適当な意味のかたまりごとに“/’'（スラッシュ）が挿

入された英文を素早く読み進める学習法で，学習者は英語本来の語順で英文を理解することを習慣づ

けることができる．しかし，安価に利用できるスラッシュ・リーディング用教材は少なく，英語教師

が各自で作成しているのが現状である．そこで本稿では，英文に対してその依存構造から想定される

チャンキング過程（文中の部分表現の意味を構成する過程）に基づき，スラッシュの入れ方を決定す

る手法を提案する．

Abstract Slash reading is one of popular ways for learning English, that helps non-native 

learners understand an English sentence in a sequence order as its words appear. Though it is 

needed for the learners to read a lot of English sentences which have some slashes in the boundary 

between sense groups, there are a few texts at the moment. This paper proposes a method for 

inserting slashes into an EnglLsh sentence automatically based on chunking process derived from 

its dependency structure and shows the experimental result using the proposed method. 

1 はじめに

近年注目されている英語学習法の 1つにスラッシュ・

リーディング (slashreading) 1がある．スラッシュ・

リーディングとは学習者が，英文中に適当な意味のか

たまりで“/’'（スラッシュ）が挿入された英文を素早

く大星に読み進める学習法である．例えば，次のよう

なスラッシュ付きの英文

he said / many people in other Asian countries / 

suffered grtealy / during vVorld_¥Var」I

では，スラッシュで挟まれる区間（本稿ではこれをセ

グメントとよぶ）， “hesaid"に対して「彼は（なにか

を）言った」， “manypeople in other Asian countries" 

に対して「他のアジア諸国の多くの人々が」，以後同

様に「とても苦しんだ」，「第二次世界大戦中に」とセ

グメントごとに意味を大雑把に捉え，並行してそれら

の意味を適格に結びながら文意を読み取るのである．

これを繰り返すことで，英語本来の語順で英文を直接

理解することが習慣づけられ生通訳義成などでも広

く用いられている．しかし，現状では自由に利用でき

る安価なスラッシュ・リーディング用の英文教材は少

なく，英語教師が各自で準備する他ない．また，この

学習法は学習者がある程度の批の英文を読解すること

が大切であり，多読的な要請もある．そのような意味

で学習者自身が興味ある英文書を自由に選び，それか

らスラッシュ付きの英文書を作成し，自主的に読み進

1その他にも．フレーズ・リーディングやチャンク・リーディ ーでこのような訓練はリーディングだけでなくリスニングカの向

ングと呼ばれることもある． 上にも非常に効果的であることが知られている
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めるような環境があればなお望ましい.

そこで本稿では,英文に対してその依存構造から想

定されるチャンキング過程を考慮してスラッシュを挿

入する手法を提案する.文読解時のチャンクとは読者

の短期記憶内に記憶される文中の部分表現の意味であ

り,「結合」 「忘却」 「分解」などの操作により文意に相

当するチャンクを構成する過程はチャンキング過程と

よばれる.本稿では「分解」が不要なチャンキング過

程において,スラッシュを「ここで適当な意味にまと

める」という情報を読者に明示する記号と捉え,チャ

ンクの結合操作が起きる語の直後をスラッシュを入れ

る候補とし,チャンク間の区間(セグメント)長に対す

る適当な上限を設定する.さらに,依存関係がスラッ

シュがセグメント内では密に,セグメント間は疎とな

るように挿入する.

本手法はスラッシュ・リーディング用教材の自動生

成に用いることを念頭に置いており. (0学習データ

を必要としないこと. (")文に関する情報は依存構造
のみであること,という特徴がある.英文に対するス

ラッシュの入れ方の基準は,母語話者でも一定ではな

く,さらに習熟度によっても大きく変わる可能性があ

り,一般に大量の学習データ(スラッシュ付き英文)

は期待できない.また,現在の自然言語処理技術の水

準では,部分表現の統語範噂と下位の統語構造を完全

に求める統語解析は十分な精度は得られていない.し

かしながら,語間の依存関係であれば比較的現実的な

精度が得られる可能性が高い.

2　チャンキング過程

2.1　文読解とチャンク

文読解とは読み進めた位置までの文の部分表現を短

期記憶内で逐一適当な抽象的表象(意味) -変換する作

業と見なすことができる.さきの例文で, "he"まで読

んだ時点では,読者の短期記憶(short-term memory)

には"he"そのものではなくある特定の「彼」を連想

し,次の"said'まで読んだ時点では"said"という字

面ではなく「言った」という意味を構成,さらに短期

記憶内の「彼」と結合して「彼は(なにかを)言った」

という意味を構成する.このように読解時に構成され

る意味をチャンク(chunk)とよぶ3.また, 「彼」と

L般的にチャンクを議論すると,人間の認知活動において,
認知対象の最も基本的な単位のことをいう.例えば, 。092096"

という数列をそれぞれ`℃","9","2",...という具合に認知すればそ
れは6チャンクということになる.しかしながら,同じ数列でも
"092" (福岡の局番). "096" (熊本の局番)という具合に適当に

「言った」を結合して「彼は(なにかを)言った」を構

成するチャンク間の「結合」,その他チャンクの「忘

却」,チャンクの「分解」といったチャンクに対する

操作をチャンキング(chunking)とよぶ.つまり,文

読解とはチャンキング過程であり,最終的には文意に

相当するチャンクを求めることである.

2.2　教材作成におけるチャンキング過程の一つ

の考え方

文読解時のチャンキング過程とは,ある一定の条件

のもとで文の部分表現から得られるチャンクを「結合」

「忘却」 「分解」などの換作によって,よりコンパクト

なチャンクを構成することである.文読解時「結合」

すべきチャンクは表層レベルにおいて語間の依存関係

として投影されている.さまざまなチャンキング過程

を考えることができるが,ここでは次のような「分解」

が不要なチャンキング過程を採用する.ここで考える

べきチャンキング過程というのは,英文にスラッシュ

をいれるべき箇所を決定するための最も基本的情報,

すなわちお手本となるものである.よって,最も効率

よく読解した場合を想定すべきである,と考えた.

2.2.1　記法と諸定義

文Sのi番目の語をwiとし,語間の依存構造を仮

定する. Dは語のインデクスの直積の部分集合で語の

依存関係を表し(iJ)∈Dならば語wiにW2・が係っ

ている.特にW甚係る語のイげクス集合をD(i)で

略記する・D+(i)を次のように定義する.

1・j∈D[i]ならばj∈」>+(i)である.

2・j∈ D+{i)かつk∈DU)ならばh∈ D+{i)で
ある.

3. 1,2を有限回適用して得られるものがD+(z)であ
る.

主要語がwlのチャンクをCiとすると, wpまで読み
進んだときにチャンクCiが飽和している(saturated)
as*

D+(」) -¢またはmaxD+(i) <p

が成立している場合である.つまり,語wiが飽和し

ているとは, wiに係る語が全て出現しており,なおか

つ係る語も飽和している場合である.

意味ある単位で結合して認知すれば2チャンクとなる.
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表1:依存関係DとD+

例1次の文

hei said2 many3 people4 ins others Asiaii7 countriess

sufferedg greatlylO duringn Woi"ld-War-IIi2

に対する依存構造は図1のようになる.このとき,

D{i),D+{i)ま表1のようになる(ただし,表に明記し

なかったD(i),Dア(i) lま空である) ・

例えば, W2{-said)を主要語とするチャンクCrjは

ty12(- WorkLWaril)まで読み進めないと飽和しな

い. W4(- people)を主要語とするチャンクC4はu>8(-

countries)まで読み進めれば飽和していると言える・ □

2.2.2「分解」が不要なチャンキング過程

語wpまで読み進んだときの短期記憶に蓄えられた

チャンクの集合をM(p)で表す.M(0)-ので,wpか

らさらにwp+lを読んだ後の短期記憶の状態M(p+l)

は次のように計算される.

1.TをM(p)とする・

2.to.・p+iからap+iを構成しTに加える・

3.d∈Tの主要語wiに対して飽和しているチャ

ンクC3・∈Tの主要語W声;係っている,つまり,

j∈D(i)ならば,CjをCiに結合しCiをTよ

り削除する.

4.3を繰り返し,収束したTが〟(p+1)である・

wpまで読んだ時点で短期記憶に蓄えられるチャン

クの数はちょうど,係り先の語が出現していない,ま

たは飽和していないチャンクの数となる.以上のチャ

ンキング過程では,チャンクが飽和するまで結合操作

を行わないので,一貫して分解操作は起きない.その

分,留保しておくチャンクの数が増大するので,短期

記憶-の負荷が大きくなる.

人の短期記憶容量は7土2程度であるという仮説(マ

ジカルナンバー7土2)[5]が知られている・文献囲に

よると,実際にEDR英語コーパス[11の英文約12万

文に対して調査を行い, -文中の各語の位置で最大の

チャンク数をその文のチャンク数と考えると, 7を超

えるものが1.5%, 9を超えるものが0.01%であった4.

多くの場合マジカルナンバー内に収まるからと言って,

チャンキング過程が適当である,ということを保証す

るものではないが,その必要条件の一つであり,少な

くともこれは満たすものである.

例2　さきの例文のチャンキング過程は表2のように

なり,最も短期記憶に負荷がかかるのが"Asian"を読

んだ直後で,チャンク数は5(-|M(7)|)となる・
ロ

3　スラッシュの入れ方

3.1　チャンク数推移に対する制約

従来,セグメントに相当する「意味のかたまり」を

定義し,そこからスラッシュ挿入の規則を間接的に与

えていた囲.本稿では,このようなスラッシュをセ

グメントの境界であるという考えだけでなく,読解時

に「ここで適当に意味をまとめる」という情報を明示

する記号とも考えることにする.すると,スラッシュ

を入れる箇所の候補は語wp-iからwpを読み進めた
にもかかわらずチャンク数が変わらない,または減少

する

¥M(p-1)¥ ≧ |M(p

という語wpの直後ということになる・するとスラッ
シュが入った箇所は次のような制約を充たさなければ

ならない.

制約1文長nの文S-W¥W2 -.Wnに対してK本

のスラッシュを入れたとき, SP{k)を文頭からfc番目

のスラッシュの位置(何番目の語の直後か)とする.

スラッシュの入った箇所では次式

¥M(SP(k)-1)¥≧¥M(SP{k))¥ (1≦7J≦K) (1)

を充たす.ただし　SP(O)-0,SP(K+1)-nであ
る.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口

例3表2でチャンク数の推移を見ると,スラッシュを

入れる箇所の候補は,次の○で囲った5箇所である・

he said ① many people ② in other Asian countries

③ suffered ④ greatly ㊨ during World-WarJI　ロ

EDR英文コーパスの依存構造には, andやorといった並列

句, be動詞など幾つかの文法祝象については我々の直感とは合わ
ない.これらの依存構造を修正すれば,以上の値はもっと改善さ
れる.
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l口】「「
he said many people in other Asian countries suffered greatly during World_War_II

図1:依存構造

ubeH

Hhe said

"he said",

"he said",

"he said" ,

"hesaid ,

"he said",

"he said",

"he said" ,

"he said",
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"many'

"many people"

"many people , "in"

"many people", "in", "other

"many people , "Ill' "other", "Asian"

"many people - countries

"many people - su斤ered"

"many people - greatly"

.`many people - greatly" , -`during"

1

1

2

2

3
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5

f1

2
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0

表2:チャンキング過程の例

カンマについて

本手法ではさ-らに次のように"," (カンマ)が付随

したwpで,なおかつ(1)式が成立する場合は, "wp,

/u/p+rとスラッシュを入れた・カンマの用法の1つ
として,主文と導入節・句の区切りといった大きな意

味の境目に入ることが知られているからである間.

3.2　セグメント長に対する制約

長過ぎるセグメントはチャンキングを複雑にし,文

読解失敗の原因となる.そこで,各セグメント長に対

して適当な上限βを設ける.

制約2　文長nの文S-W¥W2　・Wmに対してK本

のスラッシュを入れたとき,各セグメントは次式

SP(た)-SP[k-1)≦0 (1≦k≦K+l) (2)

を充たす.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

例4 ♂-7としよう.例3で, ①と⑤のみのスラッ
シュの入れ方

he said / many people in other Asian countries suf-

fered greatly / during WorkLWarJI

では, 2番目のセグメント長("many-greatly")は

8云0となる.よって,以上のスラッシュの入れ方は

不適当で,さらに②～④の少なくとも1箇所にはス
ラッシュを入れる必要がある.　　　　　　　　　口

ここでは,セグメント長は単純にセグメント内の語

数としてしてること,およびその上限βの決め方につ

いては議論の余地がある. 4.3節で改めて言及する.

3.3　依存関係に基づく優先順位付け

複数のスラッシュの入れ方に対する優先順位を与え

る.本稿では,セグメントの意味のまとめやすさとし

て依存関係に着目し定量化,優先順位を与えることに

する.

語間の依存関係は,セグメントを意味-まとめる際

の本質的な情報である.例えば,語の多義性の解消で

は依存関係を結ぶ語がなにかということが非常に重要

となる.よって,セグメント内における依存関係は密

に,セグメント間の依存関係は疎になるように入れる

のが望ましい.そこで,セグメント内の依存構造の数

をアドバンテージ,スラッシュを挿入したために断ち

切られる後方との依存関係をペナルティと考える.こ
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こで,ペナルティとしてスラッシュより後方のみを加

味するのは,それより前方のセグメントはチャンクと

して適当な意味にまとめられているという前提である.

k番目のセグメント　U-i番目のスラッシュとk番

目のスラッシュで挟まれる部分表現)

wsP(k-1)+¥�"sP(k-1)+2 ‥・WsP{k)

内の依存関係の数は,

SP(k)

fk-　∑　旧∈D(i):SP{k-1)<j≦SP(k)}¥
i-SP(k-1)+1

である・一方, k番目のスラッシュ(wsp(k)の直後に
入れられるスラッシュ)によって断ち切られる依存関

係の数は,

SP(k)

gk　-　　∑ 1(j∈」>(*):j>SP(k)}¥
i=SP(k- 1)+l

十　三　¥{j:j>SP(k)Ai。DU)}¥
t-SP(k)+l

である.今回はfkの和, gkの和の比を優先付けのた
めのスコアとした.

K   A'-1

Score - ∑fk/∑ 9k　　　(3)
fc=l   k=l

例5例4で, ⑦にスラッシュを入れたとすると,

he said / many people / in other Asian countries

suffered greatly / during World-WarJI

/l+/2+/3+/4-l+l+4+l-7

91+92+93-1+2+1-4

でScore-7!4となる.一方, ③ではなく③にスラッ

シュを入れたとすると,

he said / many people in other Asian countries /

su鮎red greatly / during World-WarJI

/i+h+h+h-l+5+1+l-

01+02+03-1+1+1-3

でScore-8/3となり,後者のスラッシュの入れ方が
優先される.　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

また. (3)が同値だったものについては,スラッシュ
を挿入した箇所のチャンク数の減り幅の総和

M

∑{¥M(SP(k))¥ - ¥M(SP(kト1)1}
fc=l

が大きいものを優先する.

4　実験

4.1　方法

英文に対するスラッシュの入れ方には多様な要因が

考えられ,母語話者でも揺れがある.非母語話者であ

ればなおさらである.そこで,今回はオリジナルの英

文および本手法でスラッシュ付けされた英文のうち上

位1,2,5,10,15,20位の6文をランダムに並び替え被験

者に提示し, 「読解時に自分にとって最も理解しやすい

であろうスラッシュ付きの文」を1つを選択するとい

う方法で,本手法による優先順位付けとの相関につい

て調査した.被験者は大学卒業レベルの非母語話者3

人,選択の際時間の制限は行わず辞書も自由に利用し

て構わないとした.英文はEDR英語コーパス同の
構文解析済み124,698文からランダムに抽出した.

例6　次の英文

the report observed that the figure indicated fewer

hospitals were refusing to treat emergency patients.

に対して本手法でスラッシュ付けされた英文のうち

1,2,5,10,15,20位の6文は,図6のように被験者に提

示される.括弧内は本手法による優先順位で,被験者

には提示されない.

□

また,本手法ではセグメント長に対する上限βを設

定する必要がある.今回は被験者ごとにβを次のよう

な手続きで設定した.予めEDR英語コーパス中の適

当な10文について,それぞれβ-5,6,7の3通りで

スラッシュ付けした優先順位最上位の3文をランダム

に並び替えβは伏せて被験者に提示し,最良と思われ

る文を選択してもらった.以上を全10文に対して繰

り返し,最も多く選択されたβを被験者に対するβと

して設定した.今回は各々β-5,6,7となった.

4.2　結果

被験者が選択した順位とその個数を表3に示す(揺

弧内は累積の割合を示す).上位2位までは(3)式が

同値となる場合が多かったことから,上位2番目まで

を選択した場合を正解と考えた.結果上位2位まで

のスラッシュの入れ方が選ばれたのは667文中515文

(77.2%)であった.ベースラインは(甘い見積もりで

はあるが)ランダムに選択した場合1/3となるので,

被験者のスラッシュの入れ方と(3)式による相関があ
る程度認められたと言える.
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1. the report / observed that the figure indicated ! fewer hospitals / were refusing to treat / emergency patients.

0

2. the report / observed / that the figure indicated / fewer hospitals / were refusing / to treat emergency patients.

(15)

3. the report observed / that the figure indicated / fewer hospitals were refusing / to treat emergency patients. (2)

4. the report / observed / that the丘sure indicated / fewer hospitals / were refusing to treat / emergency patients.

(20)

5. the report / observed that the figure indicated / fewer hospitals were refusing / to treat emergency patients. (1)

6. the report observed / that the figure indicated / fewer hospitals / were refusing to treat / emergency patients,

(10)

図2:被験者に提示されるスラッシュ付き英文の例(括弧内は優先順位で被験者には表示されない)

A(♂-7) B(♂-5) C(♂-6)

122　　　　169　　　　　74

61　　　　70　　　　19

22　　　　　30

19　　　　17

20　　　　　20

5　　　　　　8　　　　　　0

365 (0.547)

150 (0.772)

60 (0.862)

38 (0.919)

41 (0.980)

13 (1.000)

計 249　　　　314　　　　104

表3:実験結果

5位以降を選択した場合について考察する.特徴的

だったものは1,2位のものと選択したものとが多く

の部分で共通ではあるが,唯一スラッシュの箇所が多

いものを選択している場合である.以下に幾つかの典

型的な場合を説明する.

7thatS"守"/who5"'というように補文構造
の直前

補文構造は語数が大きくなることも要因の1つで

はあるが,むしろ「文」に対して被験者が特別視

している,ということがうかがえる.

・ "XIandY"や"XIorY"という並列構造の
接続詞の直前

接続している対象X,Yに依存するが, "S and

g"というように文同士の接続では,ほぼ確実に

スラッシュを入れる.また　X,Yの長さに応じ

て,例えば"Japan and German"などであれば

一気に読み進めスラッシュは入れない場合が多い

が,かなり長い句である場合にはスラッシュを入

れる.また, ∫,yの統語構造に応じてその傾向

はかなり異なる.

・ "VNPIADVI…"といった文中の副詞の直前
直後

これについては被験者によってばらつきが大き

く,常に成り立つわけではない.しかし,被験者

によっては"next week"守"successfully"と副詞

句(または直前のVの目的語となる名詞句を)を

セグメントとして独立させる傾向がある.

一方,スラッシュを入れる箇所が本質的に異なるも

のは,次のような場合である.

・ "ADV I 5'"や'>CONJ I S"といった文頭の接

続詞・副詞の直後

被験者によってスラッシュを入れるかどうかが異

なり,常に成り立つものではない.本手法では文

頭の最初の1語は制約1より決してスラッシュが

入れられることはない.しかし,文頭の接続詞は

多くの場合読者に以後の話題の転換を示す.依存

構造では接続詞は主文の動詞に係ることになる

が,この依存関係は名詞句と動詞句の依存関係と

はかなり趣が異なり,依存構造そのものに再検討

の余地がある.

・ "care for/NP"や"callon/#P"といった,い
わゆるパターン

パターンとして部分構造を介さず直接チャンクを

構成するような表現がある.その場合は現在仮定

している依存構造では十分に対応ができない.詳

しくは次節で議論する.

●語長の影響

例えば,文頭からの主語を構成する句が同じ語数

で,なおかつ同じ被験者であっても,物理的な語

の大きさ,つまり語の長さが大きい語が連続する

場合とそうでない場合にはスラッシュの入れる位

置が前後する場合がある.語長が大きければセグ

メント長が短くなる傾向がある.

●語の親密度の影響

2とも関連する事項であるが,語の親密度(語に
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対するなじみの程度)に応じてスラッシュの入れ

る位置が前後する場合がある.つまり,親密度が

低い語については,理解に負荷がかかり,それを

含むセグメント長は短くなる傾向がある.

4.3　議論

実験結果により得られた知見を踏まえ,本研究の今

後の課題と方針について述べる.

統語範噂

被験者のスラッシュの入れ方は多様であったが,ほぼ

唯一共通したのは補文の直前である.「先行詞+関係節」

のような場合は構成される句の大きさに依存したが,

"he said g/"といった補文構造はほぼスラッシュが挿

入された.今回の手法では現時点での統語解析の精度

から,統語範噂は考慮することはなかったものの,あ

る特定の統語構造,補文構造や並列構造といった比較

的特徴的な統語範噂のみを発見することは大きく精度

を落とさないと予想される.上記のような傾向に限れ

ば,ある程度本手法に加えていっても自動化の際の大

きな問題とはならない.

また,我々は現在,同じ目的で確率モデルに基づい

たスラッシュの挿入手法の開発を進めている[13, 10].
これは,均質な少量のスラッシュ付き英文をサンプル

とするもので,どの統語範噂と統語範噂の境界,およ

び長さにおいてスラッシュを入れる慣向があるか,と

いうことを効率的に学習するものである.大きな確率

でスラッシュが入る統語範噂間の境界が発見されれば,

それらの傾向を本手法に加味していく予定である.

パターン

"have something to do with A"は「Aと関係があ

る」, "prferAtoB"はrBよりもAが好きだ」といっ

たパターンは,英語の効率的運用に重要な役割を果た

す[7].これらは部分構造を介さず直接意味を取るこ

とができるので,語嚢チャンクやunanalyzed chunk

とよばれる[9].本稿の枠組みでいえば,パターンご

とに依存構造が予め準備されていると考えることにな

る.つまり,パターンに対する依存構造を準備すれば

チャンク数の推移等も一意に決定される.現在連続な

パターンについては取り扱えるよう実装を進めている.

問題となるのはどのような表現をパターンとして考

えるか,ということであるが,中高英語参考書にある

パターンの重要度を拠り所にすることなど,実際に本

システムを利用する場を想定しつつ検討を進めなけれ

ばならない.さらにセグメント長を数える際にパター

ン全体(または不連続部分)を1語とするのか,といっ

た問題が挙げられる.

セグメント長

セグメント長については,まず数え方,そして上限

βの設定法の2つの問題がある.現在,セグメント長

は単純にセグメント内の語数としているが,習熟して

いればいるほど実際にはさきのパターンのようにある

程度まとまった部分表現を一括してチャンクとしてい

ると考えられる.また,実験結果でも述べたように,

語の物理的な大きさや語の親密度も大きく関連してい

ることが分かる.今後心理実験などでセグメント長の

数え方を検討していく予定である.

また,セグメント長の上限βを決めるための方法も

開発する必要がある.今回のような決め方が最適とは

言えないが,仮に今回のような決め方にするとしても

プロファイル用の英文等がどのような性質をもつべき

か,などの議論,検討が必要である.

5　まとめ

本稿では,スラッシュ・リーディング用教材の自動

生成を念頭に,英文とその依存構造からスラッシュを

入れる手法を提案した.単純な枠組みではあるが,簡

単な心理実験では比較的良好な結果を得,さらに今後

考慮すべき要因を洗い出すことができた.

今後の課題としては4.3節で述べた他に,実際に英

語学習者を対象として本手法でスラッシュ付けした英

文を教材としたスラッシュ・リーディングを実践し,

学習効果を細り,その有効性を検討することも挙げら

引w&

謝辞
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情報基盤センター年報第4号(2004年)
九州大学情報基盤センタ-

新しい前処理つき共役勾配法のライブラリー開発
-問値による二重ドロッビング処理一

藤野清次(九州大学情報基盤センター)

池田優介柿原正伸(九州大学大学院システム情報科学府)

梗概:近年,共役勾配法(Conjugate Gradient method,以下cc法と略す)系統の反復法の新しい前処理(precondi-
tioning)法が次々と提案されている.代表的なものとして,例えば, M. BenziやM. TumaらによるSAINV(Stabilized
Approximate INVerse)やRIF(Robust Incomplete Factorization)前処理などがあげられる・それらの前処理法
は,実際の問題に対して,従来の不完全(Incomplete) Cholesky(以下, ICと略す)分解が持ち得なかった収束のロ
バスト性を持ち,かつ計算効率も非漸こ高い前処理法である.そこで,本研究では,様々な新しい前処理法の原型
を実装し,さらに収束性を改良し収束性能向上させた高性能前処理つき共役勾配法を開発したので,その結果をご
報告する.また,これらの前処理つき反復法はライブラリ化しその後公開を予定している.

1　はじめに

大規模な疎行列を係数行列Aに持つ連立一次方程式Ax = bは,前処理つき反復法によって解かれることが多

い.特にAが正定値対称行列のとき.共役勾配法( Conjugate Gradientmethod,以下cc法と略す)がよく用
いられる[6].現在.前処理行列の構成方法は.大きく二つの考え方に分けることができる・一つは係数行列Aを
近似する不完全分解,もう一つは逆行列A-1を近似する近似逆行列分解である.前者ではコレスキー分解がよく
知られている[16].後者では, A一直交化過程に基づいて逆行列A~1を近似分解する近似逆行列( Approximate
INVerse,以下AINVと略す)が最近知られてきた[2]. AINVでは,前処理行列のスバース性を保つために.
dropping処理と呼ばれる操作が行われる. dropping処理とは,あらかじめある間借を設定し,分解過程で生ま
れた非零要素に対してその値が開催よりも大きいときのみそれを残し.小さいときは零とみなして以降の分解

を行うという処理を指す. dropping処理は,計算量やメモリ量の削減という観点からAINVでは不可欠な操作
である.しかし,この操作によって.前処理行列の正定値性が失われ, cc法の収束性に悪影響を及ぼすことが
ある[16].そこで.近似分解の中の計算方法を工夫し. cc法の収束の安定化を図ったものが安定化近似逆行列
( Stabilized-AINV,以下SAINVと略す)前処理である[3]. SAINVでは.分解に必要な計算量を増加させるこ
となく,分解の安定性が実現された.

近年, SAINVの分解過程において得られた不完全逆行列因子Zが行列Aの通常の不完全分解因子Lと数学的

に等しい,という事実を利用した新しい前処理が提案された回向.この前処理でも安定化近似逆行列の優れた
特徴を受け継いで安定した不完全分解ができる.そのため, REF( Robust Incomplete Factorization)と呼ばれ
る.この前処理では,余計な手間を掛けずに不完全分解因子Lが得られ,元の近似逆行列を用いた前処理に比べ
てより一層有効な前処理になることが知られている.

すでに既報において, SAINV前処理の性能向上のために,近似分解中にdropping処理を二重に行うdouble
dropping技法を提案し.その有効性を数値実験で実証した[7][8].本研究では, double dropping技法をRIF前処
理に適用し.その有用性を検証する.具体的には,疎行列データベースに収納された行列への適用だけでなく.実

際のコンクリート橋の梁(BEAM)やケーブル定着部における応力解析で生じた行列に対してもdouble dropping
つきRIF前処理を適用し.より実際的な間男副こ対する有効性の検証を試みる.

本論文の構成は以下のとおりである.まず. 2節で前処理つき共役勾配法について記述する. 3節では. A-直

交化に基づく近似逆行列分解の概略と同分解つきCG法について述べる. 4節では, Double droppingつき安定
化近似逆行列(SAINV)について記述する. 5節では.近似逆行列分解(SAINV)からロバスト不完全分解(RIF)
が導かれる過程を示す.そして　5.1節では,対称正定借行列用の前処理のまとめを騎単に行なう.そして. 6節
で数値実験結果を示す.最後に, 7節でまとめを述べる.

2　前処理つき共役勾配法

正定値対称行列を係数行列Aに持つ連立一次方程式

(2.1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ax　-　b

を前処理つきcc法で解くことを考える.ここで, Aはnxnの正方行札　a:, bは次元数nの解および右辺ベ
クトルとする.不完全分解を用いた前処理では,係数行列Aを

;2.2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇三　LDU
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のように分解する.ここで, Lは下三角行列. Dは対角行列.上付き添字tは転置を表す.

3　A一直交化による近似逆行列分解つきCG法と近似逆行列分解

一方, A一直交化による近似逆行列分解前処理では.逆行列A~1そのものを.

(3.1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　ZD~lzl

のように近似する・ここで. Zは上三角行列,Dは対角行列とする.この近似逆行列分解を用いた前処理つきCG
法の算法は以下のように表される.

ro-b-Axo, pQ-ZD IZtro,

form-1,2,...

αI71 =
(rm-i, ZD~'Z'rm-1)

(pm-l. ^pm-1)

3Jm - Xけい1 +αmPm-H

rm-rr _1-α i-Apm-1.

ifIkmI /Ikoll2≦s stop

Pm-
{r^ ZD^ZWm)

(rォトu ZD-Wrn-iy

pm - zD-lztrm+βiPm-1'
end for.

3.1 A-直交化による近似逆行列分解

A一直交化過程に基づく逆行列分解( AⅢヾV)では,以下に示す分矧こよってZおよびDを構成する2]-

for j-l,2, -,ll

~<o)-e

end for

for i-1,2,

for j-t.i+1,--,n

dj - a¥z)ト1)

end for

for j-t+l,j+2,-・,n

& -^-x>一告,<*-!)
end for

endfor

上記の近似逆行列分矧こおいて,(ォ)は反復掴目における行列Zの勘番目の列ベクトルe31は勤番日の要
素が1である単位ベクトル. dj ¥ま対角行列Dの第2'番目の対角要素.項ま行列Aの第i番目の行ベクトルをそ

是認雪子titz.票票票農畜・忘11票誓豊富急告し雲禁温習ot票篭品Tb
れる・この処理をdroppiさ1g・間借のことをtolerance value (以下, tolと略す)と呼ぶ.上記の分解中で下
線をつけた部分は. dropping処理が行われると以下のようになる.ただし, dropping処理は要素ごとの操作と
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なるため,列ベクトルZ5叫の削番目の要素を-kj　と表記することにする・

for k-I,--,i

if　-0-1)

こ

(3.2)

*(0.
'kj

else

・

～
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～

′
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i
　
閉
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n
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l
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endif

end for

AINVでは.このようにして近似逆行列因子Zおよび対角行列Dを構成し.前節で示した近似逆行列分解前処
理つきcc法に適用する.

4　Double DroppingつきSAINV

既報においてSAINVの分解過程で二重のdroppingを行い. cc法の収束性を大幅に改善させる前処理を提案
した(7個.この二重のdropping処理(以下, double droppingと呼ぶ)では.小さな値の要素を棄却する従来の

dropping処理の他に・ベクトル,(ォーl)を更新するかどうかを判定するためのdropping処理を追加する・この新

たに追加したdropping処理のために閥値toLddが導入される・そして,その更新の可否判定にはZ.隼1)に掛け

る比率告の絶対値が使用される・したがって-ォrの更新を表す(3.2)式は( 4.1)式に置き換わる・ここで・
下線部分がdouble droppingにあたる部分である・
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endif

end for

endif

このdoubledroppingは,前述したSA王NVにおける近似分解の安定性に影響を与えない・それ故, SAINVと同
様に安定して分解を行うことができる.

5　近似逆行列からロバスト不完全分解へ

5.1　完全分解について

ここでは,係数行列Aとその逆行列A~1を完全分解することを考える・完全分解のとき. (2-2)式と(3.1)式は
各々次のように表すことができる.

(5.1)　　　　　　　　　　　　　　　A　-　LDL¥

(5.2)　　　　　　　　　　　　　A-l　-　zD~xZl

ここで, L, a. Zは完全分解因子を各々表す.矧こ. (5.1)式は完全コレスキー分解に相当する・そしてその逆
行列は,

(5.3) A-1=L--lf-1D-lL
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表1:対称正定値行列用の前処理(原版と改良版)

となる・ここで(5.2)式および(5.3)式が同じ構成をしているこ与がわかる・したがって・一般に完全コレスキー
分解には一意性があることから.完全分解El子Lと逆行列因子Zの間に次の関係が成り立つ.

(5.4)　　　　　　　　　　　　　　　　Z*　-　L-

この等式から. (5.1)式と　0.21式は両方とも次のように変形でき,これはAZD-1が完全分解因子Lと同じにな
ることを意味する.

(5.5)　　　　　　　　　　　　L-AZD-　　または　LD-AZ).

したがって,不完全分解因子Lと近似逆行列国子Zの間にも,

(5.6)　　　　　　　　　　　L-AZD-1　または　LD-AZ)

という関係が成り立つ・(5-6)式は,近似逆行列因子Zから不完全分解因子Lが計算可能であることを意味して
おり, A一直交化に基づく不完全分解において重要な式である剛4】.

5.2　対称正定値行列用の前処理のまとめ

本研究において収束性能を調べた疎(スパース)な対称正定植行列用の前処理(原版と改良版)の一覧を表1に
示す.ただし,今回開発した改良版の前処理を太字による表記で示す.

6　数値実験

6.1　計算機環境と計算条件

数値実験は九州大学情報基盤センターに設置された以下の計算機環境で行った.

●計算機:富士通PrimePower850

CPU(クロック周波数: SPARC64 (1.3GHz)

1PE当たりのメモリ容量: 1.5 Gb>′te

.コンパイラ:富士通Ccompilerver. 5.3

●最適化オプション: -Kfast

上記の計算機の1 PEを使用した.計算はすべて倍精度演算で行い,最大反復回数は各行列の次元数とし,そ

こで計算を中断させた.収束判定値Eは相対残差L2ノルム!|rm!|a/IMhの値が10-　以下になったときとした.
初期近似解3:Oはすべて0とした.また,行列は対角スケーリングを用いて対角項を1に正規化した.

-12-



表2:テスト行列の特徴.

6.2　テスト行列

コンクリート橋の設計に実際に使用された応力解析の問題で得られた行列をテスト行列に採用した.解くべき

方程式の右辺項は設定された加重条件を元に離散化による値を用いた・行列名をBEAM(栄,はり)とCABLE
と各々呼び,その特徴を以下に示す.

行列: BEAMは橋梁の間にトラック荷重を課したときの応力解析で生じた問題で,シェル要素のみで離散化
された.一般に.シェル要素による離散化行列の解析は難しくことが多く,収束までに多くの反復回数が必要に

なる囲・一方,行列: CABLEはコンクリート橋におけるケーブル定着部の応力解析で生じた問題で,ソリッ
ド要素だけで離散化が行なわれた.ソリッド要素による離散化の場合,シェル要素の場合と比較して,問題は比
較的解き易く,反復法の収束も速いとされる.しかし,行列の次元数は一般に大きくなることが多い.図1に行
列: BEAMのときの橋梁の間の構造物に対する有限要素法メッシュ図を示す.また,図2に行列: BEAMのと

きの応力(3:-y方向成分)分布の様子を示す.

図1:橋梁の間の有限要素法メッシュ固く行列: BEAM主

6.3　実験結果

さらに,図3と図4に.各種前処理つきCG法の残差の履歴を示す.図3の横軸は反復回数,図4の横軸は

CPU時間,縦軸はいずれも相対残差L,Jノルム(常用対数目盛)を表す・図からわかるように, IRIFおよび対角
緩和R工Cつきcc法の収束性が他の前処理法に比べて非常に優れている.行列BEAMに対して,表3に従来の

前処理つきcc法の収束性を示す.同様に,表4にA一直交化に基づく前処理つきcc法の収束性(闇値は最適値
探索)およびをロバスト不完全分解型前処理つきcc法の収束性(闇値と対角緩和山の値は数回試行後の結果)を
示す.これらの結果から,従来の前処理に比べて新しい前処理が非常に効率的であることがわかる.

なお,ロバスト不完全分解型の前処理(RIC分解,ポストフィルタリングつきRIC分解,対角緩和RIC分解)つ
きCG法の理論および実験結果については,参考文献[1] [13] [14] [15]をご覧ください.

図5に行列CABLEに対する応力　x-y方向成分)分布を示す.さらに,行列CABLEに対して,表5に従来の
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図2:橋梁の間の応力(x-y方向成分)分布・
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表3:行列: BEAMに対する従来の前処理つきCG法の収束性(最九-次元数)

表4:様々な前処理つきCG法の収束性の比較(行列BEAM)
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表5:行列: CABLEに対する従来の前処理つきcc法の収束性

前処理つきcc法の収束性を示す.同様に,表6にA一直交化に基づく前処理つきCG法の収束性(開催は最適値
探索)およびをロバスト不完全分解型前処理つきcc法の収束性(開催と対角緩和Wの値は数回試行後の結果)を
示す.行列BEAMと同様に,これらの結果からも,従来の前処理に比べて新しい前処理が効率的であることがわ
かる.

図5:応力(x-y方向成分)分布(行列: CABLE主

7　まとめ

実際問題に対して,従来の前処理(対角スケーリングや不完全コレスキー分解)などに比べて新しい前処理(近
似逆行列分解やロバスト不完全分解)前処理がcc法の前処理として非常に効率的でロバストであることがわかっ
た.今後は新しく開発した様々な前処理つき反復法をライブラリーとして整備し公開していく予定である.また,
基礎となる反復法についても実数対称行列用の他に同非対称行列凧複素行列用などについて整備公開を図って
いく予定である.

参考文献

[1] Ajiz, M. A., Jennings, A.: A robust incomplete Choleski-conjugate gradient algorithm, In舌emotional Journal for

Nume'i㌣cal Methods in Engineering, Vol. 20, pp. 949-966 (1984).

[2] Benzi, M., Meyer, C. D., Tuma, M.: A sparse approximate inverse preconditioner for the conjugate gradient

method, SIAM J. on Scientific Compuわng, Vol. 17, pp. 1135-1149 (1996).

[3] Benzi, M., Cullum, J. K., Tuma, M.: Robust approximate inverse preconditioning for the conjugate gradient

method, SIAM J. on Scientific Computing, Vol. 22, pp. 1318-1332 (2000).

-16-



表6:様々な前処理つきcc法の収束性の比較(行列CABLE

囲Benzi, M.: Preconditioning techniques for large linear systems : A survey, J. of Comput. Physics, Vol. 189, pp.
418-477 (2002).

[5] Benzi, M., Tuma, M.: A robust incomplete factorization preconditioner for positive de丘nite matrices, Numer. Lin.

Alg. Appl, Vol. 10, pp. 385-400 (2003).

Hestenes, M. R., Stiefel, E.: Methods of conjugate gradients for solving linear systems, J. of Research of the

National Bureau of Standards, Vol. 49, pp. 409-436 (1952).

(7】池田優介,藤野清次:二重ドロッビングによる安定化近似逆行列前処理の改良,情報処理学会コンビュテイングシステム

ACS論文誌第4号, 2004. (印刷中)

[8] Ikeda, Y., Fujino, S.: An improvement of stabilized AINV preconditioning by double dropping, Proc. of the In-

ternational Symposium on Information Science and Electrical Engineering 2003(ISEE 2003), pp.393-396, Fukuoka,
Nov. 13-14, 2003.

Ikeda, Y., Pujino, S.: An effective use of Improved Stabilized Approximate INVerse preconditioning according to

characteristics of computers, Trans, of Journal INFORMATION. (To appear)

[10]池田優介,藤野清次,柿原正伸,井上明彦: A埴交過程に基づくRIF前処理の醜率化について,情報処理学会「ハイパ
フォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム: HPCS2004」講演集, 1月2004. (印刷中)

間池田優介,藤野清次,柿原正伸,井上明彦:情報処理学会コンビュテイングシステムACS論文誌, 2004. (投稿中)

[12]藤野清次: CG法の最近の前処理の口バスト性と効率化について一問値によるドロッビングと対角緩和処理一,京都大学数
理解析研究所研究集会r数値解析と新しい情報技術」講演予稿集, pp.7-9, 12月2003.

[13】 Kakihara, M., Fujino, S.: An lmproveraent of Ajiz-Jennings type of Incomplete Factorization Preconditioning by
means of Post Filtering, Trans, of Journal INFORMATION. (To appear)

[14]柿原正伸,池田優介,藤野清次, Moethuthu:対角緩和つきAjiz-Jennings型不完全分解前処理の提案,情報処理学会

rハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム: HPCS2004」講演集, 1月2004. (印刷中)

[15] Kaporin, I. E., High quality preconditioning of a general symmetric positive de丘nite matrix based on its U U +

UTR+ #T[/-decomposition, burner. Lin. Alg. AppL, Vol. 5, pp. 483-509 (1998).

l16】 Meijerink, J.A., van der Vorst, H.A.: An iterative solution method for linear systems of which the coe爪cient matrix

is a symmetric M-matrix, Math. Comput., Vol. 31, pp. 148-162 (1977).

[17]有限要素法による構造解析システム: FEMLEEGユーザガイド,ホクトシステム(2003).

-17-





情報基盤センター年報第4号(2004年)
九州大学情報基盤センター

小規模スカラー並列計算機を用いた

風況シミュレータRIAM-COMPACTの実用化へ向けた検討
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九州大学応用力学研究所

Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University

要旨　　我々は数(十)km以下の局所域スケールに的を絞り,風に対する地形効果を高精度に再現する風

況シミュレータRIAM-COMPACT(Research　主nstitute for　△pplied　坦echanics, Kyushu University,

Eomputational Erediction of △Mow over ⊆omplex王errain)を開発している・現在はRIAM-COMPACTの実

用化-向け,小規模スカラー並列計算機の導入を検討している.本報では,最新のPC, SMP機, pCクラスタ

などの性能評価を行った.その結果,最新の計算機環境(SMP機, PCクラスタ)は,スーパーコンピュータ1台

並の性能を有することが明らかになった.

Abstract we are deve一oping the numerical model called the RJAM-COMPACT (旦esearch Institute for

Applied坦echanics, Kyushu University, ⊆旦担putationalとrediction of △irflow over ⊆pmplex工errain). The

object domain of this numerical model is from several m to several km, and can predict the airflow over

complex terrain with high precision. Since we put this numerical model in practical use, we are considering

introduction of small scalar parallel computers. This research shows comparison of the elapsed time (CPU

time) in various computers, such as PC, SMP and PC cluster. Consequently, it became clear that the newest

computer environment (SMP and PC cluster) has about the same performance as a supercomputer.

1.緒言
'我々は数(十)km以下の局所域スケールに的を絞り,

RIAM-COMPACTC旦esearch　呈nstitute for　△pplied

Mechanics,　Kyushu University,　迦putational
里rediction of △irflow over ⊆omplex王errain)と称する風

況シミュレータを開発しているl).この数値モデルは, (有

限)差分法に基づいたFortranプログラムである.乱流モ

デルには非定常流体シミュレーションが可能なLESを採

用している.既に風洞実験や野外観測データと比較し,

RIAM-COMPACTの有効性を確認している.

現在はRIAM-COMPACTを実用化するため,小規模

なスカラー並列計算機の導入を検討している2~6).本研

究では,同一条件の下で風況予測シミュレーションを実

施し,最新の計算機性能を評価した.計算対象は,急

峻な孤立峰を過ぎる流れ場(中立成層流)である.特に

Fortranコンパイラの最適化オプションと計算時間(経過

時間)に注目し,それらの比較結果について報告する.

2.検討した計算機環境

本研究で検討した計算機環境を表1-表17に示す.

表1-表5がpC単体(Dual CPUも含む),表6-表10が

PCクラスタ, SMP機の小規模スカラー並列計算機,表11

-表17がサーバおよびスーパーコンピュータである.

3.計算対象と数値計算手法

ここでは, RIAM-COMPACTによる数値シミュレーショ

ンの概要について示す.一般曲線座標系のコロケ-ト

格子に基づいたRIAM-COMPACTを用い,急峻な孤立

峰を過ぎる流れ場の数値シミュレーションを行う.数値

計算法などの詳細については,文献l)を参照していただ

きたい.流跡線図によって視覚化した孤立峰周辺の流

れパターンを図1に示す.この図から,孤立峰周辺は複

雑乱流場を呈していることが見て取れる.計算パラメー

タなどの設定は後述する.
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表1 (樵)HITのIntel I⊃entium4プロセッサ搭載のPC.

2003年6月24日

表2 (秩)H汀のInteI Pentium4プロセッサ

エクストリーム・エディション搭載のPC, 2003年11月4日

表3 (株)HITのIntel Xeon DPプロセッサ搭載のPC,

2003年7月15日

表4 (株)H汀のIntel Xeon DPプロセッサ搭載のPc,

2003年10月7日

表5 (樵)H汀のAMD Opteron DPプロセッサ搭載のPC.

2003年4月23日

表6 (株)H汀のIntel Xeon DPプロセッサ搭載のPCクラスタ

くべオウルフ型SMPクラスタ), 2003年10月7日
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表7 (株)HITのIntel Pentium4プロセッサ搭載のPCクラスタ

(分散メモリ型のスカラー並列計算機.), 2001年8月28日

表8 (樵)H汀のlntel f⊃entium4プロセッサEE搭載のPCクラスタ

(分散メモリ型のスカラー並列計算機), 2003年1 1月4日

表9研究室のIntel Pentium4プロセッサ搭載の

SCore型pCクラスタ(分散メモリ型のスカラー並列計算機).

2002年8月27日

(a)Deerfield DP, 2003年9月9日

(b)Madison DP, 2003年9月9日

(c)Madison MP, 2003年7月1日

表1 0 (樵)HITのIntel Itanium2プロセッサ搭載のSMP機

(共有メモリ型のスカラー並列計算機)
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表11九州大学応用力学研究所のAlphaServer ES40

(スカラーSMPサーバ), 2000年4月1 1日

表12　九州大学応用力学研究所のスーパーコンピュータ

vPp5000/2C分散メモリ型のベクトル並列計算機),

逐次計算専用, 1999年4月20日

表13　九州大学情報基盤センターのミツドレンジHPCサーバ

PRIMEPOWER 850(スカラーSMPサーバ), 2003年5月21日

表14　九州大学情報基盤センターのスーパーコンピュ-タ

VPP5000/64C分散メモリ型のベクトル並列計算機),

1999年4月20日

表15　NECのスーパーコンピュータSX-6/8A

(共有メモリ型のベクトル並列計算槻), 2001年10月3日.

一　強化モデルの販売(2003年9月18日)

表1 6　HPのミツドレンジItaniumサーバHP Integrity rx7620

(スカラーSMPサーバ), 2003年11月6日
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表17 IBMのハイエンドUNIXサーバpseries 690(レガッタ)

モデル681(スカラーSMPサーバ), 2003年5月7日

(a)Side view,主流直交方向の中央断面(y=0)

(b)Top view,地面近傍(Z♯≒0.04h)から粒子を放出

図1孤立峰周辺の瞬間場.流跡緑園

パラメータなどの設定は以下の通りである.孤立峰の

主流方向にx軸を,主流直交(スパン)方向にy軸を,鉛

直方向にZ軸を設定する.計算領域はx, y, z方向に23h

x16hX5hの空間領域を有する.ここで, hは孤立峰高

畠である.孤立峰は流入境界面から8h下流のスパン中

央地面上に設置する.その形状は余弦の二乗であり,

関数z(x, y)=h X cos2( 7t (x2+y2)I 72L)で記述される.也

形形状パラメータはL=2hである.格子点数とメモリサイ

ズを表18に示す.表18の完全版とは各方向の座標変換

を全て考慮した場合であり,改良版とはZ*座標系の場合

である.速度の境界条件に関して,流入境界面は一様

流入条件,側方境界面と上部境界面は滑り条件,地面

は粘着条件,流出境界面は対流型流出条件とする.レ

イノルズ数は孤立峰高さhと一様流入風速Uに基づいて

Re(=Uh/ v )=104とした.時間刻みはAt=2 × io-Vuとし

た.同一条件の下で計算時間を比較するため,孤立峰

周辺の流れ場が十分に発達した無次元時間t=100の計

算結果を入力データとし, t=100-110における計算

(5,000ステップの時間積分)を各計算機で実施した.本

研究における全ての計算時間は,他のジョブが実行さ

れていない状態で計測された値である.

表18　メッシュサイズとメモリサイズなど

4.計測結果と考察

4.1 PC単体の性能(表19-表23)

ここでは,表1-表5に示すpc単体性能について考

察を行う.ここで,計算時間の基準は表12に示すスーパ

ーコンピュータVPP5000/2のベクトル逐次計算の結果

(表32)とし,結果はこれに対する比として表示する.

表1に示すIntel Pentium4プロセッサ3.2GHz(FSB800)

の結果(表19),表2に示すIntel Pentium4プロセッサエ

クストリーム・エディション3.2GHz(FSB800/2.0MB L3キ

ャッシュ)の鰭果(表20)に注目する.最新のIntel CPU搭

載pCの性能は,スーパーコンピュータVPP5000/2の1台

に迫りつつあることが見て取れる.また, Intel Fortranコ

ンパイラとPGI Fortranコンパイラを比較すると,前者の

方が後者よりも1.2-1.3倍程度高速に計算を終了して

いることが分かる.さらに, I/O処理についてもIntel

FortranコンパイラがPGI Fortranコンパイラよりも3倍程

度高速であった. osがWindowsの場合には, Intel

FortranコンパイラとCompaq Visual Fortranコンパイラが

主に使用される.この場合においてもIntel CPU搭載の

計算機においては,前者の方が後者よりも1.2-1.3倍

程度高速であった7).なお, Compaq Visual Fortranコン

パイラはIntel Fortranコンパイラに移行する予定である.

表3に示すIntel Xeon DPプロセッサ3.06GHz/1.0MB

L3キャッシュの結果(表21),表4に示すIntel Xeon DPプ

ロセッサ3.2GHz/1.0MB L3キャッシュの結果(表22)に注

目する_両者ともにIntel Pentium4プロセッサ搭載のPC
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表19 Intel Pentium4プロセッサ3.2GHz(FSB800)の結見表1

表20 Intel Pentium4プロセッサエクストリーム・エディション3.2GHz(FSB800/2.0MB L3キャッシュ)の結果,表2

＼
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表21 Intel Xeon DPプロセッサ3.06GH2/1.0MB L3キャッシュの結果.表3

と比較して,若干演算速度は劣る.自動並列化オプ

ションを利用した計算においてもそれほど並列化効率

は良くないことが分かった.また,先の結果と同様,演

算速度はIntel FortranコンパイラがPGI Fortranコンパ

イラよりも1.2倍程度高速であった.しかしながら,自動

並列化オプションを利用した計算では,並列化効率

に関してPGI FortranコンパイラがIntel Fortranコンパ

イラよりも良好な結果を示した.

表5に示すAMD Opteron DPプロセッサ

1.6GHz/1.0MB L2キャッシュの結果(表23)に注目す

る.ここでの計算は, 32ビット環境で実行バイナリを生

成し,これを実行した.逐次計算および自動並列計算

ともに, Intel Pentium4プロセッサとXeon DPプロセッサ

搭載のPCよりも若干演算速度は劣るようである.

以上より, PC単体の構成を考えると,現状ではIntel

Pentium4プロセッサと, Intel Fortranコンパイラの組み

合わせが最良の選択であると考えられる.来年早々

には,ノースウッドコアのPetium4プロセッサェクストリ

ーム・エディション3.4GHz,プレスコットコアのPetium4

プロセッサ3.4GHzが同時に発表される予定である.

Xeon DPプロセッサにおいても,ノコナコアのCPUが

開発予定であるが, 533MHzプラットホームであること

から,今後ともPentium4プロセッサの優位は変わらな

いものと考えられる.

4.2小規模スカラー並列計算機(SMPクラス

タ, PCクラスタ)の性能(表24.-表27)

ここでは,表6-表9に示す小規模スカラー並列計

算機(SMPクラスタ, PCクラスタ)の性能について考察

を行う.計算は全てMPI(坦essageだassing旦nterface)を
利用して行った.

表6に示すベオウルフ型SMPクラスタ(Intel Xeon DP

プロセッサ3.2GHz/1.0MB L3キャッシュ搭載,通信に
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表22 1ntel Xeon DPプロセッサ3.2GHz/1.0MBし3キャッシュの結果,表4

表23 AMD Opteron DPプロセッサ1.6GHz/1.0MB L2キャッシュの結果,表5

はMPICH-P4を利用)の結果(表24)に注目する.最新

のクロック速度を有するDP構成であるにも関わらず,

並列化効率はそれほど良くない.これに対し,表7に

示す分散メモリ型PCクラスタ(Intel Pentium4プロセッ

サ2.0AGHz搭載,通信にはMPICH-P4を利用)の結果

(表25),表8に示す分散メモリ型PCクラスタ(Intel

Pentium4プロセッサEE3.2GHz/2.0MB L3キャッシュ

搭載,通信にはMPICH-P4を利用)の鰭果(表26)では,

良好な並列化効率を示している.特に,最新のIntel

Pentium4プロセッサEE3.2GHzに基づいたpCクラスタ

では, 4CPUを使用した場合においてスーパーコンピ

ュータVPP5000/2の1台とほぼ同程度の性能を有する

ことが明らかになった.表9に示すSCore型PCクラスタ

(Intel Pentium4プロセッサ2.8GHz搭載,通信には

MPICH-SCoreを利用)の結果(表27)においても,

4CPUを使用した場合にはスーパーコンピュータ

VPP5000/2の1台に対して2倍弱の計算時間となり,ほ

ぼ同程度の性能を有することが示された.

以上から,小規模なPCクラスタを考えた場合には,

Intel Xeon DPプロセッサよりもIntel Pentium4プロセッ

サを選択した方が有効であると考えられる.最近では,

Gbit Ethernetがオンボードで載っているMicroATX

仕様のマザーボードが発表され始めている.これを使

用すればコンパクトな並列マシンを構築することが出
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表24ベオウルフ型SMPクラスタ(Intel Xeon DPプロセッサ3.2GHz/1.0MB L3キャッシュ搭載. MPICH-P4を利用)の結果.表6

表25　分散メモリ型pCクラスタ(Intel Pentium4プロセッサ2.0AGHz搭載, MPICH-P4を利用)の結果.表7

表26分散メモリ型PCクラスタ(Intel Pentium4プロセッサEE3.2GHz/2.0MB L3キャッシュ搭載, MPICH-P4を利用)の結果,表8

表27　SCore型PCクラスタ(Intel Pentium4プロセッサ2.8GHz搭載, MPICH-SCoreを利用)の結果,表9

来る.近い将来, 4CPL程度で卓上スーパーコンピュ

ータを実現することが可能になると予想される.

4.3小規模スカラー並列計算機(SMP機)の

性能(表28-表30)

ここでは,表10に示すIA-64のIntel ltanium2プロセ

ッサを搭載した小規模スカラー並列計算機(SMP機)の

性能について考察を行う.先に示したIA-32のIntel

Xeon DPプロセッサ, Intel Pentium4プロセッサでは,

2GB以上のメモリを使用することが出来ない.これに

対し, lA-64のIntel Itanium2プロセッサでは2GB以上

の大容畳メモリを使用することが可能になる.一般に

はこの点が注目されているが,表18に示すように,本

研究で対象にしている実用的な風況シミュレーション

では, 2GB以上のメモリ空間を必要とすることはほとん

ど無い.むしろ, SMP機における自動並列化オプショ

ンの有効性に注目して考察を進める.
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表28　低電圧版Intel Itanium2プロセッサ1.0GHz/1.5MB L3キャッシュの結果, Deei-field DP,表10(a)

表29 Intel Itanium2プロセッサ1.4GHz/1.5MB L3キャッシュの結果, Madison DP,表10(b)

表30 Intel Itanium2プロセッサ1.5GHz/6MB L3キャッシュの結果, Madison MP,表10(c)

表31九州大学応用力学研究所のAlphaServer ES40の結果.表11

-27-



表32九州大学応用力学研究所のスーパーコンピュータVpP5000の結果,表12

表33　九州大学情報基盤センターのミツドレンジHPCサーバPRIMEPOWER 850の結果,表13

表34　九州大学情報基盤センターのスーパーコンピュータVPP5000の結果,表14
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表35 NECのスーパーコンピュータSX-6/8Aの結果,表15

表36　HPのミツドレンジItaniumサーバHP Integrity rx7620の結果.表16

表37 IBMのハイエンドUNIXサーバpseries 690モデル681の結果.表17

表10(a)に示す低電圧版Intel Itanium2プロセッサ

1.0GHz/1.5MB L3キャッシュの結果(表28),表10(b)

に示すIntel ltanium2プロセッサ1.4GHz/1.5MB L3キ

ャッシュの結果(表29)に注目する.両者ともに,並列

化効率は非常に優れており, RIAM-COMPACTに対

して, Intel Fortranコンパイラの自動並列化オプション

は非常に有効であることが分かる.その結果, Dual

cpUの自動並列計算では,どのメッシュサイズにおい

てもスーパーコンピュータVPP5000/2の1台に対して3

倍程度に迫る計算結果を示している.また特筆すべ

きは,表29における最適化オプションの有無の違いで

ある.この結果から,最適化オプションを付加すること

で計算時間が劇的に短縮していることが分かる.

表10(c)に示すIntel Itanium2プロセッサ

1.5GHz/6MB L3キャッシュの結果(表30)に注目する.

ここでは, 4CPU(MP)のSMP構成が可能になっている.

4CPUを使用した自動並列計算においても,先のDual

cpUの計算結果と同様,優れた並列化効率を示し,

結果として,スーパーコンピュータVPP5000/2の1台に

対して2倍弱の演算性能を有することが明らかになっ

た.コスト的な面を考慮すると, Dual CPU搭載のSMP

機を2台並列に接続し,小規模なSMPクラスタ(MPIを

利用)を構築することも選択肢の一つであると言える.

いずれにしても, IA-64のIntel ltanium2プロセッサ

を搭載した小規模スカラー並列計算機(SMP機, SMP

クラスタ)は, IA-32ベースのPCクラスタと並んで非常

に有効な計算機環境になると考えられる.来年以降

には,マディソンー9M,モンテシトコアのItanium2プロ

セッサが次々と発表される予定である. Intel Fortranコ

ンパイラの改良と併せて今度とも大いに期待される.

4.4サーバ.スパコンの性能(表31-表37)

ここでは,表11-表17に示すサーバ,スーパーコン

ピュータの性能について考察する.

表11に示す九州大学応用力学研究所の

AlphaServer ES40の結果(表31)に注目する.演算速

度に関して,自動並列計算とMPIを利用した並列計

算の両者はほぼ同程度であり,後者の方が若干速い

結果を示した.この結果から, RIAM-COMPACTに対

してCompaq KAP Fortranコンパイラにおける自動並

列化オプションは極めて有効であることが明らかにな

った,また, 8CPUを利用したMPIの計算では,通信速

度の遅延から演算速度が極矧こ低下した.

表12に示す九'Hi大学応用力学研究所のスーパー

コンピュータVPP5000の結果(表32)に注目する.先に

述べたが,この結果を計算時間の基準とした.また,

種々の最適化オプションを試したが,計算時間に関し
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て顕著な差異は見られず,オプションを付けなくても

かなりの高速演算が行われていることが確認された.

表13に示す九州大学情報基盤センターのミッドレ

ンジHPCサーバPRIMEPOWER 850の結果(表33)に

注目する.ミッドレンジサーバということで,それほど演

算速度は速くない.また,逐次計算と1CPU自動並列

計算では,計算速度にかなりの差異が見られた.自

動並列の効率は良好なようである.

表14に示す九州大学情報基盤センターのスーパ

ーコンピュータVPP5000の結果(表34)に注目する.こ

こでは, MPIを利用した並列計算を試みた.全てのケ

ースともに良好な並列化効率が得られている.また,

ベクトル計算機であるため,計算規模が大きくなるに

つれて演算性能は明確に向上している.

表15に示すNECのスーパーコンピュータSX-6/8A

の結果(表35)に注目する.ベクトル逐次計算に関して,

表32と表34に示すスーパーコンピュータVPP5000の

結果と比較すると,若干, SX-6/8Aの方が演算速度

は速い.しかしながら,表34に示すVPP5000における

MPIを利用したベクトル並列計算の結果と, SX-6/8A

における自動並列計算の結果を比較すると,前者が

後者を逆転した結果になった.

表16に示すHPのミッドレンジItaniumサーバHP

Integrity rx7620の結果(表36)に注目する.表30で述

べた(秩)エッチ・アイ・ティーのIntel Itanium2プロセッ

サ1.5GHz/6MB L3キャッシュ搭載のSMP機と比較す

ると,同じプロセッサではあるが, HPの方が若干演算

速度は速い.これはマザーボードとFortranコンパイラ

の違いに起因するものである.しかし, HPのマシンで

は8CPUでの並列化効率は著しく低下している.

表17に示すIBMのハイエンドUNIXサーバpSeries

690モデル681の結果(表37)に注目する.特筆すべき

は,並列化効率である. 8, 16CPUにおいても良好な

効率を示している.その結果,表36に示したHPのミッ

ドレンジItaniumサーバHP Integrity rx7620の結果と

比較すると, 8CPUでの演算速度はIBMのマシンがHP

のマシンを逆転している.

最後に, 64ビットマイクロプロセッサの動向について

述べる.現在,表38に示すマイクロプロセッサが各ベ

ンダから製造および販売されている.しかしながら,今

表38 64ビットマイクロプロセッサ

後は演算速度に関して, IntelのItanium2およびIBMの

POWERが有効であると考えられる.

5.結言
従来,スーパーコンピュータでないと困難であった

LES乱流数値シミュレーションが近年の計算機性能の

急速な向上に伴い,小規模なスカラー並列計算機で

実現可能になりつつある.分散メモリ型のPCクラスタ

では, Intel Pentium4プロセッサに基づいたマシンが

有効になると考えられる. Gbit Ethernetがオンボード

で載っているMicroATX仕様のマザーボードも発売さ

れ始め,コンパクトな卓上スパコンの構築も可能にな

る.但し,計算コードに対してMPIを使用するためのチ

ューニングが必要である.一方,共有メモリ型のSMP

機では, Intel王tanium2プロセッサを搭載したマシンが

有効になると考えられる.ここでは,計算コードに並列

化手法に関するチューニングは全く必要ではなく,

Fortranコンパイラの自動並列化オプション一つで並

列計算が可能になる.今後,計算機性能の向上ととも

に, RIAM-COMPACTによる実用的な風況シミュレー

ションが可能になる.
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要旨 近年，高い移植性を持つJavaが広く普及している．しかし， Javaには攻撃者が実行可能ファイ

ルであるクラスファイルからソースコードを容易に復元できるという問題点がある．このため， Java

プログラムに対する耐タンパー化技術の研究が幅広く行われている．しかし，耐タンパー化技術の安

全性に対する定量的な評価は，十分に与えられていないのが現状である．本論文では，カプセル化構

造の破壊に着目したJavaソースコードに対する難読化手法を提案する．さらに，複数のクラス間に

またがるメソッドとフィールドの呼び出し回数に基づく難読化の評価尺度を提案する．この尺度によ

り，一定の定量的根拠を持つ耐タンパーソフトウェアの実現を試みる．

Abstract Recently, Java has been spread widely. However, Java has a problem that an attacker 

can reconstruct Java source codes from Java classfiles. Therefore many techniques for protecting 

Java software have been proposed, but, quantitive security evaluations are not fully given. This 

paper introduces an obfuscation scheme for Java source codes by destructing the encapsulation. 

Moreover, we give an evaluation measure based on the number of accesses to the fields and the 

methods of another class. We try to realize of tamper-registrant software with the certain quantitive 

basis of security using our mesure. 

ー はじめに

近年，技術の向上によってハードウェアの費用が劇

的に低くなっている．一方，ソフトウニアの費用は相

対的に高くなっている．このことは，計算機性能の向

上により複雑な処理を実行することが可能となったこ

とに伴い，開発されるソフトウェアも複雑で規模が大

きいものになった点に起因している．また，現在の技

術をもってしても，ソフトウェアの作成は人手に頼る

面が大きいという点も大きな要因である．

ソフトウェアの開発には大きな工数を要する．しかし，

不正者が容易にソフトウニアを盗用するという状況が

起こりうる．このため，ソフトウェアを保護するため

の情報セキュリティ技術が必要である．

近年， Javaが急退gこ普及している．携帯電話やPDA

などの小型情報端末上でも実行できるという高い移植

性や多くの人々が関心を持っているインターネットとの

高い親和性が大きな要因に挙げられる．しかし， Java

は著作権保護が特に重要である． Javaでは，仮想マ

シン上で実行されるクラスファイルが一般的な流通形

ソフトウェアがネットワークを介して広範囲に流通 態である．このクラスファイル中には，ソフトウェア

すると，ソフトウェアの著作権保護を考慮する必要が 構造を知るための手掛かりとなりうるクラス名，スー

ある．不正者によるソフトウェア内のデータや鍵とな パークラス名，メソッド名およぴフィールド名などの

るアルゴリズムの盗用からの保護がこれに当てはまる． 情報がある．さらに，クラスファイルの記述はフィー
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ルドやメソッド単位に分かれている[6].このため,ク
ラスファイルの可読性は高く,高性能の逆コンパイラ

が開発されている.この結果,攻撃者は,クラスフアイ

Jレを逆コンパイルすることによって,簡単に元のソー

スコードに近いソースコードを入手できる.さらに,

攻撃者が得られたソースコードに対してリバースエン

ジニアリング(逆行解析)を行うことにより,ソフト

ウエア中の秘密のデータやアルゴリズムを盗用できる

可能性がある.

この間題を解決するための一つの手法としてソフト

ウエアの耐タンパー化技術がある.耐タンパーソフト

ウエアとは,外部からの観測や不当な改ざんを行うこ

とが困難なソフトウエアのことである.耐タンパー性

を実現するため,現在までにさまざまな手法が提案さ

れている.

本論文では,カプセル化構造の破壊に着目したJava

ソースコードに対する難読化手法を提案する.さらに,

メソッドやフィールドの複数のクラス間にまたがる呼

び出し回数に基づく難読化の評価尺度を提案する.

2　関連研究

ソフトウエアの著作権保護手法は大きく2つに分類

できる. 1つは,ソフトウエアに対する外部からの観

刺,改ざんを難しくすることにより,ソフトウェア内

に含まれる秘密のデータや価値のあるアルゴリズムな

どの知的財産を保護する手法である.もう1つは,何

らかの手法によりソフトウエアの同一性を証明する手

法である.この手法を用いることにより,ソフトウエ

アの著作権所有者は,流通しているソフトウエアが自

分の著作物,または,著作物の一部を流用したもので

あるかどうかを判定できる.これにより,不正者によ

るソフトウエアの著作権侵害を間接的に防ぐことがで

きる.

2.1　外部からの観測,改ざんを難しくする手法

この節では,外部からの観測,改ざんを利用したソ

フトウエアの著作権保護手法の代表として,ソフトウェ

アの暗号化,サーバサイド実行,およびソフトウエア

難読化について説明する.

■　ソフトウェアの暗号化

ソフトウェアを暗号化することによってプログラ

ムの解読を防止することができる[4]-　しかし,暗
号化されたソフトウェアを実行するには,いった

ん機械語命令に復号し,実行する必要がある.も

しくは,復号機能をもつ特殊な実行環境で実行す

る必要がある.

1サーバサイド実行

サーバサイド実行では,ソフトウェアをprivate

partとpublic partに分割する.ここで, private

partに札　ソフトウエア内の秘密のデータや重要

なアルゴリズムが含まれ, public piartには,刺

用者に公開しても差し支えないデータやアルゴリ

ズムしか含まれないように分割を行う. private

partは著作権所有者のサーバに保管される.一

方, publicpartには,そのサーバに対するクラ
イアント機能を持たせて,各利用者に配布する.

このソフトウェアの利用する場合,ユーザからの

入力に応じて, public partがprivate partに処理

を要求する. private partはこの要求に対し,処

理を行い,結果をpublic partに送る,サーバサ

イド方式では　private partが利用者の手元に渡

ることはないので, private partの安全性は完全

に保証される.

しかし,ソフトウエアの利用時にprivatepartと,

publicpartの間の通信が必要となる.さらに,多

くの利用者がこの技術で実現されたサービスを同

時に利用した場合,サーバの負担は大きくなる.

■　ソフトウェア難読化

ソフトウェア難読化(以後,単に難読化と呼ぶ)

とは,与えられたプログラムを機能を保ちつつ,

解読が難しいプログラムに変換することである.

難読化されたプログラムは一般のプログラムと同

様に,計算機上でそのまま実行することが可能で

ある.プログラムを難読化してから利用者に配布

することによって,利用者や第三者によってプロ

グラムが解読されてしまう危険性を軽減できる.

これまでにも数多くの難読化手法が提案されてい

る.門田らは,ループを含むCのプログラムを自

動的に難読化する手法を提案し酢Collbei.gら
はダミーコードの挿入,データ構造の複雑化,刺

御構造の複雑化によるJavaの難読化手法を提案

した[2].安全性の理論的根拠を持つ難読化手法

も提案されている. Wangら[3】は,分岐アドレス
の決定問題がNP-Hardであることを示した.さ

らに,配列とポインタを利用した間接参照による

Cの手続き内解析を困難にする難読化手法を提案

した.小木曾らは,ポインタのアドレスの決定間
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題がNP_Hardであることを示し,関数ポインタ

を用い,関数呼び出しを複雑にする手法を提案し

ている[9J.この手法は,関数ポインタを利用し

ており, control flow graph, call graphを共に静

的に決定できないようにする.このため,手続き

内のcontrol flow graphのみを静的に決定できな

いようにするWantらの手法と比較して,静的解

析はより困難になる.また,刑部らは,メソッド

オーバロードが存在し,かつインタフェースを実

装したクラスが存在するとき,手続き間の正確な

point-toを求める問題はNP困難であることを示
し,インタフェースおよびメソッドオーバロード

の導入による難読化手法を提案した.この難読化

手法は,難読化手法[3, 9】と同様な安全性を持つ・

セキュリティ技術によってコンテンツの保護を行

う際には,コンテンツの価値に対して必要かつ十

分な安全性を実現することが理想である.難読化

手法を用いてソフトウエアを保護する際にも,ソ

フトウェアの価値に応じた安全性を実現しなけれ

ばならない.この安全性を証明するためには,難

読化の効果を定量的に評価できることが必要であ

る.しかし,これらの難読化手法の安全性に対す

る定量的な評価は十分に与えられていないのが現

状である.

2.2　ソフトウエアの同一性を証明する方法

ソフトウェアの同一性を証明する手法には,電子透

かしとプログラム指紋がある.

績電子透かし

従来,画像データ,音声データ,テキスト文書等

の著作物に電子透かしを挿入する方法が盛んに研

究されてきた.これらのコンテンツは冗長度が高

く,比較的容易に多くの情報量を埋め込むことが

できる.一般に電子透かしは利用者の攻撃によっ

て容易に消されないことが重要である.画像デー

タや音声データ中の電子透かしも容易には除去す

ることは不可能である,多くの場合,透かしを除

去する過程において,画像そのものを劣化させて

しまうためである.

一方,プログラム言語は画像,音声,一般的なテ

キスト文章と比較して,冗長度が極めて低い.そ

のため,効率よく透かし情報を埋め込むことは

難しい.透かしを埋め込むための手法としては,

可能な範囲で命令の順番を入れ替えたり,冗長な
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命令を挿入したりすることが考えられる.ところ

が,このようなプログラムの冗長性を利用する方

法は,透かしを挿入する方法を利用者に知られる

と,透かしを容易に消される恐れがある.しかし,

最近になって,プログラム言語に対する効率的な

透かし埋め込み手法が提案されつつある. Ja,vaを

対象とする透かしの提案は[11, 12]である・

(1)著作権所有者の識別情報を埋め込む場合
ソフトウェアの著作権所有者の識別情報を電子透

かしとして埋め込む手法は.大きく2つの用法が

ある.

1つは紙幣に代表されるようにソフトウェアの正

当性を示すために用いられる.我々は紙幣の透か

しを確認して,それが日本銀行によって発行され

た正当な紙幣であることを確認できる.この場合,

透かしは全ての人にとって認識可能なものでなけ

ればならない.

もう1つは,ソフトウエアの著作権所有者がその

ソフトウエアの所有権を主張するのに用いられる.

あるソフトウエアの製作者がソフトウェア内に自

らの識別情報を透かしとして埋め込んでおいたと

する.このとき,他人がこのソフトウェアを入手

して,不正に著作権を主張しようとした場合,著

作権所有者はあらかじめ埋め込んでおいた自らの

識別情報を復元することによって,コンテンツの

盗用を容易に立証できる.この場合透かしは著作

権所有者以外の人間は識別できる必要性はない.

むしろ,他人が識別できたとすると,透かしに対

して改ざん・除去による攻撃が行われる可能性が

ある.この場合の電子透かしにはこれらの攻撃に

対する耐性が要求される.

北川ら[11]は, JAVAのプログラムに対して任意
の数値列を透かしとして埋め込む手法を提案して

いる.この手法では透かしを格納するための変数

を用意し,その変数に透かし情報を表す数列を格

納する.透かしの取り出しには特定のクラスファ

イルを透かし取り出し用のクラスファイルに変換

する.しかしこの手法では透かしを検出しようと

する際に取り出し用のクラスファイルに置き換え

るべきクラスファイルが存在しない場合がある.

このときは検出不可能になる.

門田ら[12]は, JAVAのプログラムの数値オペラ
ンド部分,オペコード部分に透かしを埋め込む手

法を提案している.この手法ではソースコードに

対してダミーのメソッドを追加することによって



透かしを埋め込むための領域を確保する.コンパ

イル後のクラスファイル中の数値オペランド,オ

ペコード部分に透かし情報を埋め込む.この手法

では一つのクラスファイルが盗用された場合でも

透かし挿入部分を調べることにより簡単に透かし

が復元できる・この手法に基づいたツール[1]も
公開されている.

(2)利用者の識別情報を埋め込む場合
利用者の識別情報を電子透かしとして埋め込む手

法は,主に,ソフトウェアの不正コピーや再配布

を検知するために用いられる.例えば,著作権所

有者がソフトウエアを利用者に配布する際に,刺

用者の識別情報を,何らかの透かしとしてソフト

ウェア内に埋め込んでいたとする.配布されるソ

フトウエアの透かし部分は各利用者ごとに異なっ

ている.このとき,ある利用者がソフトウェアを

コピーして不正に再配布したとする.利用者は不

正に出回っているコピーを入手し,電子透かしか

ら利用者の識別情報を復元する.これにより,不

正なコピーや再配布を行ったという事実を立証で

きる.

埋め込まれた利用者の識別情報は,不正なコピー・

再配布を行った人物を特定するための情報である

ので,この情報の改ざんは,前節で述べた開発社

の識別情報の改ざんに比べて,深刻なものになる

と考えられる.

しかし,利用者の識別情報を透かしとして埋め込

む場合,各利用者のソフトウエアの透かし部分は

異なっている.このため,複数の利用者が結託す

れば,透かしが埋め込まれた場所が特定される可

能性がある.ソフトウエアに埋め込まれる透かし

データは一般的に実行には必要とされない冗長な

ものであるため,容易に除去,あるいは,改ざん

を行うことができる.

霊　プログラム指紋

プログラム指紋では,あらかじめ情報の埋め込み

を行わずに,ソフトウエアの識別を行う方法であ

る[13, 14].ソフトウェアPの著作権所有者は,
何らかのプログラム指紋抽出法Bによって,ソ

フトウエアPの固有の特徴の集合B(P)を抽出し

ておく・このB(P)がソフトウェアPのプログラ

ム指紋となる.不正者がソフトウエアPを盗用し

て再配布した壕合,再配布されたプログラムから

は,プログラム指紋B(P)が得られるため,著作
権所有者は盗用の事実を立証できる,

また,不正者はプログラム指紋の改ざんを目的と

して,ソフトウェアの配布前に等価変換による攻

撃を行う可能性がある.ここで,等価変換とは,プ

ログラムの機能を保った変換であり,難読化,最

適化,リファクタリングなどがこれに当てはまる.

ここでは,前述の難読化がプログラム指紋に対す

る攻撃方法となりうる.この場合にも,プログラ

ム抽出手法が等価変換による攻撃に耐性を持って

いれば,変換後のプログラムP'からもB(P)を
抽出でき,盗用の事実を立証できる.また,正当

な著作権所有者が開発した別のプログラムQか

らは. B(P)とは異なるプログラム指紋B(Q)が
得られる必要がある.

これらの機能を実現するために,プログラム指紋

は以下の2つの条件を満たすことが必要である.

条件1プログラムPと,プログラムPと機能が異

なるプログラムQに対し. B(P)≠ B(Q)と
なる.

条件2プログラムPと,プログラムPを等価変換

されることによって得られたプログラムP'

に対し, B(PJ-B(P'Jとなる・

3　カプセル化構造の破壊によるJava

ソースコードの難読化手法

3.1　考え方

提案する難読化手法では, Javaのオブジェクト指向

言語としての特性に着目する. Javaでは,データ構造

(フィールド)とそれに対する操作(メソッド)をク

ラスとしてひとまとめに定義し,クラス内の細かい仕

様や構造を外部から隠蔽している.このことをカプセ

ル化という.クラス外部からは,公開されたメソッド

を利用することでしかフィールドを操作できない.こ

の結果,各クラスの独立性は高い.一方, Javaにおけ

る静的フィールドや静的メソッドは,特定のオブジェ

クトではなく,クラスそのものに属するフィールドや

メソッドである.このため,静的フィールドに対して,

任意のクラスから"クラス名.フィールド名"の形式

で参月乳　代入を行うことが可能である.同様に静的メ

ソッドは, "クラス名.メソッド名"の形式で任意のク

ラスから呼び出すことが可能である.そこで,提案手
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図1:メソッド内の局所変数の移動による難読化の例

法では,クラス内の任意のメソッドの局所変数と命令

群を他のクラスに移動する.このことにより,プログ

ラムにおけるクラス間の呼び出し関係が複雑になり,

プログラムの解読が難しくなる.以降の節では,局所

変数を移動する方法と,命令群を移動する方法につい

て述べる.

3.2　メソッド内の局所変数の移動方法

任意のクラスのメソッドに属する局所変数を移動す

る手順を説明する.

(1)移動する局所変数の選択

メソッド内の局所変数の中から難読化の対象とな

る局所変数を任意に選ぶ.

(2)静的フィールドとしての再定義

難読化の対象となる局所変数を配置するクラスを

任意に定め,このクラス内に静的フィールドとし

て定義する.

(3)修正
メソッド内で難読化の対象となる局所変数に対し

て,参照および代入を行っている箇所について修

正をする.つまり, "クラス名.フィールド名"の

形式で(2)で定義した静的フィールドに対して参
照および代入を行う.

(4)削除

難読化の対象となる局所変数の変数宣言を削除

する.

局所変数の移動による難読化の例を図1に示す.は

じめに,クラスC内で定義されたメソッドMの局所変

数の中から,難読化の対象となる局所変数Ⅴ選ぶ.次

に,難読化の対象となる局所変数Ⅴを配置するクラス

C'を選ぶ.クラスC'内で静的フィールドとして,変

数Ⅴを新たに定義する.さらに,クラスCのメソッド

M内で局所変数Vに対して,参照および代入を行って

いる箇所について,クラスC,の静的フィールドであ

Classfile C Class何Ie C Classfilo c.

図2:メソッド内の命令群の移動による難読化の例

る変数Ⅴに対して,それぞれC'.vの形式で参照およ

び代入を行うように修正する.最後に,難読化の対象

となる局所変数Ⅴの宣言を削除する.

3.3　メソッド内の命令群の移動方法

任意のクラスのメソッド内の命令群を他のクラスに

移動する手順を述べる.

(1)移動する命令群の選択
メソッド内の全命令からプリミティブ型の局所変

数-の代入命令を除いたものの中から,難読化の

対象となる任意の命令群を選ぶ.

(2)静的メソッドへとしての再定義
難読化の対象となる命令群を配置するクラスを任

意に選び,このクラス内に静的メソッドとして定

義する.元のメソッド内において,難読化の対象

となる命令群が参照していた局所変数については,

引数として呼び出し時に与えられるようにする.

(3)メソッド呼び出しの追加

(1)で難読化の対象なる命令群の直前に. (2)で定
義したメソッド-の呼び出しを記述する.形式は

``クラス名.変数名(引数)"となる.

(4)修正

(2)で定義したメソッドにより参照および代入が

行われているフィールドの修飾子はpublicに変

更する.このことにより,他のクラスに配置した

メソッドから,当該フィールドの参照および代入

が可能になる.

(5)削除

難読化の対象となる命令群をメソッド内から削除

する.

命令群の移動による難読化の例を図2に示す.はじ

めに,クラスC内で定義されたメソッドMの内部にあ
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る連続した命令b-x-yとa-a*yの2つの命令を難読化
の対象となる命令群として選ぶ.次に,難読化の対象

となる命令群を配置するクラスC'を任意に選ぶ.ク

ラスC'内で静的メソッドロを新たに定義する.この

静的メソッドは難読化の対象となる命令群で構成され

る・クラスCのメソッドMの局所変数であるⅩ, yの
値は,メソッドOの引数として呼び出し時に与える.

さらに,クラスCのメソッドM内で難読化の対象とな

る命令群の直前の箇所に,クラスC'内に新たに定義

したメソッド0-の呼び出しを記述する.メソッドの

呼び出し形式はC'.O(x,y)となる.最後に,クラスC

内で難読化の対象となる命令群を削除する.

Javaではプリミティブ型の引数は値渡しで,メソッ

ドに渡される問・このため,局所変数への代入命令を

静的メソッドとして他のクラスに移動しても,静的メ

ソッドからは局所変数の値を変更することは不可能で

ある・これが,手順(1)においてプリミティブ型の局
所変数-の代入命令を除外した理由である.なお,オ

ブジェクト型の引数は参照渡しでメソッドに渡される.

この場合は静的メソッドから局所変数-の代入操作を

行うことが可能であり,オブジュクト型の局所変数-

の代入命令は静的メソッドとして他のクラスに移動す

ることが可能である・.また,上記で説明した局所変数

の移動による難読化手法を適用すれば,局所変数を他

のクラスの静的フィールドに変換することができ,こ

の問題を解決することが可能である.

3.4　考察

門田らは,難読化手法丁が満たすべき2つの条件と

満たすことが望ましい1つ条件を挙げている18].

条件1出力の等価性

難読化前のプログラムPと難読化後のプログラ

ムr(P)は同じ出力を返す・

条件2プログラムの解読時間

難読化後のプログラム丁(P)の解読は,難読化前

のプログラムPの解読よりも時間がかかる.

これらの2つの条件は,難読化手法丁が満たすべき条

件である.

条件3プログラムの実行時間

難読化後のプログラム丁(P)の実行時間と難読化
前のプログラムPの実行時間はほぼ変わらない.

この条件3は,難読化手法丁が満たすことが望ましい

条件である.

提案した難読化手法がこれらの条件を満たしている

ことを以降で述べる.

3.4.1　出力の等価性

あるメソッドの局所変数を静的フィールドとして他

のクラスに移動させても,クラス名,フィールド名を

指定できれば,任意のメソッドから参照や代入を行う

ことは可能である.このため,局所変数の移動による

難読化手法を適用しても出力の等価性は保たれる.ま

た,命令群を静的メソッドとして他のクラス移動した

場合の変数のスコープの違いは,静的メソッド側から

見えない変数を引数によって渡すことで解決すること

ができる.このため,命令群の移動による難読化手法

を適用しても出力の等価性は保たれる.

3.4.2　プログラムの解読時間

一般のJavaのプログラムでは,フィールドとメソッ

ドがひとまとめに定義されている.カプセル化によっ

て,クラス外からは,公開されたメソッドを利用する

ことでしかフィールドを操作できない.このため,各

クラスの独立性は高く,各クラスファイルを個別に解

読できれば,プログラム全体の解読も容易である.一

方で,提案手法により難読化されたプログラムはカプ

セル化構造が破壊されている.この状況では,各クラ

スの独立性は弱まっている.このため,個別のクラス

ファイルの解読が十分な意味をなさなくなる.すなわ

ち,このプログラムを構成しているクラスファイルを

解読するためには,そのクラス内のメソッドによって,

参照および代入が行われている静的フィールド,静的

メソッドが属するクラスを調べる必要があり,解読に

必要な時間は,難読化前のソースコードと比較して長

くなる.

次に,難読化の耐性について考察する.ダミーの命

令の挿入や制御構造の複雑化により難読化されたソー

スコードをコンパイルした場合,コンパイラの最適化

機能によりダミーの命令部分が除去され,制御構造が

単純化されたクラスファイルが得られる可能性がある.

このクラスファイルを逆コンパイルすることによって,

難読化前のソースコードに近いソースコードを復元す

ることができる.しかし,一般的なコンパイラ(javac)

では,コードの最適化を行うことは可能であるが,ク

ラス構造の最適化を行うことができないので,本手法

による難読化はコンパイル,逆コンパイルによる攻撃

に対して,耐性があるといえる.
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また,攻撃者が難読化されたクラスファイルを解読

する際には,そのクラスからの他クラスのフィールド,

メソッドに対して参照および代入を行っている箇所と,

該当するクラスでこれらが定義されている箇所の関連

を調べる.このとき,意味を持つフィールド名やメソッ

ド名が残っていれば,攻撃者は容易に関連を調べるこ

とができる.難読化を行った後,各クラスのフィール

ド名,メソッド名を意味がないものに変更することに

よって,この問題を解決することができる.

3.4.3　プログラムの実行時間

局所変数を静的フィールドに変換しても,変数に対

する参照および代入を行う際のバイトコード命令の1

つが置き換わるだけである.そこで,実際にJaヽ′aプ

ログラムを作成し,局所変数と静的フィールドに対す

る参照および代入にかかる時間を測定した.この結

果,局所変数を静的フィールドに変換した場合の実行

時間の増加は,平均8%程度であった.また, 1回の

メソッド呼び出しのオーバ-ツドは小さいと推測され

る.さらに,命令群を他のクラスに移動しても,制御

構造の複雑化や意味のない命令の追加などを行わない

限り,その命令群の処理は同じである.このため,命

令群自体の実行時間はほぼ変わらないと考えられる.

ただし,難読化を繰り返し適用すると,ソースコード

の行数が増加する.このため,実行時間が増加すると

考えられる.

4　難読化の評価

4.1　評価尺度

以下に, 3章で提案したJavaソースコードに対する

難読化手法に対する評価尺度を与える.この評価尺度

は複数のクラスにまたがるメソッド,フィールドの呼

び出し回数に基づいた尺度である.最初に,クラスC

の複雑度e(C)を他のクラスで定義されているフィー

ルド,メソッドのうちクラスCから参照および代入が

行われているものの総数によって定義する.次に,プ

ログラムPの複経度E(P)を,そのプログラム内で定
義されているすべてのクラスの複雑度の総和によって

定義する.すなわち,

β(p)- ≡ e(C)
C∈P

となる.最後に難読化Tの効果Effect{r)を難読化後

のプログラム丁(P)の複雑度と難読化前のプログラム

Pの複雑度の差によって定義する.すなわち,

Effect(r) -B(r P　-JS(P

となる.

この評価尺度におけるプログラムの複雑度は,定義

によりプログラムで定義されているクラス数に伴い増

加する.また,あるクラスファイルに対して,メソッ

ド内の局所変数や命令群を他のクラスに移動すると,

クラス間にフィールドおよびメソッドの呼び出し関係

が発生する.したがって,このクラスの複雑度は増大

する.プログラム内で定義されているクラス数が多く,

クラス間にまたがる呼び出し関係が多いほどプログラ

ムの解読は難しくなる.このため,評価尺度によるプ

ログラムの複雑度は妥当なものであると考えられる.

また,評価尺度による難読化の効果は,難読化後のプ

ログラムと難読化前のプログラムの差によって定義さ

れている.難読化後のプログラムの複雑度が大きくな

れば,難読化の効果も大きくなるため,評価尺度によ

る難読化の効果も妥当なものであると考えられる.

4.2　実験

4.2.1　実験手順

提案した評価尺度を用いて,難読化手法を評価する

ために,実際のプログラムにおける解読時間と難読

化の効果の相関を調べる.実験は以下の手順に従って

行う.

(1)テストプログラムの作成
今回の実験では,フイボナッチ数列の最初の20

項を求めるプログラムPOのソースコードを作成

した.

(2)難読化の適用
プログラムのソースコードに3章の難読化手法を

手作業で適用する.今回の実験では提案した難読

化手法を適用して, 5つの難読化されたプログラ

ムPI, P2, P3, P4, P5のソースコードを作成し

た.各ソースコードについての詳細は表1にまと

める. 5つの難読化されたプログラムは,プログ

ラムPOと同様にフイボナッチ数列の最初の20項

を出力する,ただし,各ソースコードの複雑度お

よび施された難読化の効果は異なっている.

(3)被験者による解読時間の測定

難読化前のソースコードと難読化の効果が異なる

6つのプログラム(PO, PI, P2, P3, P4, P5)を

-37-



表1:各ソースコードの特性

5人の被験者に渡す.被験者は全員大学院生であ

る.被験者は各プログラムのソースコードの解読

を行う.ただし, ``慣れ"が生じないようにする

ため,ソースコードを見る前に解読する順番をラ

ンダムに決めておくように指示した.また,ソー

スコードの解読の間には半日以上の時間をあけて

もらった.プログラムの開始から計算結果が出力

されるまでの実行パス,実行パスに沿った演算,

およびデータの流れを理解できた時点で解読終了

とみなす.最後に被験者は解読時間を10秒単位

で記録する.

4.2.2　実験結果

表1より,難読化したプログラムP5の実行時問は

難読化前のプログラムPOに比べて　54%程度するが,

ソースコードのサイズの増加率(425%)や行数の増

加率(303%)と比べるとその増加の割合は小さかっ

た.図3に各被験者による解読時間と難読化の効果と

の関係を示す.被験者毎の個人差は若干見られるもの

の,解読時間は難読化の効果に伴い増加していた.次

に,図4に5人の被験者の平均解読時間と難読化の効

果との関係を示す.ソースコードの解読時間は,難読

化の効果よりも速く増加することが示された.

4.3　考察

難読化された全てのプログラム(Pl,P2,P3,P4,P5)
は,難読化前のプログラムPOと同様に,フイボナッ

チ数列の最初の20項を出力した.このことにより,蘇

読化したプログラムの出力の等価性を確認した.次に,

難読化手法を繰り返し適用すると,難読化の効果も増

加することを確認した.それに伴い,効果に対するそ

の増加割合は,効果が増大するほど大きくなる傾向が

ある.この結果,提案手法はプログラムの解読時間に

関する難読化の条件を満たしていることを確認できる.
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図4: 5人の被験者の平均解読時間と難読化の効果と

の相関

また,好読化後のプログラムの実行時間は難読化前の

プログラムの実行時間とほぼ変わらないことが望まし

いが,提案手法では,難読化の効果に伴い実行時間は

増加する.しかし,難読化の適用により解読時間が10

倍以上になる場合(P5の場合)にも,実行時間の増

加は54%程度にとどまることを示した.

5　まとめ

本論文では,カプセル化構造によるJavaソースコー

ドの難読化手法を提案した.この手法では,任意のメ

ソッド内の局所変数および命令群を他のクラスに移動

する.このため,各クラスの独立性が弱まり,個別の

クラスファイルの解読が十分な意味をなさなくなる.

この手法により難読化されたプログラムを構成する

クラスファイルを解読するためには,そのクラス内の

メソッドにより,参照および代入が行われれいる静的

フィールド,静的メソッドが属するクラスも解析する

必要があり,プログラムの解読は困難となる.
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さらに,提案した難読化手法に対する効果の評価尺

度の提案を行った.この評価尺度は,複数のクラス間

にまたがるメソッド,フィールド参照および代入の回

数に基づき定義されたものである.最後に,この評価

尺度を利用して,提案手法の評価実験を行った.この

結果,提案手法を用いて難読化を行った場合のプログ

ラムの出力の等価性と解読時間の増加を確認した.ま

た,難読化手法の適用により解読時間が10倍以上に

なる場合にも,実行時間の増加は54%程度にとどまる

ことを示した.

今後の課題としては,大規模なプログラムでの提案

手法の評価がある.
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要旨　近年迷惑メールが社会的問題になっている.迷惑メールの受信防止策として,受信者の持つ

ホワイトリストに含まれていない送信者に対しては,送信者-問い合わせを行い,受信者の持つリス

ト-の登録を求める方式がある.エラーメールについては例外とする必要があるが,迷惑メールが

そのような例外に含まれる電子メールを装うことがある.本論文では,チャレンジーレスポンスとペ

イジアンフィルタの併用方式を説明し,この方式の迷惑メール防止の効果についての実験結果を報告

する.

Abstract Spam is now serious social issue. Some anti-spam schemes adopted sender-whitelisting,

a recipient only reads messages from registered senders and senders not registered in recipient's

whitelist are requested for registration. While bounced messages must be received as a exception

in whitelisting, spammers may abuse this exception for their spam to pass whitelisting. In this

paper we explain a scheme which combines Bayesian filtering and challenge-response, and report

on tests for accuracy of this scheme.

1　はじめに

近年の電子メ-′レの普及に伴い,送信に要する費用

の少なさから迷惑メールが増加しており,迷惑メール

は2001年には電子メール全体の10%以下だったもの

が, 2003年後半には50%を超えたとの調査結果[1]も
存在する.

迷惑メールの増加に伴い, MUAやISPによる迷惑

メール対策も次第に活発になりつつある.いくつか

のISPでは,到着する電子メールについて迷惑メール

のフィルタリングを行っている.また, Outloolく2003

やMozilla 1.3などにおいては,迷惑メールフィルタ

が標準で装備されるようになった.その他, AOLや

Hotmailなどでは,専用のMUAにISP -の迷惑メー

ル報告機能を備えることも行われている.

一方,迷惑メール対策を施す利用者やISPの増加に

より,迷惑メール送信者の手口も巧妙化している.た

とえば,メールの-ツダやエンベロープにおける送信

者アドレスの詐称は頻繁に行われている.また,迷惑

メール送信に特化したMUAが,他のMUAに特有の

-ツダを付加し,送信に用いられたMUAを偽装する

という手口も用いられている.さらに,コンテンツに

基づくフィルタリングを回避するために,ランダムな

文字列を付加したり,迷惑メールを画像のみで構成す

るなどの手口が見られる.
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1.1　迷惑メールの問題点

迷惑メールの問題点として,受信者の時間や費用を

浪費することが挙げられる.大量に送られてくる迷惑

メールはユーザをいらだたせるだけでなく,迷惑メー

ル以外のメールを見落としたり,誤って削除したりす

る危険性さえ生じさせる.

また,通信事業者の側から見た場合,迷惑メールに

よるネットワークトラフィックの増大による,設備投

資コストの増加という問題がある.携帯電話事業者の

NTTドコモによれば,同社のメールセンターに届く

電子メール約9.5億通のうち,約8億通が実在しない

宛先-の電子メールであった[2ト機械的に生成した

メールアドレスに無差別に電子メールを送信する行為

は迷惑メールによく見られることから,これら実在し

ない宛先-の電子メールは大半が迷惑メールであった

ものと考えられている.

1.2　迷惑メールへの法的対策

迷惑メールに対する法制面からの対策として,各国

で迷惑メールを規制する法律が制定されつつある.

日本では2002年7月に特定商取引法の改正,特定

電子メール送信適正化法の制定が行われ,電子メール

の件名-の「未承諾広告※」の6文字の表示,送信者

の名称や所在地,受信拒否のための連絡先などの表示

を義務付けた.また,架空の送信元アドレス表示を禁

止した.

アメリカでは, "Controlling the Assault of Non-

Solicited Pornography and Marketing Act (Can

弓pam Act)"が2004年1月から施行される・この法律
では,送信者の住所,登録解除のためのリンク,有効

な返信アドレスの記述を義務付け,件名や本文につい

て明らかに広告とわかる内容とすることを義務付けて

いる.また, -ツダ情報の偽装,送信先電子メールア

ドレスの辞書攻撃による生成や機械的収集を禁止して

いる.

また, EUでは, "Directive 2002/58/EC of the Eu・

ropean Parliament and of the Council"が規定され,

これに基づいて各国で法整備が行われつつある.この

指令の特徴として,商業的電子メールを送信する際に

は予め受信者の了解を得ていることを義務付け,それ

以外の受信者-の送信を禁止していることがあげられ

る.このような方式はオプトインと呼ばれる.

このように各国で法制面からの迷惑メール対策が行

われているが,一般に法的規制だけでは迷惑メールを

根絶することは困難であり,迷惑メール対策には技術

的対策が不可欠であるとされる.

2　用語

迷惑メール本論文では,受信者からの返信を無視す

る送信者により,大量の受信者に対して送信され

る電子メール,および,送信者アドレスを詐称し

て送信された上記の電子メールが正常に配達され

なかったために,詐称された利用者のもと-届け

られるエラーメールを迷惑メールと定義する.

正当なメール迷惑メール以外の電子メール.

エラーメールある電子メールが受信者メールアドレ

スの不存在,受信者ドメインの不存在,メール

サーバ-の接続不能などの理由で正常に配達され

なかった場合に,送信者-配達失敗や配達遅延を

通知するための電子メール. MTAにより"return-

path"ヘッダに従って送信され,配達状況の通知

のほか,多くの場合正常に配達されなかった電子

メールの本文を含む.バウンスメールとも呼ば

れる.

通常のメールエラーメールでない電子メール.

誤検出正当なメールがペイジアンフィルタによって

誤って迷惑メールと判定されること.

見逃し迷惑メールがペイジアンフィルタによって誤っ

て正常なメールと判定されること,

非応答電子メールの送信者に対して登録を要求する

電子メールを返送しても,一定期間の間に登録が

行われないこと.登録を要求する電子メールが正

しく配達されなかった,送信者が登録を要求する

電子メールを無視したなどの場合に起こる.

非応答率正当なメール全体のうち,送信者の非応答

によって迷惑メールとして扱われるメールの割合.

3　関連研究

迷惑メール-の技術的対策として,メールサーバ-

のSMTP接続を監視する方法がある.これはSMTP

接続における迷惑メール送信者に特有な挙動を検出し,

受信を拒否したり,故意に受信動作を遅らせたりする

方法である.
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また, ORDB[3],MAPS回のようなネットワーク型
のブラックリスティングを行う方法がある.迷惑メー

ル送信に使用されるIPアドレスのブラックリストを

作成し,メールサーバがこのブラックリストを参照す

ることによって,迷惑メール送信元からの電子メール

を拒否する方法である.

DNSを用いて送信者ドメインの詐称を防ぐ技術も

提案されている問・これはDNSデータベースに電子
メールの送信元となるべきIPアドレスを列挙し,受

信側のメールサーバがこのデータを送信者のIPアド

レスと照合することにより送信元メールアドレスの詐

称を防止することで言巻惑メール送信を難しくするも

のである.

以上に挙げた対策は主にメールサーバの段階で迷惑

メールを防ぐための方法であり,ユーザレベルで実行

可能な対策としては,電子メールの内容に基づくフィ

ルタリングや,チャレンジーレスポンスによる送信者

の登録がある.

電子メールの内容に基づくフィルタリングは,ルール

ベースのものと統計ベースのものに大別される.ルー

ルベースのフィルタリングは,正当な電子メールと迷

惑メールを識別するための特徴を予め指定し,それら

の照合結果から迷惑メールか否かを判定するものであ

り　spamassassin[6]が有名である・また,統計ベース
のフィルタリングは,過去に届いたメールから単語な

どの出現情報を収集し,その結果に基づいて電子メー

ルが迷惑メールである統計的確率を計算し,判定を

行うものである.この方法は近年, P. Grahamの"A

plan for spam"[7]によって急速に人気を集めるように
vttm

3.1　チャレンジーレスポンス

チャレンジーレスポンスによる送信者の登録は,逮

信者に対して受信者の持つホワイトリスト-の登録作

業を求め(チャレンジ),正当な送信者がこの要求に応

じる(レスポンス)ことによって,受信者はホワイトリ
ストに登録された送信者からの電子メールのみを読む

という方法である.登録作業や,送信者が登録されて

いることを証明する方法について様々な方式が利用さ

れている.

これらの方法は,登録作業に人間には容易だが機械

には困難であるような作業を行わせることによって,

機械的な大量送信を行う迷惑メール送信者が個々の登

録要求に対応できないことを意図している.

また, DworkとNaorは,計算量的コストを送信者

に負担させることによって,より確実に迷惑メール1

通当たりのコストを増大させることを提案した[8].こ

の方式では,送信者がやや計算に時間のかかる計算(パ

ズルと呼ばれる)を行い,その結果を個々のメールとと

もに受信者に示すことによって,電子メールは受信者

に受け入れられる. Gabberらは仰こおいて,計算畳
的コストの考え方をホワイトリスティング付きのチャ

レンジ_レスポンスと組み合わせる方法を提案した.

以上に挙げた方式は,いずれも正当な送信者にパス

ワードとなる文字列を与え,送信者は自らのメールに

そのパスワードを付加することで認証を行うものと

いえる.しかし,電子メールはインターネット上を平

文のままで配送されるため,攻撃者によってこの電子

メールを盗聴されることが考えられる,パスワードは

電子メールの内容に関係なく常に同一であるため,過

信路上の電子メールを盗聴してパスワードを手に入れ

た攻撃者は,任意の内容をもつ電子メールを受信者に

送ることが可能である.

3.2　チャレンジーレスポンスへの暗号技術の使用

チャレンジーレスポンスの一つであるJakobssonら

の方式[10]は,攻撃者によるメールの盗聴・改憲-の

対策としてMAC(Message Authentication Code)を
用いている.この方式では送受信者問の登録および

MAC計算を代行する迷惑メール防止システムを利用

者の計算機に導入する. MACに使用する鍵は,あら

かじめ計算量的コストを払い受信者のシステムに登録

された送信者に与えられる.このMACはメッセージ

内容から計算されるので,電子メールの通指路上での

迷惑メール-の改窓は受信者のシステムによって検出

可能である.また,未登録の送信者に対しては受信者

のシステムが登録を要求するメールを自動返信する.

送信者はこのシステムを自らの計算機に導入すること

により,登録作業を行うことができる.

本方式は,迷惑メール送信者による通信路上での電

子メールの改変などを考慮している.そのため,未登

録の送信者から受信した電子メールについては,その

送信者が登録要求に応じて登録作業を行い,受信者の

もつホワイトリストにその送信者が追加された場合に

もメッセージを表示しない.
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4　エラーメール

チャレンジーレスポンスは,既存のMTAに修正を加

えないことを前提として設計されている.これは,班

存の電子メール配送システムを構成するMTAが世界

中にあまりに多く存在するため,それらのMTAを全

て置き換えたり,それらのMTAとの互換性を無視す

ることは困難という理由による.そのため,チャレン

ジーレスポンスはメール配送システムから届くエラー

メールに対してチャレンジーレスポンスの適用を期待で

きない.エラーメールは利用者が自らの送信した電子

メールの配送状況を知るために必要な電子メールなの

で,エラーメールについてはチャレンジーレスポンスの

例外として受け入れる必要がある.一方,エラーメー

ルと思われる電子メールを無条件に受け入れると,逮

惑メールがエラーメールを装うことによって,チャレ

ンジ_レスポンスを回避するおそれがある.

4.1　エラーメ-ルの作成

電子メールの配送において,送信者が受信者のメー

ルボックスを管理するMTAに直接SMTP接続を行い,

電子メールを送信することは多くない.多くの場合,

送信者は自らの属する組織のMTAにメールの配送を

依頼し,このMTAから受信者のメールボックスを管

理するMTA-電子メールを配送することになる.逮

信者の属する組織のMTAから受信者のメールボック

スを管理するMTAまでの間に任意の数のメールサー

バが存在することもある.

電子メールの配送は正しく受信される保証のないま

ま行われ,送信者は,電子メールを送信した時点でそ

の電子メールが正しく配送されるか否かを知ることは

出来ない.すなわち,宛先のアカウントが存在しない,

受け取りが拒否された,配送先のMTA-接続できな

い等の理由で,電子メールの配送が失敗または遅延す

る可能性がある.インターネット上でのSMTPを利用

した電子メールの配送について規定したRFC2821[11]
では, MTAは電子メールの配送に問題が生じた場合,

送信者にエラーメールを送信しなければならないと定

めている.

エラーメールには,問題の発生と原因を伝える文

章,エラー発生時の通信ログ,配送に問題が生じた電

子メールの内容などが含まれ, MTAとして使用され

ているソフトウェアや設定などによってその書式は異

なる.

4.2　エラーメールの形をとった迷惑メール

エラーメールはメッセージ配達の失敗を送信者に伝

えるための重要なメールであるので,通常の正当な

メールと同様に,迷惑メール対策によって利用者の元

から排除されてはならない.しかし,エラーメールと

して迷惑メールが送られてくることもある.

迷惑メールがエラーメールの形で送られてくる場合,

次のような可能性が考えられる.

(1)迷惑メール送信者が,迷惑メールの送信者メール

アドレス欄("return-path"ヘッダ等)に利用者の
メールアドレスを記入し,配達に失敗したことを

通知するエラーメールが,迷惑メールに記述され

たメールアドレスに従って送信先のMTAからエ

ラーメールが届く場合.

(2)迷惑メール送信者がエラーメール自体を偽造し,
そのエラーメッセージや「送信された電子メール

の内容」として迷惑メールの文面を含めて利用者

に送信する場合.

5　ペイジアンフィルタの併用

論文[12]で著者らが提案した,チャレンジーレスポ
ンスとペイジアンフィルタを併用する改良方式を説明

する.この方式では, Jakobssonらの方式[10]を元に

通常のメール(正当なメール,迷惑メール)をペイジ
アンフィルタに学習させ,エラーメールが届いたとき

にはペイジアンフィルタを使用して迷惑メールか否か

を判断する,こうすることにより,チャレンジーレスポ

ンスを基本としつつエラーメールの形をした迷惑メー

ルに対しても対策をとることができる.

具体的には,受信者側の計算機に導入された迷惑

メール対策システムは,受信した電子メールの扱い

を以下のような手順で決定する(処理の流れを図1に

示す).

(1)正当なMACが付属しているならば,ペイジアン
フィルタに正当な電子メールとして学習させ,受

信者に表示する.

(2)登録要求の電子メールや,それに対する登録作業
の電子メールならば,自動的に登録を行う.

(3)エラーメールの形式であるならば,ペイジアン
フィルタで判定し,判定結果に従って学習させ

る.正当と判定されれば正当なェラーメールとし
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図1:電子メールに対する処理の流れ

て受信者に表示し,迷惑メールと判定されれば受

信者には表示しない.

(4)どれにも当てはまらないならば,送信者に登録要
求のメッセージを返信し,受信者には表示しない.

その後一定期間内に登録が行われないならば迷惑

メールとして学習させるが,登録が行われた場合

は送信者によって電子メールの再送が行われるの

で何もしない.

本方式ではJakobssonらの方式[10]と異なり.登録

されていない送信者からの電子メールについては,少

なくとも一定期間保存しておく必要がある.これは,

未登録の送信者からの電子メールについて,一定期間

送信者からの登録要求を待った上で迷惑メールとして

学習するか否かを決定する必要があるからである.

5.1　個々の方式との比較

本方式はチャレンジーレスポンスとペイジアンフィル

タリングを組み合わせた方式である.チャレンジーレ

スポンスを単独で用いる場合,正当なエラーメールと

エラーメールの形式をした迷惑メールを判別する手段

を持たないという問題がある.本方式とチャレンジーレ

スポンスのみを用いる方式を比較した場合,本方式は

この欠点に対処し,正当なエラーメールと迷惑エラー

メールを判別できることから,精度は向上していると

いえる.

次に,ペイジアンフィルタを単独で用いる方式との

比較を行う.ペイジアンフィルタを単独で用いる迷惑

メール対策は受信者の計算機上だけで処理が完結し,

送信者に何らかの作業を求める必要はない.それに対

してチャレンジーレスポンスとペイジアンフィルタを

併用する場合,正当な送信者が受信者に対して登録作

業を行う必要があり,確実性はあるものの利便性の面

で劣っているといえる.このため,本方式を用いる場

合は,ペイジアンフィルタだけを用いる場合と比較し

て,利便性の低下を補う精度の向上が必要である.そ

こで,チャレンジーレスポンスとペイジアンフィルタ

の併用による判定精度を調べる実験を行った.

6　実験

6.1　実験方法

本論文の実験ではチャレンジーレスポンスの部分に

ついて以下のモデル化を行い,チャレンジーレスポン

スとペイジアンフィルタの併用方式の,エラーメール

の形をした迷惑メールに対する判別精度について実験

を行った.

●正当なメールのうち送信者の非応答により迷惑

メールとして処理されるメールの割合(非応答率)

がpであるものとする.

●迷惑メールの送信者は全く登録要求に応じること

ができないものとする.

実験に用いた電子メールは,正当なメール773通,逮

惑メール176通である.どちらも主に本文が日本語の

電子メールであり,また若干の英文メールが含まれて

いる.実験では,これらの電子メールの一部をエラー

メールの形に変形することでエラーメールを作成し

た.また,電子メールに占めるエラーメールの割合を

2通り(条件A,条件B)設定した(表1)・条件Aと条

件Bの差は,エラーメール中の正当な電子メールと迷

惑メールの比率である.

実験は以下のような手順を繰り返して行い, 10回

繰り返したときの平均値を結果として用いた.

(1)正当なメールと迷惑メールのうちそれぞれ一定割

合(初期学習比率)をランダムに選び,ペイジアン
フィルタに正当な電子メール・迷惑メールとして

学習させる.これは本方式の導入以前の電子メー

ルを利用した初期学習に相当する.

(2)上で選ばれなかった正当なメール・迷惑メールを
ランダムに並べ替える.

-45-



表1:実験に用いる電子メールの数,および初期学習

を行う電子メールの数

(3)ペイジアンフィルタ単独の場合: (2)でまとめた
電子メールを1通ずつペイジアンフィルタに判定

させ,同時にペイジアンフィルタの判定に基づい

て学習させる.

チャレンジーレスポンスとペイジアンフィルタの

併用の場合: (2)でまとめた電子メールを以下の
手順で1通ずつ処理する.

(3-a)エラーメールであるならばペイジアンフィ

ルタに判定させ,同時にペイジアンフィル

タの判定に基づいて学習させる.

(㌻b)エラーメールでない迷惑メールならばペイ
ジアンフィルタに迷惑メールとして学習さ

せる.

(3-c)エラーメールでない正当なメールならば,確

率p(-非応答率)でペイジアンフィルタに迷
惑メールとして学習させ,そうでなければ

ペイジアンフィルタに正当なメールとして

学習させる.

(3-c)は送信者による非応答をモデル化したもの
である.

実験ではペイジアンフィルタとしてrubyを用いた

実装の一つであるbs批er (revision 1.34)国を使用

し,合成確率の計算にはPaul Grahamの手法(単語ご

とのベイズ確率が1/2から最も遠い単語15個から合

成確率を求める)を指定している.

6.2　考察

実験結果を表2に示す.

チャレンジーレスポンスとペイジアンフィルタの併用

方式を用いることにより,正当なエラーメールに対す

る誤判定の数は増えていないが,迷惑メールによるエ

ラーメールに対する見逃しは減少している.チヤレン

ジーレスポンスとペイジアンフィルタの併用方式によ

り,エラーメールの判別精度は向上しているといえる.

次に,正当なメールの非応答率pを変化させた場合

について考える.非応答率pが増加するにつれ正当な

メールのエラーメールを迷惑メールと判定する誤判定

の数は若干増加しているが,迷惑メールによるエラー

メールを正当なメールと判定する見逃しの数はやや減

少している.これは正当なメールが誤って迷惑メール

として学習されることにより,その電子メールに含ま

れていた単語について,それらの単語を含む電子メー

ルが迷惑メールである確率が,全体的に高く計算され

るようになるからと推測される,チャレンジーレスポ

ンスとペイジアンフィルタの併用方式では,非応答率

の増加によるエラーメールの判別精度の悪化はほとん

どないといえる.

7　まとめ

本論文では,チャレンジーレスポンスとペイジアン

フィルタの併用方式を説明し,実験によりこの方式に

よって得られる電子メール判別の精度について評価を

行った.チャレンジーレスポンスとペイジアンフィルタ

を連携して用いることにより,エラーメールについて

も,ペイジアンフィルタの判別精度は向上していると

いえる.

今後の課題として,チャレンジーレスポンスがうま

く機能するためには,正当な送信者のコストを低減し

送信者に受け入れられやすい確認方法を設計すること

が必要である. Jakobssonらの方式[10]や.それを基
にした本方式は,送信者によるソフトウェアのインス

トール・実行が不可欠であり,この点は必ずしも万人

に受け入れられるとは限らない.大半の参加者が専用

メールクライアントを使用するような環境では現状で

も利用可能であるが,本方式が一般に電子メールで利

用されるためには,より送信者の負担や抵抗感を小さ

くすることが必要であるといえるからである.また,

送信元アドレスの詐称が行われた迷惑メールに対し

て,本方式でも依然として正しくない返信先に登録要

求を返信してしまう.このため,登録要求の返信自体

がサービス拒否攻撃(DOS攻撃)に利用される危険性
について考慮する必要がある.
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要旨　ゲノムアプリケーションInterProScanを対象とし,逐次実行型のInterProScanをGrid環境

内の適当な計算機に割り当てるジョブマネージャを試作する.さらに,我々がこれまで実装・評価

してきた分散実行型のInterPr・oScanを対象としたスケジューリング機能と比較・評価する,評価の

結果, Grid環境が高負荷のとき,ジョブマネージャは分散実行型のInterProScanを対象としたスケ

ジューリング機能に比べ,応答時間が短縮できることを示した.

Abstract

In this paper, a job manager allocating InterProScan to the suitable computer on the Grid is

implemented. The job manager is evaluated and compared with existing scheduling schemes.

From the result, when the load level is high, job manager can reduce the mean response time than

that of the scheduling schemes.

1　はじめに

InterProScanはEBI[l](European Bioinformatics

Intsitute)が開発したゲノムアプリケーションである.

InterProScanは,蛋白質シーケンスを複数のデータ

ベースに対し,複数の解析ツールで解析する.複数の

解析処理をおこなうので単一の解析処理では得られな

い多様な解析結果を得ることができ,有用なゲノムア

プリケーションとして広く利用されている.しかし,

既存のInterProSca′11は, LANで接続された計算機

やPCクラスタなど比較的小規模な実行環境での実

行を前提としている.そのため小規模な実行環境向

けの単純なスケジューリング機能しか実装されておら

ず, Grid環境のような大規模な実行環境ではInter-

ProScanを効率良く実行することができない.

これまで我々はInterProScanをGrid環境におい

て効率良く実行するために, Grid環境におけるスケ

ジューリング機能を実装してきた[2].スケジューリン

グ機能は, Grid環境を対象とし, InterProScanの複

数の解析処理を,アプリケーションや計算機の情報を

もとに適切な計算機に割り当てる.特にAdaptive方

式は,解析処理の割り当てにアプリケーションの情報

とGrid環境内の計算機情報を用いることにより,班

存のスケジューリング機能より効率良くInterProScan

を実行することが可能である.

しかし,我々が実装したスケジューリング機能はす

べての解析処理を分散して実行することを前提として

いるため,分散実行のためのオーバ-ツドは小さくな

い.特に, Grid環境内の多くの計算機の負荷が高いと

きには,分散実行による実行時間の短縮効果は小さい,

高負荷時には,多数のInterProScanを分散実行する

よりも逐次実行した方がオーバ-ツドが小さいため,

-49-



表1: InterProScanの解析ツールとデータベース

分散実行に比べ実行時間が短縮できると考えられる.

本稿では, Grid環境内の各計算機の負荷に応じて

InterProScanを効率良く実行するため, InterProScan

を対象としたジョブマネージャを試作し, Grid環境

であるOBIGrid開において評価する.さらに,これ

までに実装してきたスケジューリング機能の応用によ

り,負荷に応じて実行方式を変化させる方策について

も検討する.

2　Grid

Gl・idとは.ネットワークに接続された様々な計算機

資源を利用可能にするインフラストラクチャである.

近年,個々の計算機の性能やネット-ワークの通信速

度,ストレージなどの向上により広域ネットワーク上

で様々なアプリケーションを分散処理をさせることが

可能になった.様々な計算機資源を多数利用すること

で, PCクラスタ以上の処理能力や大きな記憶領域を

有するGrid環境を実現することが可能と考えられる.

InterProScanは, 1つの蛋白質シーケンスの解析に

多くの実行時間を必要とするアプリケーションである.

解析が必要な蛋白質シーケンスは多数あり,同時に多

数の蛋白質シーケンスを解析する状況も考えられる.

InterProScanをGrid環境で実行し,多数の計算機資

源を有効に利用すれば多数の蛋白質シーケンスを同時

に解析できると考られる.

3　InterProScan

InterProScanはEBIによって開発されたゲノムア

プリケーションである. InteProScanは,既存の解析

ツー・ルとデー一夕ベ-・スを複数組み合わせて解析処理

をおこなう.具体的には,既存の蛋白質シーケンスの

データベースに検索・解析をおこない,未知の蛋白質

シーケンスの機能を特定する.

InterProSca,nは,複数の解析ツールと複数のデータ

ベースを組み合わせて蛋白質シーケンスを解析する点

に特徴がある.表1にInterProScanの解析ツールと

データベースの組み合わせを示す.工nterProScanは,

解析ツールとデータベースの組み合わせにより, 10個

の解析処理から構成されている.複数の解析処理をお

こなうことで,複数の解析結果を得ることができる.

InterProScanは蛋白質シーケンスの解析を,解析ツー

ルとデータベース・実行命令を記述したスクリプトな

どで実行する.図1にInterProScanの構成を示す.

図1: InterProScanの構成

図1に示すようにInterProScanは1つの蛋白質シー

ケンスを複数の解析方法で同時に解析することが可能

である.各解析処理はそれぞれ独立しており,すべて

の解処理が終了すると解析結果は1つにまとめられ
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TXT形式　XML形式　HTML形式などで出力され

る.また,同時に多数のIntel-ProScanを実行するこ

とも可能である.

既存のInter・ProScanには,各解析処理を複数の計

算機で同時に分散実行するためのスケジューリング機

能が実装されている.このスケジューリング機能によ

る解析処理の割り当ては,インストール時に決定さ

れ,以後変化しない.インストール時, 1つ解析処理

に対して1台の計算機を指定し,固定的に割り当て

がおこなわれる.例えば,解析処理hmmpfamをある

計算機Xで実行するように指定した場合,解析処理

hmmpfamはすべて計算機Xで実行される.既に計算

機Xで解析処理が実行されている場合や,他により

高い処理能力をもつ計算機がある場合にも,解析処理

hmmpfamは常に計算機Xに割り当てられる.つまり,

InterProScanは10個の解析処理から構成され, 1つ

の解析処理を1台の計算機に割り当てても最大10台

の計算機しか利用できないため,多数の計算機があっ

ても有効に利用できない.既存のInterProScanのス

ケジューリング機能は,インストール時に指定した計

算機しか使えないという問題点がある.

ある計算機環境において,つねに, 1つの蛋白質シー

ケンスしか解析されな場合は,既存のInterProScailの

スケジューリング機能でも実行に問題はない.しかし,

多数の蛋白質シーケンスを同時に解析する場合,動的

に角析処理を計算機に割り当てることができなければ,

特定の計算機に解析処理が集中するため実行時間は増

加する,また,他に利用できる計算機があるにもかか

わらず解析処理を割り当てることができなければ,計

算機を有効に利用することができずInterProScanの

実行時間も増加する.

また,スケジューリング機能以外にも,実行命令と

ファイル管理に関する問題がある. InterProScanで

は,各解析処理の実行命令をrshコマンドで与えてい

る. Grid環境のような広域ネットワーク上の多数の計

算機からなる計算機環境では, rshコマンドはセキュ

リティ上の問題点がある.また,複数の計算機を利用

してInterProScanを実行する場合,ファイルはすべ

てNFSにより共有されていることを前提としている

ため,すべての計算機でファイル共有がされていない

Grid環境では,そのまま実行することができない.

Grid環境でInterProScanを適切に実行するために,

実行命令とファイル管理の問題を解決し,多数の計算

機を有効に利用できるスケジューリング機能の実装や

ジョブマネージャを作成する必要がある.

4　予備調査

InterProScanのスケジューリング機能を実装し,ジ

ョブマネージャを試作するために, InterProScanの各

解析処理の基本的な特徴と実行環境について調べる.

InterProScanの各解析処理の実行時間の割合の調査

は,負荷の大きさが異なる解析処理を適切な計算機に

割り当てるスケジューリング機能を実装するときの指

標になる.また,計算機の性能の調査をもとに,解析

処理またはIntcrProSca.nを処理能力の高い計算機に

割り当てるスケジューリング機能を実装・ジョブマネー

ジャを作成することができると考えられる.

4.1解析処理の実行時問の割合

分散実行型のInterProScanを対象としたスケジュー

リング機能を実装するために解析処理の実行時間と全

実行時間に対する割合を調査する. InterProScanは,

複数の独立実行可能な解析処理から構成される.これ

ら各解析処理の実行時間が大きく異なる場合,アプリ

ケーションの情報として実行時間を利用することによ

り効率良くInterProScanを実行できる可能性がある.

具体的には,一負荷の大きい解析処理は処理能力の高い

計算機に,負荷の小さい解析処理は処理能力の低い計

算機に割り当てれば,実行環境すべての計算機を有効

に利用でき,多くの蛋白質シーケンスを効率よく解析

することができる.

調査には, 1台の計算機(Celeron,1.3GHz)を用い

た. 1台計算機でIntel-ProScanを実行した場合の各解

析処理の実行時間と全実行時間に占める割合を表2に

示す.

表2:′各解析処理の実行時間
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表3:利用の計算機

調査の結見　解析処理hmmpfamがInterProScan

の全実行時間の60%以上を占めることが分かる.それ

に対して,他の解析処理はいずれも全実行時間に対す

る割合は低い.異なる処理能力の計算機で各解析処理

の実行時間の割合を調べた場合,各解析処理の実行時

間は異なるが,全実行時間に対する各解析処理の実行

時間の割合はほぼ同じであった.

4.2　計算機の性能

次に各解析処理,またはInterProScanを割り当て

る計算機の処理能力に関して調査をおこなう.本研究

ではOBIGridのうち大阪産業大学・九州大学・理化

学研究所の3サイトの計算機を対象とし調査をおこな

う. OBIGridの3サイトの計算機15台の計算機を対

象に解析処理が割り当てられ,蛋白質シーケンスを解

析する. OBIGridとはバイオインフォマティクスの推

進を目的に立ち上げられ,各サイトが計算機を提供し

て構築された実験的な実Grid環境である. 2003年12

月現在, OBIGridの参加サイト数は27, 300台以上

の計算機を接続されている.各サイトはVPNで奴続

されGrid環境を構築している.利用した計算機を表

3に示す.各サイトの計算機の性能はそれぞれ異なる

が,同一サイト内の計算機は同じ性能である.

各サイトの計算機1台でInterProScanを5回実行

し,その平均実行時間を表4に示す.

表4:各サイトの平均実行時間

調査の結果,九州大学の計算機のInter・Pl・oScanの

平均実行時間が他の計算機の平均実行時間より短く,

高い処理能力を持つことが分かる.分散スケジューリ

ング機能を実装する場合　4.1節の予備調査を考慮す

ると,解析処理hmmpfamを九州大学の計算機で実行

することにより, InterProScanの実行時間は短くなる

と考えられる.逆に,大阪産業大学の計算機で,解析

処理hmmpfamを実行すると,実行時間は大幅に増加

すると考えられる.

また,高い処理能力をもつ計算機に,単純に解析処

理を割り当てていくのではなく,動的な情報である負

荷も考慮して割り当てる必要がある.さらには,単純

にすべての解析処理を処理能力の高い計算機・負荷の

低い計算機に割り当てていくのではなく,解析処理の

負荷の大きさに応じて適切な計算機に割り当てていけ

ば, OBIGridの計算機を有効に利用できると考えら

れる.

5　スケジューリング

OBIGridでスケジューリング機能を実装するため, 4

方式のスケジューリング機能を実装し,各スケジューリ

ング機能の概要について述べる.また, InterProScan

をGrid環境で実行可能にするファイルの管理機能を

実装する.

5.1　スケジューリング方式

OBIGridの計算機を利用してInterProScanを実行

する, OBIGridの計算機に解析処理を割り当てる4方

式のスケジューリング機能を実装する.実装するスケ

ジューリング機能はFixed方式, Random方式, Load

方式, Adaptive方式の4方式である.各方式の概要

について以下に述べる.

5.1.1　Fixed方式

Fixed方式はInterProScanに実装されている既存

のスケジューリング機能である. Fixed方式は,イン

ストール時に解析処理とそれを実行する計算機を指定

する.指定された計算機は,以後固定的に解析処理が
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割り当てられる.ここでは1番平均計算時間が短かっ

た九州大学の計算機5台と理化学研究所の計算機5台

の計10台の計算機に1つずつ解析処理を実行する計

算機として指定した.

OBIGrid内で同時に1つしかInterProScanが実行

されない場合, Fixed方式のスケジューリング機能が

最も実行時間が短くなると考えられる.しかし,同時

に2つ以上のInterProScanが実行される場合,特定

の計算機に解析処理が集中するため応答時間が増加す

ると考えられる.また, Fixed方式は他に利用可能な

計算機がGrid環境内にあっても利用することができ

ない.

5.1.2　Random方式

Random方式は,評価環境すべての計算機を対象に

各解析処理をランダムに割り当てる.評価環境のすべ

ての計算機が割り当て対象となるため, Fixed方式に

比べ利用可能な計算機は増える.複数のInterProScan

が実行されても,解析処理はランダムに割り当てられ

るため特定の計算機に集中せず,応答時間が短縮でき

ると考えられる.しかし, Random方式は解析処理の

負荷や計算機の処理能力を考慮していない.そのため

処理能力の低い計算機に,負荷の大きい解析処理が割

り当てられる可能性がある.

5.1.3　Load方式

Load方式は,予備調査で調べた各計算機の平均実

行時間¥J-exec)とCPU使用率(Utcpujをもとに.各計

算機の予想実行時間(Te,わmate)を算出し,予想実行時

間をもとにスケジューリングを行う.各計算機の予想

実行時間は次の式で与えられる.

1

=T・*蝣ft: × (璃)

予想実行時間は,計算機の処理能力と,新たに解析

処理が投入された場合,利用できるCPU利用率より

与えられる. InterProScanを実行する場合,各計算機

の予想実行時間を算出し, 1番予想実行時間が短い計

算に解析処理を割り当てる. Load方式は,各サイト

の計算機の性能と負荷を考慮しているため,評価環境

の計算機を有効に利用でき, Fiexd方式やRandom方

式に比べ,適切な計算機に解析処理が割り当てられ,

InterProScanの計算時間が短縮できると考えられる.

5.1.4　Adaptive方式

Adaptive方式は,基本的にはLoad方式と同じであ

る.しかし, Adaptive方式では計算機の処理能力に

加え,解析処理の負荷も考慮してスケジューリングを

行う.各解析の計算機の割り当て方がLoad方式と異

なる. Load方式では全ての解析処理を1番予想実行

時間が短い計算機に割り当てる.

Adaptive方式は,各計算機の平均計算時間とCPU

使用率をもとに各計算機の予想実行時間を算出しスケ

ジューリングをおこなう点は, Load方式と同じであ

る.しかし,各解析の計算機の割り当て方式がLoad

方式と異なる.

Adaptive方式では,角析処理を負荷の大きいHigh

の解析処理と負荷の小さいLowの解析処理に分類す

る.具体的には,実行時間の6割を占めた解析処理

hmmpfamをHighの解析処乳他の解析処理をLow

の解析処理に分類する.また,計算機も処理能力に応じ

て処理能力の高いHighの計算機と処理能力の低いLow

の計算機に分類する.具体的には,最もInterProScan

の実行時間の短かった九州大学の計算機をHighの計

算機,他のサイトの計算機をLowの計算機に分類す

る.表5に解析処理と計算機の分頬を示す. Adaptive

方式では解析処理hmmpfamを九州大学に優先的割

り当てる.それ以外の解析処理は九州大学以外の計算

機に優先的に割り当てる.それぞれのサイトでCPU

使用率が高く予想実行時間が増加している場合は,倭
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先されていないサイトの計算機に解析を割り当てる.

Adaptive方式は,処理能力の高い計算機には負荷の大

きい解析処理を割り当て,処理能力の低い計算機には

負荷の小さい解析処理を割り当てるのが特徴である.

5.2　ファイル管理機能

Intel-ProScanは蛋白質シーケンスの解析の際に, 1

つの蛋白質シーケンスファイルごとに1つの作業ディ

レクトリを作成する.この作業ディレクトリには解析

をする蛋白質シーケンスファイル・実行命令が記述さ

れたシュルスクリプト・個々の解析処理の結果のファ

イル・まとめられた解析結果のファイルが格納される,

InterProScanの解析処理を複数の計算機に分散して

実行する場合は,この作業ディレクトリがすべての計

算機で共有されている必要がある.また,作業ディレ

クトリ以外にも解析ツールやデータベースのファイル

も共有されている必要がある.

既存のIntel-ProScanは, NFSによりすべてのファ

イルがすべての計算機で共有されていないと実行する

ことができない. OBIGridは各サイト内の計算機は

NFSでファイル共有されていても,サイト間はファイ

ル共有していないため既存のInterProScanはそのま

ま実行することができない. OBIでInterProScanを

実行するには韻似的なファイル共有を実現する必要が

ある.

OBIGridで擬似的なファイル共有を実現するために

以下の作業をおこなった.解析ツールやデータベース

などサイズが大きく不変のファイルはあらかじめ各サ

イトに配置しておく.蛋白質シーケンスの作業ディレ

クトリは生成された時点で,各サイトの1台の計算機

に転送する.各解析些理の結果は,解析結果が出力さ

れるとすぐに転送する.ファイルの転送にはscpを用
いる.

6　ジョブマネージャ

ジョブマネージャは,投入された多数のジョブを適

当な計算機に割り当てる[4][5].複数のユーザが計算

機を利用する場合や複数のジョブが投入される場合は

ジョブマネージャが利用される.第5章では, Inter-

ProScanの解析処理を複数の計算機に割り当て分散実

行するスケジューリング機能を実装したが,本章では

工ntei'ProScanそのものを1台の計算機に割り当て,解

析処理を逐次実行するジョブマネージャを試作する.

InterProScanをジョブマネージャを用いて逐次実行

する場合,必要とされる機能について述べる. Inteト

ProScanは未知の蛋白質シーケンスの解析を行うアプ

リケーションである. InterProScanは蛋白質シーケン

スが記述されたファイルを入力とし,解析結果のファ

イルを出力とする.このような処理をジョブマネー・ジャ

を用いてをGrid環境で行う場合,ジョブマネージャ

に必要な動作を以下に示す.

1.解析ツールやデータベースのファイルはサイズが

大きいため,スケジューリング機能を用いる分散

実行型のInterProScanと同様に, OBIGridのす

べての計算機にあらかじめ転送しておく.

2. Grid環境内の計算機の処理能力や計算機の負荷

などの情報を収集し,得られた情報をもとに最も

実行時間が短いと予想される計算機を選択する.

3.最も実行時間の短い計算機に調べたい蛋白質シー

ケンスのファイルを転送する.

4. InterProScanを実行する.

5. InterProScanの実行が終わり解析結果のファイル

が出力されると,解析結果のファイルを回収する.

計算機の選択には多数の計算機が選択肢が考えられ

るが,ここではLoad方式のスケジューリング機能と

同様に,最も予想実行時間が短い計算機を選択するよ

うにした.

ジョブマネージャによる逐次実行型のInterProScan

の場合,解析処理を分散実行させることによる実行時

間の短縮は望めない.しかし,オーバ-ツドは分散実

行型のInterProScanに比べ小さい. InterProScanの

解析処理を分散実行させる場合,あらかじめ作業ディ

レクトリを全ての計算機に転送する必要がある.また,

解析処理-の実行命令は遠隔の計算機に与えられるた

め大きなオーバ-ツドを必要とする.

ジョブマネージャによる逐次実行型のInterProScan

の場合, 1台の計算機に蛋白質シーケンスファイルを転

送し,解析結果のファイルを回収すればよいので,ファ

イルの転送に必要な時間は分散実行型のInterProSca,n

に比べ短い.また,すべての解析処理は1台の計算機

で実行されるため.遠隔の計算機-の実行命令による

オーバ-ツドも削減することができる.
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7　性能評価

スケジューリング機能とジョブマネージャをOBI-

Gridで評価した.評価環境は, 4.2節と同じOBIGrid

の3サイトの計算機である.評価方法はランダムに

InterPr・oScanを生成し, Grid環境に投入しする.平

均投入間隔は指数分布に従う.負荷率を変化させ, In-

terProScailを50個投入したときの平均応答時間を求

めた.ここで負荷率とは,平均投入間隔により与えら

れ,計算機環境内のInterProScanの混雑度を表す指

標である.例えば, IllterProSca.nを100秒で終了でき

る2台の計算機があり,平均投入間隔が50秒である

場合,負荷率は100%となる.なお,負荷率が100%を

超えてInterProScanを投入し続ければ,解析結果の

出力は待たされ続けることになる.

7.1　評価結果

図2に,負荷率に対するスケジューリング方式とジョ

ブマネージャの平均応答時間を示す.
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既存のInterPi・oScanのスケジューリング機能であ

るFixed方式は,負荷率が40%以下と低い場合でも平

均応答時間が大きい.これは評価環境の全体の計算機

を有効に利用できず,各解析処理を常に同じ計算機で

実行したためである.特に,解析処理llnl11ipfamが1

台の計算機に集中するため,負荷が増加するに従い応

答時間が急激に増加している.なお, Fixed方式の実

際の処理能力は,九州大学の計算機5台と理化学研究

所の計算機5台の処理能力の和と等しい.実際は特定

の計算機に負荷の大きい解析処理hmmpfamが集中す

るため処理能力はもっと低い.負荷率40%以上では,

評価環境全体から見れば負荷率は低くても,実際に解

析処理が割り当てられる計算機から見ると負荷率は

100%を超えているため,これ以上は評価をおこなわ

なかった.

Ra.ndom方式は, 10%より大きい負荷率では, Fixed

方式よりも平均応答時間は短い.しかし,負荷率10%

では.わずかではあるがFixed方式去り平均応答時間

は長い. Fixed方式は処理能力の高い計算機しか使わ

ず,負荷率10%では投入されるInterProSca.nの間隔

が大きいため短時間で解析をおこなうことができる.

Random方式では負荷率が低くても,処理能力の低い

計算機に解析処理hmmpfamが割り当てられる可能性

がある.特に実行時間の遅い大阪産業大学の計算機に

解析処理hmmpfamが割り当てられると大幅に応答時

間は増加する.

Load方式では,すべての負荷率において, Random

方式とFixed方式よりも平均応答時間が短かい.また,

負荷が高くなった状態でも実行時間の増加が抑えられ

た. Load方式は,常に計算機の情報を利用して,解析

処理の割り当てをおこなうため,すべての計算機が無

駄なく有効に利用されているためであると考えられる.

Adaptive方式は, Load方式と平均応答時間がほと

んど変わらなかった.これは評価をおこなった実行環

境が小さくAdaptive方式の長所が活かせなかったた

めと考えられる.なお,異なる評価環境で評価した場

合,負荷率が低いときはLoad方式と平均応答時間に

大きな差は出なかったのに対し,負荷率が高い状態で

は解析hmmpfamを優先的に処理能力の高い計算機に

割り当てることにより,平均応答時間がLoad方式に

比べ短くなる結果を得ている.

ジョブマネージャーを用いてInterProScanを実行

した場合,低負荷率のときと高負荷率のときの平均応

答時間の差が最も小さい.低負荷率のとき,ジョブマ

ネージャはスケジューリング機能に比べ平均応答時間

が長くなった.しかし,負荷率が高くなっても平均応

答時間の増加はスケジューリング機能に比べて低く抑

えることができ,高負荷率の時は最も平均応答時間が

短かった.解析処理を分散実行しても実行時間の短縮

が望めない高負荷時には,作業ディレクトリの転送や

遠隔の計算機-実行命令などのオーバッドを短縮する

ことで平均応答時間を短く抑えることができた.
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8　まとめと今後の課題

本研究ではGrid環境におけるジョブマネージャを

試作した.試作したジョブマネージャで逐次実行型

のInterProScanを実行し,これまでに実装したスケ

ジューリング機能による分散実行型のInterProScanと

比較・評価した.低負荷時は分散型実行のスケジュー

リング機能に比べ応答時間が長いが,高負荷時には

平均応答時間が短かった.ジョブマネージャを用いて

InterProScanを実行した場合,解析処理の分散による

実行時間の短縮は望めないが,作業ディレクトリの転

送や遠隔の計算機-の実行命令といったオーバ-ツド

を抑えることができるためである.

今後の課題として,負荷率に応じてInterProScan

の実行方式を変化させる必要があると考えられる.ま

た,今回試作した簡易ジョブマネージャの改良があげ

られる.今回試作した簡易ジョブマネージャはInter-

ProScan Lか実行することができず,他のアプリケー

ションにはそのまま用いることができない.他のアプ

リケーションも実行できるような汎用のジョブマネー

ジャに改良する必要がある.
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ン「コンビュテイングシステム」 Vol.44No.SIG06,pp.18-26平

成15年5月.

12.中藤哲也,馬場謙介: "近似文字列照合のための効率的なアルゴリ

ズム",日本データベース学会Letters (DBSJ Letters) Vol. 2, No. 1,

pp. 87-90,平成15年5月.

13.中藤哲也,馬場謙介,山田泰寛,池田大輔,贋川佐千男: "近似文

字列照合のための効率的なアルゴリズム",第14回データ工学ワー

クショップ(DEWS2003)論文集6-B-03, http://www.ieice.org/

iss/de/DEWS/proc/2003/program.html,平成15年5月.

14. Nakajima, N., Fujino, S., Tateiba, M.: Fast solvers for electro-

magnetic wave scattering problem with many dielectric cylinder,"

Proc. of the 5th International Congi-ess on工ndustrial and Applied

Mathematics, pp. 54-55, Sydney, Jul. 2003.

15. Ikeda, D., Yamada, Y. and Hirokawa, S.: "Expressive Power of

Tree and String Based Wrappers," Pi・oc. of IJCAI Workshop on

Information Integration on the Web, pp. 21-26, Aug. 2003.

16. Kawasaki, T. and Okamura, K.: "A Study on Adaptation of CDN

Request-Routing to Scalable Conference System," Proc. of Net-

work Research Workshop, pp. 131-136, Aug. 2003.

17. Harada, H. and Okamul・a, K.: "Case Study of Live View Sys-

tern using Union-Camera," Proc. of Netwoi・k Research workshop,

pp. 137-144, Aug. 2003.

18. Nakatoh, T., Baba, K., Ikeda, D., Yamada, Y. and Hirokawa, S.:

"An Lffieient Mapping for Score of String Matching, Proc. of

the Prague Stringology Conference '03 (PSC03), pp. 127-136, Sep.

2003.
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19. Nakao, M. T., Watanabe, Y., Yamamoto, N. and Nishida, T.:

"Some Computer Assisted Proofs for Solutions of the Heat Convec-

tion Pi・oblems," Reliable Coiliputing, Vol. 9, No. 5, pp. 359-372,

Oct. 2003.

20.中藤哲也,南里蒙志,馬場謙介: "Grid環境を用いた近似文字列照

合手法の提案　Proc. ofDBWeb2003, pp. ll-15,平成15年11月.

21. Ikeda, D.. Hirokawa, S. and Yamada, Y.: "Pattern Discovery of

Genome Sequences by Substring Ampli丘cation," Proc. of Inter-

national Symposium on Information Science and Electrical Engi-

neering 2003 (ISEE 2003), pp. 637-640, Nov. 2003.

22. Ikeda, Y. and Fujino, S.: "An improvement of stabilized AINV pre-

conditioning by double dropping," Proc. of the International Sym-

posium on Information Science and Electrical Engineering 2003(ISEE

2003), pp. 393-396, Nov. 2003.

23. Ishizu, K., Sakakura, T., Kuroda, M. and Okamura, K.: "De-

sign and Evaluation of RTSC; Transport level Real-Time Session

Management for VoIP applications," Proc. of International Sym-

posium on Information Science and Electrical Engineering 2003

(ISEE 2003), pp. 629-632, Nov. 2003.

24. Kaneko, Y. and Amano, H.: "Remote Parallel Pipe System for

Wide-area Distributed Computing," Proc. of International Sym-

posium on Information Science and Electrical Engineering 2003

(ISEE 2003), pp. 585-588, Nov. 2003.

25. Nakatoh, T., Ohmori, K., Yamada, Y. and Hirokawa, S.: "Com-

plex Query and Metadata," Proc. of International Symposium on

Information Science and Electrical Engineering 2003 (ISEE 2003),

pp. 29ト294, Nov. 2003.

26. Nagata, T., Aoyagi, M. and Iwata, S.: "Noble Gas Clusters Doped

with a Metal Ion I: Ab Initio Studies of Na+Arnn," J. Phys.

Chem- 108(4); pp. 683-690, Nov. 2003.

27. Noguchi, M. and Hirokawa, S.: "A Prototype of Search Engine

for Tables on the Web," Proc. of International Symposium on

Information Science and Electrical Engineering 2003 (ISEE 2003),

pp. 56ト564, Nov. 2003.

28. Baba, K., Tanaka, Y., Nakatoh, T. and Shinohara, A.: "A Gener-

alization of FFT Algorithms for String Matching," Proc. of Inter-
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national Symposium on Information Science and Electrical Engi-

neering 2003 (ISEE 2003), pp. 19ト194, Nov. 2003.

29. Matsuo, T. and Hirokawa, S.: "Generation and Expansion of Web

Navigation from Browsing Log," Proc. of International Sympo-

sium on Information Science and Electrical Engineering 2003 (ISEE

2003), pp. 605-608, Nov. 2003.

30. Matsunaga, Y., Yamada, S., Iioh, E. and Hirokawa, S.: "A Web

Syllabus Crawler and its Efficiency Evaluation," Proc. of Inter-

national S>rmposium on Information Science and Electrical Engi-

neering 2003 (ISEE 2003), pp. 565-568, Nov. 2003.

31. Watanabe, H., Nanbu, S., Wang, Z.-IL, Maid, J., Urisu, T., Aoy-

agi, M. and Ooi, K.: "Theoretical analysis of the oxygen insertion

process in the oxidation reactions of H2O + H/Si(100) and 2H +

H2O/Si(100): a molecular orbital calculation and an analysis of

tunneling reaction," Chemical Physics Letters, 383, pp. 523-527,

Nov. 2003.

32. Okamura, K., Shimizu, S. and Shimokawa, T.: "Case studies of

Advanced Applications between Japan and Korea using APII,"

Proc. of the 29th Asian Info-communications Council, Dec. 2003.

33. Hirokawa, S., Itoh, E. and Miyahara, T.: "Semi-Automatic Con-

struction of.Metadata from A Series of Web Documents," Proc.

of the 16th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence,

Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Vol. 2903,

pp. 942-953, Dec. 2003

34. Z.-H. Wang, Tsuneo Urisu, Shinkoh Nanbu, Jun Maki, G. Ranga

Rao, Mutsumi Aoyagi, Hidekazu Watanabe and Kenta Ooi : "Three

Pairs of Doublet Bands Assigned to SIH2 Scissoring Modes Ob-

served in H^O-induced Oxidation of Si(100) Surfaces," Physical

Review B, 69, 45309, Dec. 2003.

講演論文

1. Aoyagi, M.: "Nano Grid in NAREGI," Proc. of the 3rd PRAGMA

International Conference, Fukuoka, Jan. 2003.

2.野口正人,鹿川佐千男: "Webからの同系統単語知識獲得方法",

2003年情報学シンポジウム講演論文集pp. 2ト24,平成15年1月.
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3.藤野清次: "共役勾配(CG)法の前処理技術のサーベイ　2002年度

太陽地球系情報科学研究会発表資料集, pp. 18-24,平成15年3月.

4.鈴木祐介,正代隆義,宮原哲治,内田智之,贋川佐千男: "Polyn0-
mial Time Inductive Inference of Ordered Term Trees with Con-

tractible Variables from Positive Data,"冬のLAシンポジウム,平

成15年2月.

5.藤野清次: "CG法の前処理およびTranspose-Freeな反復法の収束

性についで',科研費研究会「ヘルムホルツ方程式の数値解法とその

応用」講演資料,電気通信大学AVホール,平成15年2月.

6.井上仁,多川孝央: "2年目のWebCTプロジェクト",第1回日本

WebCTユーザカンファレンス,平成15年3月.

7.大喜雅文,大池美也子,平野裕子,豊福不可依,梅村札多川孝

央,井上仁: "医学部保健学科における教育用情報基盤の構築",第

1回日本WebCTユーザカンファレンス,平成15年3月.

8.田中省作,丸林哲也,富浦洋一,日高連: "英語を介した独和対訳

辞書合成の試み",第35回九州大学言語科学研究会,平成15年3月.

9.冨浦洋一,田中省作,日高達: "共起情報に基づく名詞のn次元空間

への配置法",情報処理学会自然言語処理研究会, No. 154, pp. 7ト76,
平成15年3月.

10.富浦洋一,田中省作,日高達: "共起情報に基づく単語のn次元空

間への配置法",第35回九州大学言語科学研究会,平成15年3月.

ll.野口正人虞川佐千男: "Webからの同系統単語知識獲得についての

実験",情報処理学会第65回全国大会講演予稿集第5分冊pp. 223-
226,平成15年3月.

12.橋本弘治,阿部良平,中尾充宏,渡部善隆: "非線形特異摂動問題

の解に対する数値的検証法",日本数学会2003年度年会,応用数学分

科会講演アブストラクト, pp. 124-125,東京大学,平成15年3月.

13.鹿川佐千男,野口正人: "粒度の細かいWeb検索についで',第35

回九州大学言語科学研究会,平成15年3月.

14.松永吉広,山田信太郎,伊東栄典,鹿川佐千男: "WEBシラバス・

クローラーの性能評価",情報処理学会第65回全国大会講演予稿集

第5分職pp. 227-230,平成15年3月.

15.松永吉広,鹿川佐千男: "Web空間解析のためのリンクデータベー

スの設計と実装",情報処理学会第65回全国大会講演予稿集第3分

冊, pp.45-46,平成15年3月.
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16・藤野清次: "共役勾配(CG)法の前処理技術のサーベイとその改良",

九州大学QNAセミナー講演資札九州大学理学部,平成15年4月.

17.藤野清次: "準残差の最小化によって加速パラメータを決める横型

BiCG法",第7回環瀬戸内応用数理研究部会シンポジウム講演予稿

集, pp. 89-94,平成15年4月.

18.池田優介,藤野清次: "安定化近似逆行列法の改良",第7回環瀬戸

内応用数理研究部会シンポジウム講演予稿集, pp. 95-100,平成15
年4月.

19.藤野清次: "安定化横型BiCG法",第32回数値解析シンポジウム講

演予稿集, pp. 67-70,箱根,平成15年5月.

20.青柳陸: "達成計算とグリッド",九大理論化学研究会,平成15年6

月.

21.伊東栄典,松永吉広,山田信太麟鹿川佐千男: "Webシラバスか

らのDB構成",第17回人工知能学会全国大会(JSAI2003) 1D4-08,
平成15年6月.

22.川崎敏行,岡村新二: "CDNのリクエストルーティング技術を利用

したマルチメディア会議システムの実現",情報処理学会マルチメ

ディア,分散,協調とモーバイル(DICOMO'2003)シンポジウム論文

集, pp.357-360　平成15年6月.

23.野口正人鹿川佐千男: "Web上の表検索",第17回人工知能学会

全国大会(JSAI2003) 1C4-02,平成15年6 3/

24.橋本弘治,中尾充宏,渡部善隆: "楕円型作用素の可逆性の数値的

検証とその応用",九州大学数値解析学セミナー,九州大学大学院数

理学研究院,平成15年6月.

25.原田裕騰,岡村耕二: "6層スイッチを用いた日韓ライブビュー

の実現",情報処理学会マルチメディア,分散,協調とモーバイル

(DICOMO'2003)シンポジウム論文集, pp. 833-836,平成15年6月.

26・青柳睦: "超高速コンピュータ網形成プロジェクト(NAREGI)とナ
ノサイエンス",情報処理学会ハイパフォーマンスコンピューティン

グ研究会,東京,平成15年7月.

27.青柳睦,南部伸孝: "Potential Energy Surfaces and Dynamics of

the O(1D) + HCl reaction,"文部科学省科研費・特定領域研究「大
気化学・燃焼化学における新規ラジカル連鎖反応」国際シンポジウ

ム,京都,平成15年7月.

28.中藤哲也,贋川佐千男: "FFTを用いた繰り返レくターン発見手

法の提案"了情報処理学会データベースシステム研究会2003-DBS-
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131(I)(41) (夏のデータベースワークショップDBWS2003), pp. 311-

318,平成15年7月.

29.藤野清次: "非対称行列に対する新しい反復法の紹介",第1回九州

大学一大分大学九重合同セミナー講演資料,九重共同研修所,平成15

年7月.

30.山田泰寛,松永吉広,野口正人中藤哲也,鹿川佐千男: "統合検

索システムDAISENでの検索サイトフォーム分析",情報処理学会

データベースシステム研究会2003-DBS-131(II)(77) (夏のデータ

ベースワークショップDBWS2003) , pp. 49-54,平成15年7月.

31.池田優介,藤野清次: "改良型安定化近似逆行列の最適な閥値の探

索についで',情報処理学会ハイパフォーマンスコンピューティング

研究会2003-HPC-95, pp. 19-24,松江,平成15年8月.

32.柿原正伸,藤野清次: "Ajiz-Jenningsによる不完全分解前処理の

改良"了情報処理学会ハイパフォーマンスコンピューティング研究会

2003-HPC-95, pp. 25-30,松江,平成15年8月.

33.橋本弘治,中尾充宏,渡部善隆: "楕円型作用素の可逆性の数値的

検証とその応用",第8回阿波ワークショップ'03,徳島大学工学部,

平成15年8月.

34.藤野清次: "新しい安定化横型BiCG法の収束特性についで',研究

集会「数値計算の高度化と高信頼化に関する札幌lVorkShop」講演

資札北海道東海大学札幌,平成15年8月.

35.藤野清次: "安定化横型BiCG法",情報処理学会ハイパフォーマン

スコンピューティング研究会2003-HPC-95, pp. 13-18,松江,平成
15年8月.

36.渡部善隆: "置換つき対称行列に対する反復解法の適用",研究集会・

数値計算の高度化と高信頼化に関する札幌ワークショップ(Sapporo

Workshop on High Performance and High Reliability Numerical

Computation),北海道東海大学,平成15年8月.

37.渡部善隆,南里豪志,藤野清次: "HimenoBMTによるハイパフォー

マンスコンピュータの性能評価　2003年並列/分散/協調処理に関

する『松江』サマー・ワークショップ(SWoPP松江2003),情報処理
学会ハイパフォーマンスコンピューティング研究会2003-HPC-95,

pp. 137-142,平成15年8月.

38.池田大輔,山田泰寛,鹿川佐千男: "文字列の頻度分布による共通

パタン発見",第72剛育報処理学会情報学基礎研究会,第157回情報
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処理学会自然言語処理研究会(合同開催) , pp. 25-32,平成15年9
月.

39.井上明彦,藤野清次,松隈洋介,中島豊: "格子ガスオートマトン

法に対する擬似乱数の適用性評価" ,電気関係学会九州支部第56回

連合大会,熊本,平成15年9月.

40.井上仁多川孝央: "履歴情報に基づく講義の分析",第1回日本

WebCT研究会予稿集, PP. 87-91,平成15年9月.

41.喜田拓也: "VLDCパタンと文字列とのハミング距離を求めるアルゴ

リズム",情報科学技術フォーラム(FIT)2003,(A-062), pp. 137-138,
平成15年9月.

42.小森喬,山本野人,渡部善隆: "非自己随伴作用素の固有値に対す

る精度保証付き計算" ,日本応用数理学会2003年度年会講演予稿集,

pp. 96-97,京都大学,平成15年9月.

43.杉本典子,金丸玲子,池田大執竹田正幸,井上仁,鹿川佐千男:
"九州大学自己点検・評価関連情報システム",第41会情報処理学会

デジタル・ドキュメント研究会,平成15年9月.

44.多川孝央,井上仁: "WebCTコースの利用によるWebCT利用者支

援",第1回日本WebCT研究会予稿集, pp. 79-81,平成15年9月.

45.田中省作,山本祥平,薬師寺亮太,富浦洋一: "読解過程における

Chunkのナイーヴな計算手法とマジカルナンバー7士2",第56回

電気関係学会九州支部連合大会,平成15年9月.

46.中尾充宏Michael Plum,渡部善隆: "Orr-Sommerfeld問題の解に

対する計算機援用証明についで',研究集会・数字解析の理論的展開

の計算機による支援・遂行可肘生,京都大学数理解析研究所,平成15

年9月.

47.橋本弘治,渡部善隆,中尾充宏: "線形楕円型作用素の可逆性の数

値的検証とその非線形問題への応用",日本応用数理学会2003年度

年会講演予稿集, pp. 100-101,京都大学,平成15年9月.

48.藤野清次: "安定化横型BiCG法の収束性についで',日本応用数理

学会2003年度年会講演予稿集, pp. 314-315,京都,平成15年9月.

49.薬師寺亮太,田中省作,富浦洋一: "スラッシュ・リーディング用

英文書の生成一確率モデルに基づく英文へのスラッシュの挿入-",

第56回電気関係学会九州支部連合大会,平成15年9月.

50.山田泰鼠池田大輔,虞川佐千男: "半構造化文書に対する木構造

と文字列を組合せたラッパーの自動生成法",第72回情報処理学会
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情報学基礎研究会,第157回情報処理学会自然言語処理研究会(合

同開催) ,pp. 115-122,平成15年9月.

51.渡部善隆: "多倍長閑係の最近の結果",日本応用数理学会2003年度

年会講演予稿亀pp. 296-297,京都大学,平成15年9月.

52.渡部善隆,中尾充宏, Michael Plum: "Orr-Sommerfeld問題に対す

る数値的検証法",日本数学会2003年度秋季総合分科会応用数学分

科会講演アブストラクト, pp. 106-109,千葉大学,平成15年9月.

53.渡部善隆,藤野清次: "persymmetric行列に対する反復解法の収束

性についで',日本応用数理学会2003年度年会講演予稿集, pp. 138-

139,京都大学,平成15年9月.

54.緒方伸輔,田中省作,冨浦洋一: "非内容語の共起に基づく英文書

の母語話者性の推定",情報処理学会若手の会セミナー,平成15年

10月.

55.田中省作: "Toward Effective Use of Web Data for Learning Lan-

guage: Low-frequency Collocations,"情報処理学会若手の会セミ

ナー,平成15年10月.

56.藤野清次: "安定化横型BiCG法vs BiCGSTAB法", LA研究会講

演資札東京大学理学部,平成15年10月.

57.渡部善隆: "精度保証付き数値計算のエッセンスー微分方程式福一",

2003年度・計算数学研究会,コ-ワパークホテル由布院倶楽部,平

成15年10月.

58.青柳睦: "分子化学計算の現状とNAREGIプロジェクトについで',

九大Q-NAセミナー,平成15年11月.

59.井上仁,多川孝央: "コースウエア管理システムの履歴情報に基

づく講義の分析",平成15年度情報処理教育研究集会講演論文集,

pp. 5ト54,平成15年11月.

60.多川孝央,井上仁: "コースシステムの利用による学内eラーニング

実施支援" ,平成15年度情報処理教育研究集会講演論文集, pp. 473-
476,平成15年11月.

61. ffl中省作,山本祥平,冨浦洋一: "チャンキング過程を考慮したス

ラッシュ・リーディング用英文書の生成",九州大学情報基盤センター

研究集会,平成15年11月.

62.藤野清次,池田優介,柿原正価"前処理つき反復解法の新しいライ

ブラリ開発",九州大学情報基盤センター研究集会,平成15年11月.
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