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(54)【発明の名称】インターネットを介する並列処理計算委託システム
(57)【要約】
【課題】

インターネットを介する情報提供サービス事

業者のホストコンピュータにおいて、並列処理計算課題
を委託する複数の顧客のカスタマコンピュータからイン
ターネットを介して受託し、情報提供サービスを利用す
る多くのユーザのクライアントコンピュータよりのサー
ビス依頼に応答して、インターネットを介してそれぞれ
の情報提供を行うに際して、そのサービス処理中のバッ
クグラウンド処理で顧客から依頼された前記計算課題を
それらクライアントコンピュータにより分散処理して大
規模な並列計算を行うことのできるシステムを提供す
る。
【解決手段】

クライアントコンピュータが情報サービ

スを受け交信している時間が不定であることに対応でき
るように、計算課題を解くに際し演算時間の短いプログ
ラムをランダムに生成して初期値を元にして個々の計算
を独立し実行させ、全体として膨大な回数の実行を行う
モンテカルロ型最適解探索の計算処理が行える手段を備
えるシステムを構成する。

瀬谷 徹 （外２名）
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【特許請求の範囲】

ットは前記初期値をランダムに生成する擬似乱数のため

【請求項１】

インターネットを介する情報提供サービ

の種になるシード値と、実行すべき問題に関する情報デ

ス事業者の少なくともＷｅｂサーバを備えたホストコン

ータをホストコンピュータと交信し取得し、前記初期値

ピュータにおいて、並列処理計算課題を委託する企業、

を定めてモンテカルロ型最適解探索を行わせる情報サー

個人を含む顧客のカスタマコンピュータからインターネ

ビス送信／最適解探索手段と、

ットを介し、前記計算課題を受託して、情報提供サービ

前記最適解探索に際して、より良い評価関数の解を発見

スを利用する複数のユーザのそれぞれのクライアントコ

したときは、その解に関する情報をクライアントコンピ

ンピュータよりの各種サービス要求に応答してインター

ュータから受信し、データベースに記録し、その最適解

ネットを介してそれぞれへ対応する情報提供を送信する
に際して、そのサービス処理中のバックグラウンド処理

探索とクライアントへの情報サービス処理はクライアン
10

トコンピュータの切断によりそれらの通信は終了し、も

で前記計算課題をそれら複数のクライアントコンピュー

しまた前記切断されない状態にあれば、ホストコンピュ

タにより分散処理して並列処理計算を行わせるメタ計算

ータはクライアントコンピュータへ次のシード値を送信

委託システムであって、

し、新しい初期値を定めさせ、次のモンテカルロ型最適

前記クライアントコンピュータが情報サービスを受け交

解探索を繰返させる評価関数解受信／その繰返し計算受

信している時間が不定であることに対応して、前記計算

信手段とを備えることを特徴とする請求項１記載のイン

課題を解くに際し、演算時間の短いプログラムをランダ

ターネットを介する並列処理計算委託システム。

ムに生成した初期値を元にして、個々の計算を独立に実

【請求項３】

行させ全体として膨大な回数の実行を行うモンテカルロ

送信／最適解探索手段は、前記メタ計算アプレットがク

型最適解探索の計算処理が行えるように、前記複数のプ

ライアントコンピュータ上で起動を開始したとき、ホス

ログラムを接続されている複数のクライアントコンピュ

20

ホストコンピュータの前記情報サービス

トコンピュータから実行すべき問題に関する情報データ

ータに逐次送信し、ランダムに生成した初期値を元に独

とシード値を取得する前に、そのアプレットに対してク

立に、また同時並行的に実行させ、そのクライアント側

ライアントコンピュータの計算資源の大きさを計測する

で評価関数の値が良い解をホストコンピュータへ返送

ためのベンチマークテストプログラムを実行させるクラ

し、クライアント側の寄与量に応じたポイントをホスト

イアント計算資源計測手段をさらに備え、カスタマの計

側のデータベースに記録することを特徴とするインター

算要求のサイズとクライアントが提供する計算資源のサ

ネットを介する並列処理計算委託システム。

イズを整合させるため、予め指定した回数だけ前記モン

【請求項２】

前記ホストコンピュータは、前記複数の

テカルロ型最適解探索の繰返し計算が可能かどうかを前

カスタマコンピュータからの前記計算課題委託依頼に応

記ベンチマークテストによる結果と比較して評価した計

答し、少なくとも演算プログラム・計算条件・計算資源

算システム全体の処理効率を高めることを特徴とする請

の項目欄を含む計算課題申込画面をそれぞれのカスタマ

30

求項２記載のインターネットを介する並列処理計算委託

コンピュータへ返送し、各顧客へ入力させたそれらのデ

システム。

ータを受信し、計算課題用データベースに蓄積する計算

【請求項４】

課題申込画面送信／入力課題受信蓄積手段と、

課題が、ニューラルネット型問題であるときは、前記初

前記複数のクライアントコンピュータからのアクセス信

期値はシナプス荷重及びしきい値であることを特徴とす

号に応答して各種サービス要求を入力できるサービス入

る請求項２又は３記載のインターネットを介する並列処

力画面をクライアントコンピュータへ送信し、各ユーザ

理計算委託システム。

へ入力させたそれらのデータを受信して、要求サービス

【請求項５】

受付用データベースに保存するサービス入力画面送信／

課題が遺伝的アルゴリズムによる計算の場合であるとき

要求サービス保存手段と、
前記サービス入力画面で入力したデータを受信したとき

モンテカルロ法による最適解探索の計算

モンテカルロ法による最適解探索の計算

は、前記メタ計算アプレットはクライアントコンピュー
40

タのユーザに最適個体の選択を適宜指示する作業をクラ

は、それらクライアントコンピュータでそれぞれ前記計

イアントコンピュータ画面に表示し、最適解とかけ離れ

算課題を解くためのメタ計算用アプレットとして生成し

た悪い解が最適解として生き残るのを防止し、またその

て、そのクライアントコンピュータへ送信し、そのクラ

計算に寄与したユーザに促進計算量をポイントとしてホ

イアントコンピュータ上で起動させるメタ計算用アプレ

ストコンピュータへ送信することを特徴とする請求項２

ット生成送信／起動手段と、

又は３記載のインターネットを介する並列処理計算委託

前記ホストコンピュータから送信されたメタ計算用アプ

システム。

レットがクライアントコンピュータ上で起動したことを

【請求項６】

示す信号をホストコンピュータが受信すれば、そのクラ

アントコンピュータ間またはユーザーと情報サービス事

イアントへ要求サービスに該当する情報サービスの送信

業者のホストコンピュータ、並列計算課題を委託するカ

を開始すると共に、バックグラウンド処理で前記アプレ

50

前記ポイントを蓄積したユーザのクライ

スタマーコンピュータ間で匿名性を保って安全にポイン
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トとサービス・物品・金銭とを交換するポイント交換サ

タマ）が集まらないという悪循環を招くことになった。

ービス手段を備えていることを特徴とする請求項１から

【０００４】一つのホストに対して多数のクライアント

５記載の何れかに記載のインターネットを介する並列処

が接続し情報サービスを受ける従来の情報システムに加

理計算委託システム。

えて、近年、個人対個人で相互に情報を交換するピア・

【請求項７】

前記クライアントコンピュータは、オフ

ツー・ピア型情報システムが普及している。ピア・ツー

ィスや家庭において一般に使用されるパーソナルコンピ

・ピア型情報システムでは特定のホストを必要としない

ュータ・ＴＶゲーム装置・携帯電話機・家庭電化製品・

ため、個人の多様なニーズに合致した情報交換等種々の

自家用車等に内蔵されたＣＰＵ及びその関連装置、２４

情報サービスが自然発生的に起こり、全体としては多数

時間連続稼働しているＷｅｂサーバ・ＦＴＰサーバ・フ
ァイルサーバ・プリンタサーバを含む計算機、自動販売

の計算資源を確保できる可能性があった。しかし、特定
10

のホストが存在しないため個人間での対価の支払いは容

機・ファクシミリ・気象観測装置・データロガー等の計

易でなかった。そのため、現状では音楽ファイル等の交

算機能が本来の目的ではないが２４時間稼働している機

換や共有に利用が限定されていた。さらにこの方式によ

器に内蔵されたＣＰＵ及びその関連装置とを含むことを

るファイル交換では自分の欲しいファイルが相手側にな

特徴とする請求項１から６の何れかに記載のインターネ

いと一方的なファイルの提供となってしまうため、ファ

ットを介する並列処理計算委託システム。

イル作成者である著作権所有者や大量のファイルを蓄積

【発明の詳細な説明】

し提供する者にとって不満が発生した。そのため、ファ

【０００１】

イルのダウンロード完了直前にファイル提供者が突然接

【発明の属する技術分野】本発明は、インターネットを

続を中止することも多く、ネットワークのトラフィック

介する情報提供サービス事業者のホストコンピュータに

を無為に増大させていた。

おいて、並列処理計算課題を委託する複数の企業・個人

20

【０００５】このような情報サービス提供者の不満を解

の顧客等のカスタマコンピュータからインターネットを

消する一般的な方法として、バナー広告をクライアント

介して受託し、情報提供サービスを利用する多数のユー

に提示し、その広告収入によって情報サービス提供者が

ザのそれぞれのクライアントコンピュータよりのサービ

対価を得るという技術が広く利用されている。しかし、

ス依頼に応答して、インターネットを介してそれぞれの

情報サービス提供者が十分な広告収入を得ることができ

情報提供を行うに際してそのサービス処理中のバックグ

るのは、そのバナー広告を見たクライアントの一定数が

ラウンド処理で顧客から依頼された前記計算課題をそれ

スポンサーの商品を実際に購入し、スポンサーが十分な

ら多数のクライアントコンピュータにより分散処理して

収益を上げることが出来る場合に限られるため、根本的

大規模な並列処理計算を行うことができるメタ計算委託

な解決方法にはなっていなかった。

システムに関する。

【０００６】

【０００２】

30

【発明が解決しようとする課題】近年、インターネット

【従来の技術】複数のコンピュータにより分散処理して

に接続されているコンピュータは指数関数的に増大して

大規模な並列処理計算を行うメタコンピューティング

いるが、そのほとんどはアイドリング状態にある。そこ

（世界中に分散して存在するＰＣなどのコンピュータ資

で、この未利用資源を活用してメタコンピューティング

源を活用した分散コンピューティング）では、計算に際

を効率的に行う方式を考えた。この方式は、生態系モデ

していかに多くのクライアント（ユーザが使っているＰ

ル構築や、大規模計算を必要とする様々なアプリケーシ

Ｃ）に接続してもらうかが大きな問題となっている。こ

ョンに適用できる。また、現在の検索サイトやビデオ配

れまでに、ボランティアの協力によって暗号解読や地球

信サイトのような情報サービス提供型サイトにおいて

外知性体探索のためのデータ解析といったテーマにおい

は、「ユーザに情報サービスを提供する見返りにユーザ

て数百万台以上のコンピュータが確保されたという事例
はあるが、これは当該テーマに関心を有する者が多いた

にバナー広告を配信する」というビジネスモデルが主流
40

であるが、本システムは「ユーザに情報サービスを提供

めであり、通常業務の大規模計算においてこのように多

する見返りにユーザからアイドリング中のコンピュータ

数のボランティアを確保することは極めて難しかった。

の計算資源を得る」という新しいビジネスモデルを実現

【０００３】すでに、メタコンピューティングを用いて

し、大規模計算を行うシステム及びその利用サービスを

収益をあげようとするサービスは存在するが、計算資源

ほぼ半永久的に維持することを技術的に可能とするもの

提供者への対価を現金による直接的な支払いとしてい

である。そのために以下に述べる解決すべき課題があ

る。しかし、現金による支払いには送金等の手間がかか

る。

るため、少額の決済では計算資源提供者への支払い金額

【０００７】すなわち、ボランティアによる協力を期待

が少なくなり、計算資源を提供しようとする者を十分確

することなく多数のコンピュータを確保するため、ホス

保することが難しかった。十分な計算資源が確保できな

トが提供する情報サービスの対価としてクライアントか

いと、計算資源を利用して巨大計算を行いたい者（カス

50

ら計算資源を徴集する方法及びできるだけ多くのクライ
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アントが接続するためのインセンティブを与える仕組み

トを介し、前記計算課題を受託して、情報提供サービス

が必要である。

を利用する複数のユーザのそれぞれのクライアントコン

【０００８】クライアントから提供された計算資源は、

ピュータよりの各種サービス要求に応答してインターネ

演算速度、接続時間の点で非常にばらつきがあるため、

ットを介してそれぞれへ対応する情報提供を送信するに

この不揃いな計算資源を効果的に利用する技術が必要で

際して、そのサービス処理中のバックグラウンド処理で

ある。

前記計算課題をそれら複数のクライアントコンピュータ

【０００９】特に、クライアントが情報サービスを受け

により分散処理して並列処理計算を行わせるメタ計算委

ている時間は不定であり、ホストとの接続をいつ切断す

託システムであって、前記クライアントコンピュータが

るか全く予想できない。この不定な接続時間を有効に利
用するためには、クライアントで実行するプログラムの

情報サービスを受け交信している時間が不定であること
10

に対応して、前記計算課題を解くに際し、演算時間の短

演算時間が短くてもその計算結果を活用できるようにす

いプログラムをランダムに生成した初期値を元にして、

る必要がある。また、クライアントからの接続がいつ切

個々の計算を独立に実行させ全体として膨大な回数の実

断されるか予想できないという制約のなかで、クライア

行を行うモンテカルロ型最適解探索の計算処理が行える

ントでなされた計算が無駄にならないようにする必要が

ように、前記複数のプログラムを接続されている複数の

ある。

クライアントコンピュータに逐次送信し、ランダムに生

【００１０】クライアントが画像などの巨大なファイル

成した初期値を元に独立に、また同時並行的に実行さ

をダウンロードしているとき、ユーザはダウンロード終

せ、そのクライアント側で評価関数の値が良い解をホス

了まで時間をもてあましていることがある。このユーザ

トコンピュータへ返送し、クライアント側の寄与量に応

の空き時間を利用して情報処理等の労働を行ってもらう

じたポイントをホスト側のデータベースに記録すること

ことはＣＰＵの空き時間を利用した計算と同様の計算資

20

を特徴とする。

源とみなすことができる。

【００１６】また、前記ホストコンピュータは、前記複

【００１１】例えば、ユーザが画面に表示された情報を

数のカスタマコンピュータからの前記計算課題委託依頼

見て行うパターン認識などは、ホスト側から見ればクラ

に応答し、少なくとも演算プログラム・計算条件・計算

イアントが提供可能な計算資源である。また、最適解の

資源の項目欄を含む計算課題申込画面をそれぞれのカス

探索計算においては、人間のチェックが適宜入ることで

タマコンピュータへ返送し、各顧客へ入力させたそれら

探索効率が著しく高まる場合がある。

のデータを受信し、計算課題用データベースに蓄積する

【００１２】しかし、こういった作業に参加するユーザ

計算課題申込画面送信／入力課題受信蓄積手段と、前記

を多く確保するためには、ユーザの参加を促すためのイ

複数のクライアントコンピュータからのアクセス信号に

ンセンティブを与える仕組みが必要である。

応答して各種サービス要求を入力できるサービス入力画

【００１３】ホストに接続するクライアントのプライバ

30

面をクライアントコンピュータへ送信し、各ユーザへ入

シーとクライアント間でポイントを交換する際の匿名性

力させたそれらのデータを受信して、要求サービス受付

を保ちつつ、ホスト−クライアント、クライアント−ク

用データベースに保存するサービス入力画面送信／要求

ライアント間での不正を出来る限り防止する必要があ

サービス保存手段と、前記サービス入力画面で入力した

る。また、メタコンピューティングでは長時間、インタ

データを受信したときは、それらクライアントコンピュ

ーネットに接続するためクラッキングのリスクが高まる

ータでそれぞれ前記計算課題を解くためのメタ計算用ア

ため、その防止策も必要である。

プレットとして生成して、そのクライアントコンピュー

【００１４】クライアントが得たポイントを蓄積し、そ

タへ送信し、そのクライアントコンピュータ上で起動さ

のポイントをホストから得るサービスだけと交換しきれ

せるメタ計算用アプレット生成送信／起動手段と、前記

ない場合、ポイントを有効に利用できないとその大口ク
ライアントの接続インセンティブを損なうこととなって

ホストコンピュータから送信されたメタ計算用アプレッ
40

トがクライアントコンピュータ上で起動したことを示す

しまう。過剰なポイントをホストに買い取ってもらった

信号をホストコンピュータが受信すれば、そのクライア

り、ユーザ間でポイントとデータや物品と交換できるよ

ントへ要求サービスに該当する情報サービスの送信を開

うにする必要がある。

始すると共に、バックグラウンド処理で前記アプレット

【００１５】

は前記初期値をランダムに生成する擬似乱数のための種

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するた

になるシード値と、実行すべき問題に関する情報データ

め、本発明のインターネットを介する並列処理計算委託

をホストコンピュータと交信し取得し、前記初期値を定

システムは、インターネットを介する情報提供サービス

めてモンテカルロ型最適解探索を行わせる情報サービス

事業者の少なくともＷｅｂサーバを備えたホストコンピ

送信／最適解探索手段と、前記最適解探索に際して、よ

ュータにおいて、並列処理計算課題を委託する企業、個

り良い評価関数の解を発見したときは、その解に関する

人を含む顧客のカスタマコンピュータからインターネッ

50

情報をクライアントコンピュータから受信し、データベ
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ースに記録し、その最適解探索とクライアントへの情報

【００２２】

サービス処理はクライアントコンピュータの切断により

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図に基づき

それらの通信は終了し、もしまた前記切断されない状態

以下に説明する。

にあれば、ホストコンピュータはクライアントコンピュ

【００２３】図１の本発明のインターネットを介する並

ータへ次のシード値を送信し、新しい初期値を定めさ

列処理計算委託システム１の構成を示す図である。

せ、次のモンテカルロ型最適解探索を繰返させる評価関

【００２４】図に示すように、この計算委託システム１

数解受信／その繰返し計算受信手段とを備えることを特

は並列処理計算課題を委託する企業・個人を含む顧客の

徴とする。

カスタマコンピュータ３０と、情報提供サービスを利用

【００１７】また、ホストコンピュータの前記情報サー
ビス送信／最適解探索手段は、前記メタ計算アプレット

するユーザのクライアントコンピュータ４０と、それぞ
10

れのコンピュータ３０、４０とインターネット２０を介

がクライアントコンピュータ上で起動を開始したとき、

して接続する情報提供サービス事業者のホストコンピュ

ホストコンピュータから実行すべき問題に関する情報デ

ータ１０とから構成される。なおここで、３０ａ、４０

ータとシード値を取得する前に、そのアプレットに対し

ａはＷｅｂブラウザ、４０ｂは後述するメタ計算用アプ

てクライアントコンピュータの計算資源の大きさを計測

レットプログラムを示す。

するためのベンチマークテストプログラムを実行させる

【００２５】前記クライアントコンピュータ４０は、オ

クライアント計算資源計測手段をさらに備え、カスタマ

フィスや家庭において一般に使用されるパーソナルコン

の計算要求のサイズとクライアントが提供する計算資源

ピュータ・ＴＶゲーム装置・携帯電話機・家庭電化製品

のサイズを整合させるため、予め指定した回数だけ前記

・自家用車等に内蔵されたＣＰＵ及びその関連装置、２

モンテカルロ型最適解探索の繰返し計算が可能かどうか

４時間連続稼働しているＷｅｂサーバ・ＦＴＰサーバ・

を前記ベンチマークテストによる結果と比較して評価し

20

ファイルサーバ・プリンタサーバを含む計算機、自動販

た計算システム全体の処理効率を高めることを特徴とす

売機・ファクシミリ・気象観測装置・データロガー等の

る。

計算機能が本来の目的ではないが２４時間稼働している

【００１８】また、モンテカルロ法による最適解探索の

機器に内蔵されたＣＰＵ及びその関連装置との何れでも

計算課題が、ニューラルネット型問題であるときは、前

利用可能である。

記初期値はシナプス荷重及びしきい値であることを特徴

【００２６】また、そのホストコンピュータ１０は以下

とする。

のように構成される。すなわち、１１はファイアウォー

【００１９】また、モンテカルロ法による最適解探索の

ルを含むＷｅｂサーバ、１２は情報提供サービス業務及

計算課題が遺伝的アルゴリズムによる計算の場合である

び並列処理計算受託業務等の処理手段を備えるアプリケ

ときは、前記メタ計算アプレットはクライアントコンピ

ーションサーバ、１３はデータベース１４を管理するデ

ュータのユーザに最適個体の選択を適宜指示する作業を

30

ータベースサーバ、１５は顧客及びユーザの利用履歴デ

クライアントコンピュータ画面に表示し、最適解とかけ

ータベース１４ｚにより少なくとも課金処理を行う業務

離れた悪い解が最適解として生き残るのを防止し、また

処理端末である。

その計算に寄与したユーザに促進計算量をポイントとし

【００２７】以上のように構成された並列処理計算委託

てホストコンピュータへ送信することを特徴とする。

システム１の概要を以下に示す。すなわち、インターネ

【００２０】また、前記ポイントを蓄積したユーザのク

ット２０を介する情報提供サービス事業者の少なくとも

ライアントコンピュータ間またはユーザーと情報サービ

Ｗｅｂサーバを備えたホストコンピュータ１０におい

ス事業者のホストコンピュータ、並列計算課題を委託す

て、並列処理計算課題を委託する企業・個人を含む顧客

るカスタマーコンピュータ間で匿名性を保って安全にポ

のカスタマコンピュータ３０からインターネット２０を

イントとサービス・物品・金銭とを交換するポイント交
換サービス手段を備えていることを特徴とする。

介し、前記計算課題を受託して、情報提供サービスを利
40

用する複数のユーザのそれぞれのクライアントコンピュ

【００２１】また、前記クライアントコンピュータは、

ータ４０よりの各種サービス要求に応答してインターネ

オフィスや家庭において一般に使用されるパーソナルコ

ット２０を介してそれぞれへ対応する情報提供を送信す

ンピュータ・ＴＶゲーム装置・携帯電話機・家庭電化製

るに際してそのサービス処理中のバックグラウンド処理

品・自家用車等に内蔵されたＣＰＵ及びその関連装置、

で前記計算課題をそれらの複数のクライアントコンピュ

２４時間連続稼働しているＷｅｂサーバ・ＦＴＰサーバ

ータ４０により分散処理して並列処理計算を行わせるメ

・ファイルサーバ・プリンタサーバを含む計算機、自動

タ計算委託システムであって、より詳しくはクライアン

販売機・ファクシミリ・気象観測装置・データロガー等

トコンピュータ４０が情報サービスを受け交信している

の計算機能が本来の目的ではないが２４時間稼働してい

時間が不定であることに対応して、その計算課題を解く

る機器に内蔵されたＣＰＵ及びその関連装置とを含むこ

に際し、演算時間を比較的短いプログラムをランダムに

とを特徴とする。

50

生成した初期値を元にして、個々の計算を独立して実行
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させ全体として膨大な回数の実行を行うモンテカルロ型

ス送信／最適解探索手段１２ｄである。

最適解探索の計算処理が行えるように、前記複数のプロ

【００３３】また手段１２ｅは、最適解探索に際して、

グラムを、接続されている複数のクライアントコンピュ

より良い評価関数の解を発見したときは、その解に関す

ータ４０に逐次送信し、ランダムに生成した初期値を元

る情報をクライアントコンピュータ４０から受信し、ホ

に独立に、また同時並行的に実行させ、そのクライアン

ストコンピュータのデータベース１４ｙに記録し、その

ト側に誤差を出力する関数を含む評価関数の値が良い解

最適解探索とクライアントへの情報サービス処理はクラ

をホストコンピュータ１０へ返送し、クライアント側の

イアントコンピュータ４０の切断によりそれらの通信は

寄与量に応じたポイントをホスト側のデータベース１４

終了するが、もし前記解を受信した後で未だ接続が終了

に記録するシステムである。
【００２８】ここで、ホストコンピュータ１０のアプリ

されていなければ、ホストコンピュータ１０はクライア
10

ントコンピュータ４０へ対して次のシード値を送信し、

ケーションサーバ１２は以下に示す手段１２ａ、１２

新しい初期値を定めさせ、次のモンテカルロ型最適解探

ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅ、１２ｆを備える。このホ

索を繰返させる評価関数解受信／その繰返し計算受信手

ストコンピュータ１０にアクセスするカスタマコンピュ

段１２ｅである。

ータ３０、クライアントコンピュータ４０の顧客、ユー

【００３４】以上示した手段１２ｃ、１２ｄ、１２ｅの

ザはパスワードなどにより顧客・ユーザ会員データベー

並列処理計算委託システム１の処理のフローチャート

ス１４ｘと照合し認証し、またその処理データ結果はデ

を、まとめて図２に示してある。

ータベース１４ｙに保存し、さらに顧客・ユーザ利用履

【００３５】次に、ホストコンピュータ１０のアプリケ

歴データベース１４ｚによりそれぞれ課金徴集、ポイン

ーションサーバ１２に備える情報サービス送信／最適解

ト付与を行う。

探索手段１２ｄはさらに以上に示すクライアント計算資

【００２９】手段１２ａは、複数のカスタマコンピュー

20

源計測手段１２ｆを備える。

タ３０からの前記計算課題委託依頼に応答し、少なくと

【００３６】すなわち、ホストコンピュータ１０から送

も演算プログラム・計算条件・計算資源等の項目欄を備

信されたメタ計算アプレット４０ａがクライアントコン

えた計算課題申込画面をそれぞれのカスタマコンピュー

ピュータ４０で起動を開始したとき、ホストコンピュー

タへ送信し、各顧客へ入力させたそれらのデータを受信

タ１０から実行すべき問題に関する情報データとシード

し、計算課題用データベース１４ａに蓄積する計算課題

値を取得する前に、そのアプレット４０ａに対してクラ

申込画面送信／入力課題受信蓄積手段１２ａである。

イアントコンピュータ４０の計算資源の大きさを計測す

【００３０】また手段１２ｂは、複数のクライアントコ

るためのベンチマークテストプログラムを実行させる手

ンピュータ４０からのアクセス信号に応答して各種サー

段１２ｆを備える。

ビス要求を入力できるサービス入力画面をクライアント

【００３７】この手段１２ｆによりカスタマの計算要求

コンピュータ４０へ送信し、各ユーザへ入力させたそれ

30

のサイズとクライアントが提供する計算資源のサイズを

らのデータを受信して、要求サービス受付用データベー

マッチングさせるため、予め指定した回数だけ前記モン

ス１４ｂに保存するサービス入力画面送信／要求サービ

テカルロ型最適解探索の繰返し計算が可能かどうかを前

ス保存手段１２ｂである。

記ベンチマークテストによる結果と比較して評価し、そ

【００３１】また手段１２ｃは、前記サービス入力画面

の計算システム全体の処理効率を高めることができる。

で入力したデータを受信したときは、それらクライアン

【００３８】以上に示した手段１２ｆのクライアントコ

トコンピュータ４０でそれぞれ前記計算課題を解くため

ンピュータ４０における処理のフローチャートを図３に

のメタ計算用アプレットとして生成して、そのクライア

示してある。

ントコンピュータ４０へ送信し、そのコンピュータ４０

【００３９】次に、より具体的に本発明のインターネッ

上で起動させるメタ計算用アプレット生成送信／起動手
段１２ｃである。

トを介する並列処理計算委託システム１を詳述する。
40

【００４０】なお以後、ホストコンピュータはホスト、

【００３２】手段１２ｄは、ホストコンピュータ１０か

クライアントコンピュータはクライアント、カスタマコ

ら送信されたメタ計算用アプレット４０ｂがクライアン

ンピュータはカスタマとそれぞれ略称して説明する。

トコンピュータ４０上で起動したことを示す信号をホス

【００４１】１．クライアント側の計算資源量を情報サ

トコンピュータ１０が受信すれば、そのクライアントへ

ービス等の対価として支払う方法具体的実施例。

要求サービスに該当する情報サービスの送信を開始する

（特定のホストが存在する場合）情報検索や画像配信等

と共に、バックグラウンド処理で前記アプレット４０ｂ

の情報サービスを受けている最中のクライアントは、ほ

は前記初期値をランダムに生成する擬似乱数のための種

とんどアインドリング状態にあるが、ハードディスクや

になるシード値と実行すべき問題に関する情報データを

メモリにも大きな空きがあることが多い。そこでホスト

ホストコンピュータ１０と交信し取得し、前記初期値を

側は情報サービスの開始直前にアプレットをクライアン

定めてモンテカルロ型最適解探索を行わせる情報サービ

50

トに送信し、情報サービスを提供している間、クライア
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12

ント上でそのアプレットを稼働させ、演算、情報保存、

場合にも、ホストから送ったアプレットは実行されな

クライアント側のユーザの認識・判断の入力（以下、こ

い。このようなケースではホストから情報サービスを提

れらをまとめて計算資源と呼ぶ）を受け付ける。ホスト

供してもクライアント側でなされた計算量を受け取るこ

側では、得られた計算または認識・判断結果をホストに

とができない。そこで、ホストから送ったアプレットと

適宜送信することで、クライアントの計算資源を利用す

ホストの間で暗号化された通信を行い、アプレットの実

る。

行を確認した上で、ホストの情報サービスを提供するよ

【００４２】その際、クライアントの計算機のハードウ

うにする。

ェア構成（ＣＰＵやメモリ量）の違いやユーザの対応の

【００４５】２．クライアントから収集した計算資源を

違いによってホストへ提供される計算資源量は大きく異
なる。すなわち、ホスト側から見た各クライアントの寄

カスタマにリセールする具体的実施例
10

（ポイントをどのように利用するか）ホストが存在する

与量は非常に大きく異なる。そこで、クライアントの寄

場合もしない場合でも、クライアントおよびホストはサ

与量に応じた得点（ポイント）をホスト側に記録し、ポ

ービスや計算資源の提供に応じてポイントを蓄積して行

イントに応じて情報サービス、本方式で蓄積された計算

くことになる。このポイントを集めることによって、以

資源、物品、現金等と交換できるようにする。

下のようなメリットを組み合わせて与える。

【００４３】クライアントが情報サービスを受けている

【００４６】（１）自分のジョブを他のクライアントに

時間が不定であるため、計算すべき問題はモンテカルロ

実行させる。このとき、実行してもらったジョブ量に応

型最適解探索に限定して、個別の計算結果が全体の計算

じてポイントを支払う。

に少しずつ寄与させる。モンテカルロ型最適解探索の計

（２）ホストまたは他のクライアントから情報サービス

算では、演算時間の比較的短いプログラムをランダムに

を受ける。このとき、得た情報サービスに応じたポイン

生成した初期値を元にして膨大な回数実行する必要があ

20

トを支払う。

るが、個々の計算は独立に実行できる。そこで、そのプ

（３）ポイントを有価物と交換する。十分な量のポイン

ログラムを多数のクライアントに同時並行的に送信しラ

トを持っていない大量のジョブを実行したい第三者（す

ンダムに生成した初期値を元に独立に実行させる。クラ

なわちカスタマ）はホストまたは十分なポイントを有す

イアント側で良い結果が得られた場合のみ計算結果を返

るクライアントからポイントを有価物と交換して必要な

送する。

ポイントを得る。

【００４４】ここで、ホストが提供するサービスの具体

【００４７】３．匿名性を維持しながら認証及びポイン

例としては、Ｗｅｂサイトや文献情報、タウン情報等の

ト移動を行う具体的実施例

検索サービス、静止画像や動画、音楽、フリーソフトウ

ポイント交換時においては以下の方法で匿名を保ったま

ェア等のダウンロード・サービス、チェスやオセロ等の

ま認証を行う。

対戦型ゲームなどが考えられる。静止画像や動画、音

30

（１）取引に関わるすべての者はそれぞれがｎ種の互い

楽、フリーソフトウェア等のダウンロード・サービスに

に相異なる暗号化によって不規則な数字に変換された以

おいては、ファイルのみを自動的にダウンロードする巡

下に示すＩＤ番号を持つ（下図）。ホストは取引に関わ

回ソフトを使用されると、クライアントでアプレットが

るすべての者の氏名、住所等の個人情報を有するが、裁

実行されずにファイルがクライアントに提供される。ま

判所等による正当な法的手続きに基づいた要求がない限

た、ホストからクライアント側へ送られるアプレットが

りこの情報は開示しない。これにより、取引を行う者が

Ｊａｖａ（Ｒ）で書かれており、クライアントがＪａｖ

正当な取引を行う限り、取引者間での匿名性は完全に保

ａ（Ｒ）を実行しないようにブラウザ等を設定している

証される。

ユーザ１のＩＤ

ユーザ２のＩＤ

０００００００１４２

０００００００１４７

０００００００１４７

００００００３２３４

００００００４３５４

００００００４５３４

００００３２４３２２

０４３４６７４３０３

００００００６７４３

１３８４７２６０９３

０５３９４３４５３０

５６０４３４４３４５

：
３５６７４５６４５６

…

ユーザｉのＩＤ

：

：

５４４６０２３４２３

５６３４３２３４２３

【００４８】（２）取引者Ｂから取引者Ａへ物品または

（例えば、下記の下線）。一度の取引においてＩＤ番号

データを送る見返りとして、ポイントＸを取引者Ａから

は一度しか使用しない。ＩＤ番号を使い捨てにすること

取引者Ｂへ送るとする。取引の合意が両者間で成立した

で、例え同じ相手と何度取り引きしてもお互いに同一人

時、ＡとＢはお互いに自分のＩＤ番号（ｎ種保有する）

物であることは認識されない。

から一つ選んでそれぞれ相手およびホストに送信する
ユーザＡのＩＤ

ユーザＢのＩＤ

( 8 )
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０００００００１４２

００００００２１４７

００００００３２３４

００００４０６３５４

００３４３２４３２２

０４１２６７４３０３

１３８３３３６０９３

０５４３４３４５３０

：

：

３５７８９６５４５６

２３２６０２６５２３

【００４９】（３）ホストはＡがポイントＸを保有する

取引を行うたびにカードを取引相手に渡すことで、相手

ことを確認したら、その旨を両者に知らせると同時にＡ

のＩＤ番号を記録する手間を省くとともに、同じＩＤ番

のポイントＸを減じ、ホストが一時的に預かる。
（４）Ｂは直ちに物品またはデータをホストに送信す

号を間違って使うことが避けられる。
10

【００５３】（２）取引者Ａが取引者Ｂから物品または

る。

データをその場で受け取れる場合、または受け取ること

（５）ホストはＢからの物品またはデータの受け取りを

が確実な場合には、その対価としてその場でポイントＸ

確認したら、その旨をＡ、Ｂに知らせると同時にＢのポ

を取引者Ａから取引者Ｂへ送りたいとする。取引の合意

イント数をＸ増やす。

が両者間で成立した時、ＡとＢはお互いに自分のＩＤ番

（６）Ｂがこの取引を契約通り履行しなかったことが判

号を一つ選んでそれぞれのＩＤ番号及び移動したいポイ

明した場合、ＡはＢのＩＤ番号をホスト及び警察または

ント数をホストに送信する。

裁判所へ通報し法的手段に訴えることができる。

【００５４】（３）ホストはＡがポイントＸを保有する

【００５０】この方法では、Ａ、Ｂが不正行為を行わな

ことを確認したらＡからＢへポイントＸを移動し、その

い限り双方の匿名性は保証される。各人が有するＩＤ番

旨を両者に知らせる。

号の数ｎはいくらでも大きくでき、たとえば２１００人

20

（４）ホストからポイントの移動を確認したらＡはＢか

がそれぞれ２１００種のＩＤ番号を有すると、全部で２

ら直ちに物品またはデータを受け取る。

２００種のＩＤ番号が必要となるが、これは２００ビッ

（５）後日、この取引に不正があることが判明した場合

トのデータで表現できる（註１）。

には、被害者は相手のＩＤ番号をホスト及び警察または

【００５１】この方法は物品またはデータをホスト経由

裁判所へ通報し法的手段に訴えることができる。

で送付しているが、ホストを経由する必要がない場合に

【００５５】（註１）２ｍ人にそれぞれ２ｎ種のＩＤ番

は以下の簡略化した方法で取引を行う。

号を発生させる具体的実施方法

【００５２】（１）取引に関わる者はそれぞれｎ種のＩ

各人のＩＤ番号は以下のようなｍ＋ｎ＋ｋビットの数字

Ｄ番号を持っている。各人はｎ種のうち、いくつのＩＤ

で表される。

番号をカードに記録して持ち歩いても良い。この場合、

【００５６】

のビット列はこの世界に一つしか存在し

応じた費用をカスタマから徴収する。ホストは最も効率

ない各人の真のＩＤ番号であり、本人とホストだけが知

よくカスタマの問題を処理するため、クライアントの計

っている番号である。

算資源をベンチマークテストで計測し、それぞれのクラ

は各人に２ｎ種のＩＤ番号を与

えるためのビット列である。

はホストが暗号強度の強

イアントの計算資源にあった問題を実行させる。これに

化及びポイントに関する情報を埋め込むためのビット列

より、カスタマの計算要求のサイズとクライアントが提

である。

供する計算資源のサイズにマッチングさせ、全体の処理

【００５７】ホストはｍ＋ｎ＋ｋビットを並び替え、ビ
ット反転、ローテート等の操作を行い暗号化する。ホス

の効率させる。
40

【００５９】このとき、高速な計算機を有するクライア

トは、ユーザの要求に応じてこの操作を行ったＩＤ番号

ントと低速な計算機を有するクライアントでは、同じ時

を発行する。ユーザはこの暗号化の方法及び

の部分の

間で実行する計算量には大きな差が生じる。そこで、ク

発生ルールを知らないため、他人のＩＤを勝手に作成す

ライアントで実行した計算量に応じたポイント（点数）

ることはほとんど不可能である。

をクライアントに提供し、ホストはクライアントごとに

【００５８】（ベンチマークテストによるポイントの合

それぞれポイントを加算し記録する。クライアントは獲

理的評価）クライアントの計算資源のサイズとメタコン

得したポイントに応じて、カスタマとしてホストが提供

ピューティングによって計算したい問題を有するカスタ

する計算資源を利用する権利を与えられる。

マ（顧客）が必要とする計算資源のサイズは必ずしも一

【００６０】このポイント方式によって、計算資源、情

致しない。そこで、情報サービスを実施しているホスト

報サービス、キャッシュ（現実社会で使用されている貨

側には複数のカスタマの問題を蓄積しておき、計算量に
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幣）が相互に交換可能になるため、インターネットにお

( 9 )
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ける取引での流通を円滑に行うことが可能になる。

ルゴリズムで人間の顔のパターン認識を行う人工ニュー

【００６１】４．ユーザの認識・判断等の仕事をメタコ

ラルネットワーク（以下、ＮＮ）を生成するものとす

ンピューティングにおいて利用する具体的実施例

る。そして、パターン認識を正しく行うＮＮ内部のシナ

ホストから得たいサービスが巨大ファイルのダウンロー

プス荷重等のパラメータを遺伝的アルゴリズムで最適化

ドのような無人で達成されるものである場合、ユーザは

するものとする。遺伝的アルゴリズムの１ステップでは

そのサービスを受けている期間中、退屈である。このユ

パラメータの変異（ランダマイズ）等の処理によってｍ

ーザに誰でも出来る比較的簡単なパターン認識等の問題

種の子供のＮＮが新たに生成されるとし、それぞれの認

やそのユーザが得意とする専門領域の問題を提示し、そ

識結果がテストされ最も評価値の最も高いものが自動的

の仕事量に応じたポイントをクライアントコンピュータ
が提供した計算資源量に上乗せしてホストは提供する。

に選択される。そして、これを少しだけ変異させて更に
10

子供を生成させる。この繰り返しによって最適なＮＮを

ユーザが実施可能なこの仕事には、以下のような具体的

得ることが遺伝的アルゴリズムによる最適化である。し

実施方法がある。

かし、人間の顔をどのＮＮが一番正しく認識したかを評

【００６２】（１）遺伝的アルゴリズム等のモンテカル

価するためのプログラムが必要であるが、このソフトは

ロ型計算に利用する方法

別途用意しなければならないが、これはここで生成した

遺伝的アルゴリズムによる計算の場合、最も良い個体を

い「人間の顔のパターン認識を行う人工ニューラルネッ

評価する評価関数に大きな評価ミスがごくまれにあるだ

トワーク」よりも難しい可能性がある。

けでも、最適解とはかけ離れた悪い解が最適解として生

【００６５】そこで、その評価を行うプログラムの代わ

き残る場合がある。この問題を回避するためには、人間

りにユーザが判定を行うことで、上記の作業を行う。例

が最適個体の選抜を適宜指示するだけでも良い解の探索

えば、ｍ種のＮＮがそれぞれ顔の認識をした結果を画面

を効果的に行うことができる。しかし、この作業は非常

20

に表示したとしよう。不完全ながらＮＮの認識結果を判

に単調である一方、精神集中を必要とする作業である。

定するプログラム（以下、判定プログラムと略記）と人

【００６３】そこで、クライアント側で実行中のアプレ

間の判定を行う場合を比較してみる。もし判定プログラ

ットが行っている計算に人間の寄与があり、それによっ

ムとユーザは食い違った判定結果を提示したときには、

て計算が促進された場合には、その促進された計算量を

信頼性が高いのは人間の判定結果であるとする。すなわ

ポイントとしてクライアントに提供する。このポイント

ち、下記のように、ユーザが２番目のＮＮが最も良く顔

により人間の寄与を確保するとともに、人間が有する細

の認識をしていると判定したのに対し、判定プログラム

切れの時間を価値のある労働として活用する。

は３番目のＮＮが最も良いという判断をした場合には、

【００６４】（具体的実現方法の例）例えば、遺伝的ア

判定プログラムの評価が誤っている。

ｍ種のＮＮの計算機による評価

ユーザが評価

ｆ（１）＝０．７

ｆ（１）

ｆ（２）＝０．５

ｆ（２）

ｆ（３）＝０．７１

ｆ（３）

ｆ（４）＝０．６９

ｆ（４）

：

：

ｆ（ｍ）＝０．４

ｆ（ｍ）

【００６６】判定プログラムがｆ（３）を最適と判断し

る大規模最適化計算を高速化するのに利用しやすい。

続けると、人間の判断からは２番目のＮＮの方が優れて

【００６８】上記以外に、ユーザの認識作業が寄与でき

いるにも関わらず、３番目のＮＮの子孫が増殖し続ける

る問題には以下のようなものがある。

ため、ソフト開発者にとって好ましくない方向に最適化
が進んでしまう。ユーザが判定プログラムの誤判定を見

・セールスマン巡回問題のように最短距離を求める問題
40

ユーザは、もっとも最短距離に近そうな解の候補を提示

つけたら、その誤りを指摘し正しい判定結果を入力する

する。

という作業を適宜行えば、進化が正しい方向に修正され

・タンパク質の３次構造における最小エネルギー状態を

る。このように、人間のパターン認識能力なみに精度の

求める問題

高い判定プログラムを必要とする場合でも、ユーザが直

ユーザは一番安定しているよう見える構造を選んで提示

接、判定等の評価作業を行うことで「顔認識ソフトウェ

・株価を最も正確に予測するソフトを構築する問題

ア」のように従来のプログラミングでは開発が難しいソ

ユーザは予測結果と実際の株価トレンドから最も良い予

フトウェア開発を効率的に行うことができる。

測したソフトを選んで提示

【００６７】ユーザによる判定作業は、この例のように

・クルマ等多数の選択肢を有する商品デザインの最適化

遺伝的アルゴリズムのようなモンテカルロ型計算に組み

問題

込みやすく、本発明によるメタコンピューティングによ

50

色、模様、各部のサイズ等が異なる商品からユーザは自
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分の感性に最も合致した商品デザインを選択して提示

提供したとする。そのとき、ユーザはコンテンツ閲覧の

【００６９】（２）パターン認識を直接行う方法

見返りとして計算資源を提供することになる。この計算

文字認識等のパターン認識装置によるパターン認識では

資源の一部をポイントで換算し、そのポイントをコンテ

必ず誤認識がある。パターン認識装置が認識できなかっ

ンツ情報提供ユーザは受け取る。

たパターンの正解情報はそのパターン認識装置の改良に

【００７５】（６）細切れの時間を利用して指先だけで

非常に重要な情報である。誤判定された情報の正解を入

できる作業

力する作業は人間にとっては誰でも出来る比較的単純な

ｉ−モードやモバイル端末を使って接続するユーザは、

問題であることが多いため、この正解判定問題をユーザ

電車の待ち時間等に細切れの時間を利用して、上記の作

に提示し、ユーザは作業量に応じたポイントを受け取
る。

業を行うことができる。しかしながら、歩行中等ディス
10

プレーを見ることが難しい状況でも実行できる単純な仕

【００７０】ただし、ユーザが誤判定する可能性もあ

事として、

る。この誤判定の確率を減らしたい場合には、複数のユ

・事故や傷害等の事件の発生通報

ーザに同じ作業を依頼する。すなわち、ホストは全く同

・出店計画やマーケティングで必要となる、特定の場所

じ問題を複数のユーザに提示し、多数決によって真の正

・特定の時刻・特定の季節に見かける人間の数や身につ

解を求める。正解を提示していたユーザにはボーナスポ

けているもの等に関する情報の入力

イントを割り増し提供する。あるいは誤答を提示したユ

【００７６】（本発明の実施に必要な多数のクライアン

ーザからペナルティとして提供するポイント数を減ら

トを確保する方法）本発明では多数のクライアントが接

す。これらにより、ユーザの作業に対するインセンティ

続されている必要がある。また、Ｊａｖａ（Ｒ）言語と

ブを向上させることが出来る。

通常のブラウザで実現する場合、クライアントが実行す

【００７１】他にも、このようなパターン認識作業は数

20

るブラウザはＪａｖａ（Ｒ）アプレット（以下、アプレ

多くあり、例えば以下のようなものがある。

ット）が稼働できるように設定されている必要がある。

・一人暮らしの高齢者や病人が発する家電製品の電源の

多くのブラウザのセキュリティ設定でＪａｖａ（Ｒ）ア

オン・オフ、心拍数、呼吸数、移動や動作に伴う加速度

プレットやＪａｖａ（Ｒ）スクリプトの実行を禁じるこ

等の情報から、異常の有無の判定

とが可能であるが、セキュリティ対策等のため実行でき

・駐車場に駐車している車のナンバーの認識

ないようにしているユーザは多い。そこで、以下のよう

・ショーウインドー、工場、温室、畜舎等の特定場所に

な方法を採る。

設置されたの温湿度計等計器の読みとり

【００７７】（１）アプレット起動の確認

【００７２】（３）専門的知識を活用する方法

ホストからクライアントへ送られたアプレットは起動

動植物・微生物の種判定のような生物種同定問題では専

後、ホストとの間で暗号化された通信によって認証を行

門的知識が必要であるが、専門的知識と経験のある者に

30

いアプレットが起動したことを確認し、クライアントへ

とっては比較的単純な作業である。こういった作業がで

のサービスの提供を開始する。したがって、ブラウザの

きるユーザは、この作業を行った量に応じてポイントを

設定がアプレットを実行できないようになっていると、

受け取る。

ユーザはサービスを受けることが出来ない。

【００７３】（４）アンケートに答える方法

【００７８】（２）アプレット型サービスとの組み合わ

商品のデザインや機能等に対する印象や問題点・利点・

せによるアプレット実行環境の確保

改善点の指摘などに答えるアンケートへの解答作業は不

ユーザがアプレットを実行しないように設定する理由

特定多数のユーザが参加可能な比較的簡単な作業であ

は、セキュリティ問題の他にアプレットが起動するまで

る。ユーザはアンケートに答えた量に応じてポイントを

に多少時間がかかることである。そのため、アプレット

受け取る。
【００７４】（５）オリジナルコンテンツを入力する方

を使うことがそのままサービスになるようなホストの構
40

成とする。アプレットで実現または提供する方が実現し

法

やすいサービスには、ゲーム、チャット、電子掲示板、

料理のレシピ、美味しい飲食店の場所や特売情報といっ

電子会議、音楽・画像配信、テレビ電話、ニュース配

た特定のニーズのあるコンテンツに関する情報をユーザ

信、オフィススイート（表計算ソフトやワープロソフト

が入力すると、その情報量に応じたポイントを受け取

のセット）、メーラーなど非常にたくさんあるため、本

る。この時、情報を提供したユーザが受け取るポイント

発明はこういったアプレット型サービスと組み合わせる

をどれだけにするかを合理的に決定する必要がある。そ

ことで、実行環境を整えることができる。

の実施方法として、以下のような方法がある。そのコン

【００７９】（３）ホスト提供サービスとのポイントの

テンツを見たいユーザがホストに実際にアクセスしてこ

共通化

のコンテンツを見ている最中に、本発明によるメタコン

（２）で例示したサービスにおいて、ゲームのようなサ

ピューティングの仕組みによって、計算資源をホストに

50

ービスにおいてはゲームで得たスコアに応じてポイント

( 11 )
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への加算を行う。すなわち、ユーザはゲームの実行中に

ずにこの取引が成立することを防止するため、ホストは

ホストへ提供した計算資源とは別に、ゲームのスコア

以下のようなサービスを提供し、ユーザは用途に応じて

（チェスやオセロ等の対戦型ゲームにおいては勝敗）に

使い分ける。

応じたポイントをボーナスとして得ることができるよう

【００８５】ａ．単純な送付

にすることで、より多くのユーザをより長時間確保する

ホストがＢからあらかじめデータを受け取っておき、ポ

ことができる。

イント移動と同時にそのデータをＡへ送付。

【００８０】（４）良い解を得たときのボーナスポイン

【００８６】ｂ．暗号化による送付

ト

Ｂから受け取ったデータをホストが暗号化し、それをＡ

クライアントでなされた計算がある目的変数を最適化す
るという最適化問題である場合、ホストに保存されてい

に送付。ポイント移動と同時にそのデータを解読するた
10

めの解読用キーをＡへ送付。

る最良解よりも良い解が得られたときにはボーナスポイ

【００８７】ｃ．双方に信用がない場合の送付方式

ントをそのクライアントのユーザに提供し、ユーザの接

ａ、ｂどちらの方法も、Ｂが偽のデータを送った場合に

続意欲を向上させる。

でも取引が成立してしまう。したがって、これらは、Ｂ

【００８１】（５）良い解を得たときのみポイントを支

が信用のある法人等である場合に有効である。Ｂに信用

払う方法

がない場合の取引の方法として、Ｂが送ったデータが満

クライアントから提供された計算資源に応じてポイント

足できない場合、ＢがＡから得たポイントの全てまたは

を支払う代わりに、ホストに記録されたその辞典での最

一部をホストがペナルティとして取り上げる。このペナ

適解よりも良い解を見つけたときのみにボーナスポイン

ルティの割合はＡとＢの合意で決定する。また、ＡがＢ

トを支払う方式も併用される。クライアントの計算総量

から得たデータが満足できるものであったにも関わらず

が大きいほど最適解を得る確率は高くなるため、ポイン

20

不満を表明する場合もあり得る。これを防止する方法と

トを得られる期待値は計算資源を綿密に計測する場合に

して、Ａのポイントをあらかじめデポジットとして取引

近くなる。この方法は、メタコンピューティング全体の

ポイント数に応じてあらかじめ決められた一定のポイン

運用を簡略化できる。また、クライアントは実際に良い

ト数をホストが取引に際して預かる。Ａの不当な不満に

解を得たときにのみホストに接続あるいは電子メール等

対してＢが不満を表明した場合には、自動的にこのデポ

の方法で結果を送信してポイントを得れば良いため、ク

ジットをペナルティとしてＡからホストが取り上げる。

ライアントはネットワークへの接続回線を切って長時間

すなわち、取引において最悪のトラブルが起こった場合

オフライン状態してもメタコンピューティングに参加で

には、Ａ、Ｂの双方が取引ポイント数に応じたペナルテ

きる。

ィを受ける。これにより、トラブルを心理的に防止する

【００８２】（６）ユーザ間でのポイント交換

とともに、トラブルをしばしば起こすユーザはペナルテ

ポイントをユーザ間で交換できるようにすることでユー

30

ィで保有ポイント数が減るため、取引に参加しにくくな

ザがポイントを集める意欲を向上させる。ポイント交換

って来る。

はポイントの捏造等の不正を防止するため、以下のよう

【００８８】５．ニューラルネットワーク及び遺伝的ア

な方法で行う。なお、この方法は本発明以外の類似のポ

ルゴリズム等のモンテカルロ型計算における具体的実施

イント交換にも適用できる可能性がある。ユーザごとに

例

ＩＤおよびパスワードをホストに登録を行い、ポイント

（１）計算すべき問題の動的評価

を交換したい双方の認証を行った上で、交換するポイン

ニューラルネット及び遺伝的アルゴリズムはモンテカル

ト数および移動方法に関する双方の合意を取り、合意が

ロ法による最適解探索の計算方法の一種であるが、解く

得られた場合にはポイントを移動させる。

ことができる問題の種類は非常に幅が広いという汎用性

【００８３】移動方法には次のような方法がある。
１）単なる移動

を備えている。しかし、同時にモンテカルロ型計算にお
40

いては単純な計算を非常に多くの回数実行することで計

ユーザの双方が認めたポイント数を、双方が合意した方

算を行う必要があり、ある程度の計算の繰り返しを行わ

向へ移動。この際にはホストが手数料として一部のポイ

ない有用な計算結果が得られない。そこで、クライアン

ントをホストが徴収するように設定する場合もある。

トのメモリサイズに合わせて解くべき問題のサイズを決

【００８４】２）ユーザ間のデータ交換と同時にポイン

め、予め指定した回数だけ繰り返し計算が可能かどうか

トを移動

をベンチマークテストで評価しながら、クライアントの

ポイントを交換したいユーザをＡ、Ｂとする。このと

計算資源を最大限使用する。

き、ＡはＢからあるデータ（文書、暗証番号、音楽・映

【００８９】（２）ニューラルネット型問題における通

像ファイル、プログラムなど）を確実に受け取ったこと

信トラフィックの節減

を確認してから、ポイントをＢに移動するという条件で

ニューラルネットによる計算では、成果物としてホスト

この取引をしたいとする。悪意のあるＢがデータを送ら

50

に送信すべき計算結果は、シナプス荷重としきい値であ

( 12 )
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るが、この情報量は非常に大きい。あるクライアントで

流れの具体例

せっかく良い計算結果が得られたとしても、結果を送信

ホストは多数のクライアントに情報サービスを提供す

中にクライアントが切断（ログオフあるいは別のホスト

る。クライアントは、ホストに接続している間は自己の

に移動）した場合、その計算結果は無に帰してしまう。

計算資源の一部を情報サービスの対価としてホストに提

従来の情報圧縮技術を用いて情報を圧縮したとしても情

供する。情報サービスの対価以上にクライアントが計算

報量はやはり大きく、データ返送中の切断によるリスク

資源を提供した場合には、その寄与量に応じたポイント

は大きい。

をホストに蓄積する。このポイントは他の計算資源の利

【００９０】ニューラルネットのような問題では解くべ

用権や情報サービスの利用権であり、適切なレートでキ

き問題は学習サンプルのデータセットとシナプス荷重及
びしきい値の初期値である。学習サンプルはサーバ側か

ャシュ（金銭）と交換可能である。
10

【００９５】カスタマはホストにキャッシュを支払い、

ら送られるが、シナプス荷重及びしきい値の初期値は特

モンテカルロ計算を依頼する。ホストはカスタマから徴

定の数値をシード（乱数発生のための種になる数値）に

集した収益の一部をクライアントへの支払いに充てる。

した疑似乱数であり、クライアント側で生成できる。そ

図４（ａ）は計算資源の流れである。クライアントの計

こで、疑似乱数発生用のシーズの値のみをホストからク

算資源はホストが集積し、計算結果をカスタマに伝達す

ライアントに送信し、クライアントで既存の解よりも良

ることで、計算資源はカスタマに間接的に提供される。

い解（誤差等の評価関数の値が良い解）が見つかった場

クライアントで実行する問題がニューラルネット型の場

合には、良い解が見つかったことをホストに知らせ、ホ

合には、クライアントからホストへ送付される計算結果

ストは新しいシーズをクライアントに送信し、クライア

は初期条件を生成した乱数のシード及びそのとき得られ

ントは時間を無駄にすることなく次の計算に取りかか

た評価関数の値のみである。

る。

20

【００９６】図４（ｂ）は情報サービス及びキャッシュ

【００９１】カスタマが最も良い解の全情報（学習によ

の流れである。クライアントはホストが提供する情報サ

って得られたニューラルネットのシナプス荷重及びしき

ービスまたはキャッシュの支払いをインセンティブとし

い値）をホストに要求した際には、ホストはホスト上で

てホストに接続する。ホストはカスタマに対して、計算

そのシードを使ってクライアントと同じ計算を再現し、

代行を行うことでキャッシュまたはポイント、あるいは

要求された全情報を提示する。また、通信を簡略化する

それに相当する情報サービス等の支払いを受ける。

ためシードのみをカスタマに提供する場合や、あるいは

【００９７】

未知のデータに対して得られたニューラルネットを用い

【発明の効果】本発明のインターネットを介する並列処

て認識処理といった付加価値を追加したサービスをカス

理計算委託システムは以下に述べる効果を奏する。すな

タマに提供する場合もある。

わち、インターネットに接続されているコンピュータは

【００９２】６．バナー広告の代わりにＪａｖａ（Ｒ）

30

ほとんどアイドリング状態にあるが、この計算資源を有

アプレットをクライアントに送信し、クライアント・リ

効利用できる。

ソースを計算資源として利用する具体的実施例

【００９８】クライアントで実行する計算を汎用性の高

検索サービスや画像配信等コンテンツ提供を無料で行う

いモンテカルロ型計算問題に限定することで、クライア

Ｗｅｂサーバにおいて、無料コンテンツサービスを行う

ントに小さなプログラムサイズのアプレットを送信する

Ｗｅｂサーバの主な収益源はバナー広告であるが、前項

だけで済み、クライアントが情報サービスを受けている

４、５の方法によるＪａｖａ（Ｒ）アプレットはバナー

不定期間の時間を有効に利用できる。

広告と大差ないファイルサイズに納めることができる。

【００９９】モンテカルロ型計算の例としては遺伝的ア

これにより、サービス開始までの待ち時間を増やすこと

ルゴリズムによる最適化問題、ニューラルネットによる

なく、クライアントユーザはバナー広告のないすっきり
した画面でサービスを受け取ることができる。

パターン認識などがあり、時系列データの変動パターン
40

から未来を予測する株価予測・為替レート予測に利用す

【００９３】クライアント側へ送信されたＪａｖａ

ることができる。例えば、株価予測コンサルティグビジ

（Ｒ）アプレットは計算を実行するのと同時にホストに

ネスを行いたい場合、精度の高い株価予測を短時間で行

実行開始状態になったことを送信する。ホストはクライ

う予測モデルを遺伝的アルゴリズムやニューラルネット

アントがＪａｖａ（Ｒ）アプレットを実行したことを知

で作成するためには、莫大な計算量を必要とする。この

ってから、クライアントへのサービスを開始する。クラ

計算量を既存のスーパーコンピュータを用いて確保する

イアントのブラウザがＪａｖａ（Ｒ）アプレットの実行

場合、１回の予測に要する計算時間に相当するスーパー

を許可していない場合にはクライアントユーザはサービ

コンピュータの減価償却費が予測に要するコストであ

スを得ることができないため、サービスと計算量を確実

る。本発明ではこれより少ないコストで予測することで

に交換することができる。

株価予測コンサルティグビジネスを実施したい者をカス

【００９４】７．カスタマ・ホスト・クライアント間の

50

タマとして確保できる。また、ホスト運営者が自ら株価

( 13 )
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予測コンサルティグビジネスを行うことができる。

委託システムの構成図である。

【００１００】本発明が適用可能なビジネスとしては株

【図２】本発明の並列処理計算委託システム全体の動作

価予測の他に、ＤＮＡやアミノ酸の配列の解析、タンパ

の流れを示す図である。

ク質の構造計算、生物個体や生物個体群、生態系の動態

【図３】本発明の委託システムのクライアントコンピュ

解析と予測、国際的なマネフローの動態解析と予測など

ータにおけるアプレットの処理の流れを示す図である。

ができる。

【図４】本発明の計算資源・情報サービス及びキャッシ

【００１０１】情報サービスの提供に対して対価を得る

ュの流れの説明図である。

ためには、従来はユーザに直接課金するかバナー広告に

【符号の説明】

よって間接的に課金するしかなかった。本発明は、第三
の方法として、ユーザからユーザが使用している計算機

１
10

インターネットを介する並列処理計算委託シス

テム

の計算資源を徴集することを技術的に可能とする。

１０

【００１０２】ポイント方式によって、細かな計算資

タ（ホスト）

源、細かな情報サービス、細かな労働、キャッシュ（貨

１１

ファイアウォールを含むＷｅｂサーバ

幣）が相互に交換可能になるとともに、これらを円滑に

１２

アプリケーションサーバ

流通させることが可能になる。従来の電子マネーでは貨

１２ａ

計算課題申込画面送信／入力課題受信蓄積手

幣としての裏付けが信用による裏付けしかなく、また、

段

独自の電子マネーによる決済サービスを行う業者が乱立

１２ｂ

すると貨幣としての相互交換が困難となるため、普及は

段

進んでいない。本発明による方法ではクライアントで実

１２ｃ

メタ計算用アプレット生成送信／起動手段

施した計算量をポイントで表現し、これは電子マネーの

サービス入力画面送信／要求サービス保存手
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る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のインターネットを介する並列処理計算
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