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背景背景

ボランテ ア ンピ テ ングとは？ボランティアコンピューティングとは？

ボランテ ア ンピ テ ングの利用例ボランティアコンピューティングの利用例

クラウド等と比較した場合の特長と問題点クラウド等と比較した場合の特長と問題点
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背景

ボランティアコンピューティング(VC)
インターネット等を通じ 多数のボランティア参加者から得られるインタ ネット等を通じ、多数のボランティア参加者から得られる
余剰計算能力を用いて大規模な並列分散計算を行う

VCの仕組み
①参加者を集める

②参加者 パ 計算問題を

VC管理者

②問題②参加者のパソコンに計算問題を
配布・遊休時間に実行してもらう

③それぞれの計算結果を集めて利用
インターネット

②問題
配布

③回収・利用

③それぞれの計算結果を集めて利用

④参加者には貢献度に応じた
ポイント・特典等が付与される

①ボランティア参加者のパソコン

計算結果
実行
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VCの利用例１：宇宙人からのメッセージ探索

SETI@home
カリフォルニア大学バークレー校の運営(1999年～現在)
参加者数 520万人以上、実効性能769 TFLOPSを達成
参加者特典：宇宙人の第一発見者と認められる

FFT等で解析・ノイズ以外の

外宇宙
からの
電波信号

有意性を持ったメッセージは？

電波信号

トラックで
郵送郵送

参加者

アレシボ天文台＠プエルトリコ バークレー校 107秒・0.35MB
（ジョブ1個分）

データ分割
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VCの利用例２：その他

FightAIDS@home
数百万通りの薬品候補からAIDS治療に
見込みのある組合せ等を計算 検証見込みのある組合せ等を計算・検証

F ldi @h

HIVプロテアーゼ阻害剤TL-3等

Folding@home
たんぱく質の折り畳み構造(folding)を解析し，
たんぱく質由来の疾病（アルツハイマー・がん・狂牛病等）の治療薬を作る
世界 高性能の分散コンピュータとしてギネス記録(1000TFLOPS, 2007年)
家庭用ゲーム機「PS3」でもボランティア参加が可能

参考：2007年当時のスパコンの性能 478 TFLOPS (BlueGene/L)
Quake-Catcher

ノートPCの3次元加速度センサが感知した地震情報をサーバに集約
地理的に分散した各参加者からの情報に基づき 震源等を特定

参考：2007年当時のスパコンの性能 478 TFLOPS (BlueGene/L)

地理的に分散した各参加者からの情報に基づき，震源等を特定

AlmereGrid
オランダ・アルメレ市による世界初の市主導VC（2004年～？）
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VCの特長

安価

構築費・運用費は管理ノード分のみ（数十万円程度）

スーパーコンピュータ京：構築費1120億円・運用費80億円/年
TSUBAME2.0：構築費34億円・運用費2億円/年

ク ウド ピ グと比較 も安価クラウドコンピューティングと比較しても安価[1]
Amazon EC2 43000$～/月⇒VC 5000$/月 (ほぼ管理者の給与)

高性能高性能
１０００TFLOPS以上のスパコンと同等以上の性能を達成可能

家庭用ゲームPS3や，スマートフォンでの参加も可能(2013年～)家庭用ゲ ムPS3や，スマ トフォンでの参加も可能(2013年 )

即座に構築可能
BOINC等のVCミドルウェアを利用，即日運用開始可能

参加者に魅力的な特典を用意（電気代還元・ゲーム内限定アイテム等）

6[1] D. Kondo, et.al, ``Cost-Benefit Analysis of Cloud Computing versus Desktop Grids",
In Proc. of the 2009 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing, pp.1-12, 2009.



VCの欠点・問題点

計算結果の信頼性

パソコンの故障等による「誤り」の発生
適当な計算結果を返し
特典を不正取得

パソコンの故障等による 誤り」の発生

悪意ある参加者による多数の誤り生成
特典を不正取得

計算処理の安定性

参加者は任意のタイミングで計算を止めることが出来る

参加者数や提供される性能は時間的に変化 計算放棄
システム離脱

計算可能な問題種の制限

パソコン1台で実行可能なレベルに分割する必要あり

個人情報等を扱うデータは，一般参加者に配布できない？
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研究紹介（渡邊分）
計算結果の信頼性保証

信頼性保証の効率的な実現

スケジューリングによる計算安定性の向上

参加者間P2P通信による大規模タスク実行

多数の参加者を集めるためのWebベースVC
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計算結果の信頼性保証

従来の信頼性向上手法「冗長化と多数決」
現行VCのほぼ全てで利用されている手法（BOINC含む）現行VCのほぼ全てで利用されている手法（BOINC含む）

同じ計算問題を複数の参加者に配布し，多数決を行う

提案法：「参加者の信頼度評価」による多数決の重み付け提案法 参加者の信頼度評価」による多数決の重み付け
抜取検査の通過回数等から，各参加者それぞれについて
正しい結果を返す確率の下限（信頼度）を求める

計算結果の信頼性を保証（θ%以上で正しい）を実現するため計算結果の信頼性を保証（θ%以上で正しい）を実現するため，
θ以上の確率で「正しい」と確信できるまで動的に冗長化を行う

参加者

計算問題：１＋１は？
従来法では

単純に票数の多い３を採択

２ ２
３信頼度

の大きさ

３ ３ 提案法では

信頼度の大きい２を採択

9



信頼性保証の効率的な実現

「参加者の信頼度」をどう評価するか？
多数の検査を行うほど信頼度は上がるが多数の検査を行うほど信頼度は上がるが，
検査実施のためシステム全体の性能が下がってしまう

それぞれの多数決を「不完全な検査」として利用それぞれの多数決を「不完全な検査」として利用
A A A計算問題

A1信頼度
の大きさ

A1 A2 多数派であるA1を返した
参加者の信頼度up

B B B 次回以降の多数決では
・A1派が採択されやすく
・A2派は採択されにくい

B1 B1
B2信頼度

の大きさ

A2派は採択されにくい

多数決を抜取検査の代替として利用し
平均３０％以上の高速化を達成
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スケジューリングによる計算安定性の向上

VC上で安定した計算を実行するために
投入

応答 離脱するかも？

「一定時間内に」「一定確率以上で」
多数決結果の確定を行う必要がある

応答 離脱するかも？

既存VC 提案手法

単純なジョブ
確

グループベース
スケジューリング

単純なジョブ
スケジューリング

（各ジョブを3台に配布）

信頼度と離脱確率予測に
基づいて参加者をグループ化A Bジョブ

スケジュ リング

参加者

計算
時間

A A B B B
×
離脱

B

×
離脱

遅い参加者に合わせて「多数決待ち」時間が発生

計算結果

待ち時間 離脱があっても一定時間内に
多数決を確定できる

離脱
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遅い参加者に合わせて「多数決待ち」時間が発生



参加者間P2P通信による大規模タスク実行

分割できない計算タスクを複数の参加者で実行
ワーカキャパシティ
（メモリ容量等）

可能な限り

参加者4台で疑似的なクラスタを形成
1台では実行できない大規模タスクを4台で

大規模科学技術計算タスク

分割

①計算問題要求

②クラスタ形成指示
相互のIP提示①計算問題要求

キャパシティ通知

相互の 提示
（NAT越えは困難） 予備ノード

同一組織・サブネット内の参加者 ③計算の実行 状態監視
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多数の参加者を集めるためのWebベースVC
VCへ参加するための手続きを簡略化

従来：従来：

起動

ログイン

プロジェクト選択

グイ

提案：指定URLへ
アクセスするだけで簡単参加

HTML5 / WebRTCを用いて参加者間P2P通信可能HTML5 / WebRTCを用いて参加者間P2P通信可能

ブラウザからネィティブアプリ起動可（既存VC用タスクの利用）

既存VC用タスクをLLVMによりJavascript等に変換・実行制御
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関連プロジェクトの紹介

Legion：Webブラウザベース分散計算システム

FTA：VCの実トレースデータの公開・分析
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Legion：Webブラウザベース分散計算システム

Microsoft Silverlight上で
各プログラムを動作させ各プログラムを動作させ，
ブラウザのみで分散計算を実現

タスクの冗長化なし

参加者（ク イ ） サーバ（管理ノード）

タスクの冗長化なし
悪意ある参加者へ対応不可
（そのままではVCへ転用不可）

[参考]http://www.codeproject.com/Articles/22433/
Legion Build your own virtual super computer with

参加者（クライアント） サ バ（管理ノ ド）
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FTA：VCの実トレースデータの公開・分析

FTA(Failure Trace Archive)
SETI@homeを初めとした25種の実VCのトレースデータ

参加者数40～226,208人 / 期間 1か月～5年のデータ

各種イベントの発生時刻を秒単位で記録

ザシ トダウン ドウ ア障害 ソフトウ ア障害等ユーザシャットダウン・ハードウェア障害・ソフトウェア障害等

MySQL等の各種フォーマットで提供

大規模VCシステムのリアルなシミュレーション・性能評価が可能

[参考] http://fta.scem.uws.edu.au/
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まとめと今後の展開

ボランティアコンピューティング(VC)を用いることで
安価・高性能な計算システムを即座に構築することができる安価 高性能な計算システムを即座に構築することができる

既知の問題点はほぼ解決へ
計算の信頼性・安定性向上計算の信頼性 安定性向上

ただし個人情報等を扱うのは困難

今後のVCの展開予測
VCで対応可能な問題種の増加⇒小規模VCの増加・様々な用途で利用

VCへの参加方法がより容易で多様になる
Webベースのクライアント：指定URLにアクセスするだけで参加

オンラインゲームソフトにクライアント付随：管理者・参加者の双方にメリット

オープンデータの計算プラットフォームとして有望？
膨大なデータを地域で処理・活用，情報の地産地消へ
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