情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2015-DPS-165 No.12
2015/12/11

拡張文字列を用いた CG 構造化データの高速構文解析手法
坂下善彦†1

渡邉優太†2

グラフィックスの形状モデルデータから描画データへの実時間変換処理を，意味構造を持つ文字列を正規表現で定義
し，構文解析と文字列照合を行い，更に特定文字列を抽出するアルゴリズムを提案し，その実現可能性を示し，更に
ハードウェア指向処理および並列処理への適用の有効性を論じる ．

Proposal of fast syntactic analysis method using the extended pattern
matching for the CG model data
Yoshihiko Sakashita†1

Yuta Watanabe†2

Real-time conversion process from the graphics of the shape model data to the drawing data, a string with the semantic structure
is defined in the regular expression, it performs parsing and string matching, and further proposed an algorithm for extracti ng a
specific string shows the feasibility to further discuss the effectiveness of the application to the hardwa re-oriented processing and
parallel processing.

1. はじめに
我々は 3DCG 技術を用いて, 実時間処理内に CG データ

ESA)[4]と GPGPU(General Purpose computing on GPUs)を用
いて高速な構文解析器を実現することを目指した．しかし，
このアルゴリズムでは構文解析を行うことはできないので，

の追加や削除をインタラクティブに行い, それによって可

モデルデータのパターンを表現することができない．また，

視化情報が変化する可視化システム[1][2]の実現を目指し

モデルデータのパターンを表現可能であっても，描画シス

ている．現在の映像表示システムは，図１に示すようにモ

テムで 必要な デー タがパ ター ンの どこに 該当 するかは

デル定義(modelling)と描画(drawing)の独立した部分からな

ESA では理解できない．

り，両者は結合されて連動して機能しない．この故に，映
像オブジェクトを生成し消去するにはモデル定義の段階に
戻り，そこで定義し直してからデータを描画部へ渡してか
ら表示するために，実時間内に連動した描画操作が出来な
い．従って，描画された映像情報を見ながら動的にオブジ
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ェクトを制御するためには，この両者の間のデータの更
新・転送を実時間内に実施することが必要条件となる．更

図1

に，この両者は独立したシステムとし製造され，データの

Figure 1

モデルデータと描画システム
Model data and Draw system

授受にはデータ形式の違いから制約が存在する．
汎用的には，モデルデータを描画システムへ渡す際に，
テキスト形式のモデルデータ構文を解釈し，描画システム

2. 目的

へとデータを渡す構文解析器が必要となる．構文解析器は

本論では，モデル定義データを文字列照合アルゴリズム

データ構造を理解し，テキストで表現されたデータをパタ

に基づく ESA 法に基づく拡張文字列パターン[7]を用いた

ー ン に 則 っ て 解 析 す る ． こ の パ タ ーン と は

データ変換手法を新たに提案する．この従来方法は，単な

KMP(Knuth-Morris-Pratt)や BM(Boyer-Moore)のような一意

る文字列パターンの抽出であるが，本研究の目的は構造化

的な文字列検索とは異なり, 曖昧な文字や文字列を含んだ

されたデータを，構文解析機能を備えた手法を適用し，更

文字列のパターンを表すものになる．そのパターンを記述

に注目するデータオブジェクトを抽出する，新しいアルゴ

する方法として BNF 記法や正規表現などがある[3]. ここ

リズムを提案しその機能を確認することである．また，高

では正規表現の様にパターンの生成とそのパターンを検索

速に変換処理を行う必要があるので，将来並列処理が可能

す る ア ル ゴ リ ズ ム で あ る Extended Shift-And 法 ( 以 下 ,

になるように処理を分割する仕掛けを組入れ，機能検証を
行う．
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3.2 計算モデル

データの読み込み処理，可視化情報処理と描画処理の全て

本稿で用いる計算モデルを表 1 に示す．以降に述べるア

を実時間で行う必要があり，計算コストが高くなる．その

ルゴリズムはこの記法に則り，記述する．また，パターン

ため全体としての処理を高速に行う必要がある．

P の長さを m，テキスト T の長さを n，パターンの総状態

本研究ではオブジェクトデータの形状を読み込む構文解

数を l，ビット幅を w とする．

析器の高速化処理を目指す．その解決方法として GPGPU
を利用した高速化を図ることが考えられる．更に，一般的
な構文解析に用いるオートマトンの実装ではメモリコスト

表 1. 計算モデル記号
Table 1 Simbol of Caluculation Model
&

論理積(AND)

提案する手法の基となる ESA ではビット演算の並列性を

|

論理和(OR)

用いることにより，高速にパターンマッチングを可能とす

-

算術減算

るアルゴリズムである[8][9]．ESA の基である Shift-And 法

+

算術加算

[5]や Shift-Or 法[6]もビット並列性を利用したアルゴリズム

<<

左シフト

である．ESA は GPU 上での実装に適しており，高速な構

~

否定(NOT)

文解析が可能となる．しかし，ESA で実装可能なオートマ

^

排他的論理和(XOR)

が高く，メモリアクセスが多くなることが予想される．

トンには制限があり，オブジェクトデータの構文解析器と

3.3 オブジェクトデータ

して用いるには課題がある．そこで本稿では ESA に新たな

ここで我々が対象としているモデルデータの例を図３に

定義を追加し，より多彩なオートマトンの生成と検索を可

示す．このデータは全てテキストデータでモデルデータの

能とするアルゴリズムへ拡張し，その機能を検証する．

形状や色の定義を行っている．構文解析器はこのデータか
ら描画システムへ渡す形状や色のデータを抽出して変換す

3. 構文解析

る．

3.1 拡張文字列
拡張文字列[2][3]は正規表現に制限された言語クラスで
ある．この ESA は非決定性有限オートマトン（以下，NFA）
を模倣するオートマトンの生成及び，ビット演算による照
合を行うアルゴリズムを実行する[3]． ここで ESA が対象
とする拡張文字列の定義を次に示す． Σ は出現するアルフ
ァベット文字集合であり，その場合，照合を行うテキスト
𝑇∈Σ∗である． L(…)は拡張文字列の言語，ɛ は空文字を
表している．

(1) 定数文字：a ϵ Σ ，L(a) = a
(2) オプション文字：β? = L(β?) = β ∪ ɛ
(3) 0 文字以上の繰り返し：β*，L(β*) = L(β)*
(4) 1 文字以上の繰り返し：β+，L(β+) = L(β) L(β)*

図3

この ESA による拡張文字列パターン𝑃の NFA の例を図 1

Figure 3

モデルデータの例
Sample of Model Data

に示す． この図 1 では P = a*bc?d+e とした場合の NFA で
ある． その場合 L(a*) L(b) L(c?) L(d+) L(e)となり，状態数
l は 5 となる．

構文解析を行うオブジェクトデータはテキストデータに
よりオブジェクトの定義を行っている．このデータは図４
のような木構造であり，言語に意味を持たせてオブジェク
トの形状を記述する．
今対象にしているオブジェクトデータに対して 3．1 節で
定義した拡張文字列ではパターンの表現を行うことができ
ない． そのため，提案手法では定義の追加とそれを可能と
する生成・検索手法へと拡張する．主に描画システムで渡

図2

P = a*bc?d+e の NFA の例

Figure 2

NFA example of P = a*bc?d+e
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よって見つけ出し，数値へ変換して描画システムが理解で

(14)は{}の間にある文字列の抽出を行う．

きる形式にして渡す．この図３のデータの構造は図４のよ

4.2 アルゴリズム

うに表すことができ,木構造のデータとなる．

提案手法のアルゴリズムを以下に示す． まず，NFA を模
倣するビット列を生成する擬似コードを図５に示す．また，
図の 12，13 行目に出てくる手続きをそれぞれ図 6，および
図 7 に示す．ここで図中に出現する記号の意味を次に示す．

(a) B ･･･文字毎の出現マスク
(b) S ･･･文字毎の繰り返しマスク
(c) A ･･･オプション文字の出現マスク
(d) I ･･･A の開始マスク
図4

オブジェクトデータの構造

Figure 4

Structure of Object Data

(e) F ･･･A の終了マスク
(f) E ･･･抽出状態マスク
(g) Eg ･･･抽出状態の終端マスク
4.1 節の定義に基づき構造を持つデータ解析を実行するア

4. 提案手法
4.1 定義の追加
提案手法では 3.1 節で示した定義に以下の定義を追加す
る.

(5) 文字クラス：
β = [abc…]，⊆ Σ ，L(β) =a ∪ b ∪ c ∪ …
(6) ワイルドカード：” . ”，L( . ) = Σ
(7) 特殊文字：
M ϵ “ . ”，“ + ”，“ * ”，“ ? ”，“ ，…
(8) エスケープ：” ¥”，L( ¥M ) = “ M”
(9) シーケンス：

ルゴリズムを図５，６に示す． 図５は照合及び抽出処理の
事前処理であり，図６は照合と抽出を行う処理である． こ
の提案手法で新たに E，Eg という記号が出現する． これ
らの意味は次の意味を持つ． E は抽出を行う状態箇所を記
述する状態，Eg は抽出を行う状態の終わりを記述する状態
となる． 図５の事前処理の 5，6，7 行目では定義の(7)の
特殊文字に対しての(8)を実現し，8，9 行目で E，Eg の記
述を行い(14)を実現している．10 行目の(5),( 9)に対して行
う手続きと 11 行目の(3),( 4)，(10)，(11)，(12)，(13)に対す
る手続きをそれぞれ図７及び８に示す．

” - ”，β = [a-z] ⊆ Σ ，L(β) =a∪b∪…∪z
(10) 0 文字以上のワイルドカードの繰り返し：
” .* ”，L(.*)L(β)，L(.*) ⊆ Σ ∖ β
(11) 1 文字以上のワイルドカードの繰り返し：
” .+”，L(.+)L(β)，L(.+) ⊆ Σ ∖ β
(12) 0 文字以上の文字クラスの繰り返し：
” [abc…]* ”，β = [abc…]，L(β*) = L(β)*
(13) 1 文字以上の文字クラスの繰り返し：
” [abc…]+ ”，β=[abc…]，L(β*) = L(β)L(β)*
(14) 抽出文字列：{string}，Buf ←string
(5)は[…]内にある文字を選択し，その選択文字にマッチン
グする．
(6)はアルファベット集合の全てにマッチングを行う．
(7)は定義を行った特殊文字集合 M を表す．
(8)の” ¥ ”を M の要素の前におくことにより特殊文字を
定数文字として扱う．
(9)は文字クラスの中で使うことが可能で連続する文字を

図 5 生成アルゴリズム

選択することができる．

Figure 5

Algorithm of NFA generation

(10)，(11)ではワイルドカードの繰り返しとなっており，
“ ．
* ”，
“．+” の次に出現する文字を除いた繰り返しとなる．

図６は文字クラスに対して行われる手続きである．この

(12)，(13)は文字クラス内にある文字の繰り返しとなる．
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手続きは[…]の中にある文字ならばその状態の時にはどれ

ESA の大きな違い図８の 3，4 行目にある． 3 行目では D

にもマッチングを行う． 例えば P = a[abc]d である場合に

に本提案手法で追加した E の論理積を行った時に値が 0 で

は T が” aad ”，“ abd “，“ acd ”の 3 つ全てにマッチングを行

ない場合，現在の状態の時が抽出すべき文字の開始である

うことが可能となる． また，この手続きでは定義の(9)を

ことがわかる． また，Eg によって抽出すべき状態が終了

行うことが可能となる． 例えば[0-9]とあった場合には 0

したことがわかる．

から 9 までの連続する文字集合に対してマッチングを行う
ことが可能となる．

図 8 検索・抽出アルゴリズム
Figure 8
図6

Algorithm of search and extraction

ClassStart の手続き

Figure 6

Procedure of ClassStart

4.3 提案手法の解析
このアルゴリズムの計算量の解析を行う．ここでは表 1

図７ではクリーネ閉包に対する手続きとなる． この手続

で示した演算は，一命令処理として扱い全て𝑂(1)で実行で

きではクリーネ閉包である”*“，“ + ”の前後にある文字によ

きるものとする． 総状態数 l なら，この NFA のパターン

って各々手続きが変化するものとなる． ” * “や“ + ”の前に

は l ビット消費する． そのため計算機上での計算時間は

ワイルドカードである” ． ”がある場合にのみ，” * “や“ + ”

𝑂(⌈𝑙𝑤⌉)時間かかる．このことを踏まえ提案手法で必要とな

の次にある文字の繰り返しを行わせないためにその文字の

る記憶領域を次の(1)に示す．

S に 2ind

– 1

減算を行う (図７の 2，9，10，14 行目) ．

こ

(2|Σ|+5)⌈𝑙𝑤⌉(語)

(1)

れによってワイルドカードの繰り返しから抜け出すことが

B，S はΣ個の文字それぞれに 1 つ存在する． そしてそれ

可能となる．

以外の A，I，F，E，Eg はパターンに対して 1 つとなる．
そのため，必要な記憶領域は(1)の様になる．このアルゴリ
ズムでは主に出現文字が多い場合に多くの領域を使用する
ことになる．ここで対象にしているデータの出現文字が
ASCII Code(128 文字 )の場合は,提案手法では 261⌈𝑙𝑤 ⌉(語)
でパターンを表現することが可能になる．
次に 提案手法の生成処理に掛かる計算量の解析を行う．
生成処理では図５の 3 行目の初期化において 𝑂(2|Σ|)回の
処理を行う．その後，拡張文字列パターン P の先頭 p0 から
終端の pm まで行う．その各々の計算量は最小で𝑂(1)，最大
で𝑂(|Σ|)回となる．そうして 18 行目以降で l 回の計算をす
る．ここでは最小で𝑂(𝑙)回，最大で𝑂(2𝑙)回の計算を行う．
よって生成処理の最小ケースは(2)になり，最大ケースは(3)
の計算量になる．

図7

KleeneClosure の手続き

Figure 7

Procedure of KleeneClosure

図８は照合と抽出を行うためのアルゴリズムとなる． こ
のアルゴリズムは照合に関しては図 5 で示した ESA の照合
アルゴリズムと同様のものとなる． このアルゴリズムと

ⓒ2015 Information Processing Society of Japan

𝑂(𝑚 +2|Σ|+𝑙)

(2)

𝑂(𝑚 |Σ|+2|Σ|+2𝑙)

(3)

最後に生成処理の検索・抽出計算量の解析を行う．検索ア
ルゴリズムではテキスト T の 先頭の 先頭 t 0 から tn に対
して に対して 3 から 8 行目の演算を行う．この 3 から 8
行目では演算を 14 回行い，それを t 0 から tn のそれぞに行
うため計算量は(4)になる ．
𝑂( 𝑛(14⌈𝑙𝑤⌉) )

(4)
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5. 実験

索・抽出が可能か検証を行った．そのパターン例の一部を

本論で提案手法がCPU実装の場合に計算時間と特定状態
の抽出を検証する．実験では本提案手法とPOSIX準拠のOS

表３に示す．これらは全て，ESA ではできなかった拡張文
字列表現を用いて行っている．

にある正規表現ライブラリのGNU RegexとのCPU実装での速
度比較を行う．このGNU RegexではPOSIX NFAの生成と検索
が可能であり，1文字あたり最小で𝑂(1)，最大で𝑂(𝑛)の計
算でパターンマッチングが可能になる．
5.1 実験方法 実験方法 とデータ
実験は表 2 にある計算機環境で行った．この実験で用い
たデータは Wikimedia Downloads から取得した XML データ
用いた．このデータは約 1.4GB，544MB，275MB，102MB のそ
れぞれで 1 つの要素の検索・抽出を行った．
この実験ではある要素のオートマトン生成をそれぞれ事
前に行う．その後 XML データを 1 行読み込み，パターン
マッチングを実施し，マッチングした場合は抽出して出力
する処理を XML データの先頭から終端まで行っている．
この抽出した要素は文字集合 Σ= ASCII Code のテキストデ

図 7

実行結果

Figure 7

Examination result

“ {．+} ”はマテリアル名などの名前にマッチングを行う

ータである．

パターンで，“…”の間に” ．+ ”を入れることで不確定な文

表 2. 計算機環境

字列にマッチングする． これは図３の Name ノードがこれ

Table 2

Computer condition

に相当する． “ col({[01]¥.[0-9]+} {[01]¥.[0-9]+}

OS

openSUSE 13.2

CPU

Intel Core i7 4790 3.6GHz

り，これは col(R G B a)を表している．RGBa は全て 1．0000

メモリ

8GB

~ 0．0000 までの範囲で表されるため” [01]¥．[0-9]+ ”でマ

コンパイラ

gcc 4.8.3 最適化なし

ッチングを行わせる． これは図３の Color ノードがこれに

ライブラリ

glibc – 2.19

{[01]¥.[0-9]+} {[01]¥.[0-9]+}) “はマテリアルの色情報であ

相当する． “ {-?[0-9]+¥．[0-9]+} {-?[0-9]+¥．[0-9]+}
{-?[0-9]+¥．[0-9]+}¥r¥n ”は頂点座標情報であり，これは” X

5.2 実験結果
5.1節での実験結果が図7となる．提案手法は照合処理に
注目した場合，GNU Regexより約2.12倍の時間を消費して
いる．しかし，抽出処理に注目すると約3.6倍早く，検索・
抽出を行った場合に約1.15倍高速に実行可能となった．
本提案手法はハードウェア指向のアルゴリズムであり，

Y Z “のを表している． これらは全て正か負の浮動少数と
なるため” -?[0-9]+¥．[0-9]+ ”`でマッチングを行わせる． こ
れは図３の Coordinates ノードがこれに相当する．
本論で提案した手法を実装し，モデルデータから抽出し
たい情報の全てを構文パターンの生成と検索を行い，
“ {…} “内の文字列を抽出することが確認できた． しかし，

ビット演算によって NFA と同等の遷移を実現するアルゴ

提案手法では表現できないパターンというものも存在する．

リズムである．本提案手法では 1bit が 1 つの状態となり，

ESA では文字に対して連接，選択，繰り返しと文字列に対

状態遷移の手法は左シフトによって行う．それに対し，

しては連接を許す [10]． しかし，文字列に対して繰り返

GNU Reg ex はソフトウェア指向のアルゴリズムとなり，連

し，選択は拡張文字列ではこれらを扱うことはできない．

結リスト構造によって NFA の状態遷移を実現している．こ

これは提案手法も同様で文字列の選択，繰り返しを行うこ

の場合の 1 つの状態はメモリアドレスとなるため，状態遷

とはできない．

移はあるメモリアドレスから別のメモリアドレスへの移動

表 3． モデルデータの構文パターン例

によって行われる．

Table 3

6. 考察
6.1 アルゴリズム
考案した提案手法が対象としているモデルデータで出現
する構文を解析し，パターン内に存在するデータを抽出す
ることができることの考察を行う．ここではモデルデータ
で出現する構文全てのパターンで NFA の生成とその検
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Example of Construction pattern of Model data
パターン P

状態数 l

“{．+}”

3

col({[01]¥．[0-9]+} {[01]¥．[0-9]+} {[01]¥．

19

[0-9]+} {[01]¥．[0-9]+})
{-?[0-9]+¥．[0-9]+} {-?[0-9]+¥．[0-9]+}

16

{-?[0-9]+¥．[0-9]+}¥r¥n

5

情報処理学会研究報告
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6.2

アルゴリズムの実装

提案手法を CPU 上に実装した場合，検索と抽出を合わせ
た実行時間では既存のライブラリと比べ高速に動作するア
ルゴリズムである．しかし，検索時間に関しては既存ライ
ブラリと比べ 2．12 倍ほど低速になる．この大きな原因と
しては本提案手法の特徴を，CPU 実装では上手く用いるこ
とができていないことが考えられる．現在の多くを占める
64bit アーキテクチャである x86-64 は 64bit 幅の汎用レジス
タを 16 本持つアーキテクチャである．これに対し，今回行
った実験では w が 32 で，l は 32 以下となる．その場合，
実験では提案手法による NFA の生成には 32bit 幅のデータ
が 261 個必要になる． 現在の CPU では NFA の全てをレジ
スタ上に置くことは不可能である．そこでメモリへアクセ
スを行う必要があり，演算装置である CPU で実装した場合
にはメモリアクセスが多く発生し，ビット並列性の利点を
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7. おわりに
本稿では，ハードウェア指向のESA法を更に拡張し，オ
ブジェクトデータで出現するパターンのマッチングと特定
箇所の抽出を可能とするアルゴリズムを提案した．このア
ルゴリズムは生成処理に最大で𝑂(𝑚 |Σ|+2|Σ|+2𝑙)時間と，
検索・抽出処理に𝑂( 𝑛(14⌈𝑙𝑤 ⌉) )時間で実行可能である．
また，提案手法を用いてCPU実装により，オブジェクトデ
ータの解析が可能であることを確認した．
本提案手法は，オブジェクトデータ内に出現するパター
ンをノード毎に分け，トップダウン解析によって構文解析
を行っている．従って，これらのノードは全て独立した処
理となるため，ノード単位で並列に処理実行することが可
能であり，高速並列処理性能の高いGPGPUなどによる実装
検証が必要である．

活かすことができない．そのため，ビット並列性を用いた
アルゴリズムはレジスタを多く持つ FPGA や GPGPU で高
速に動作する，と考えられる． 本提案手法とは異なるが，
同様にビット並列性を利用する Gaps Shift-And 法と，従来
の NFA 実装手法を GPGPU 上で並列処理実装した実行時間
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