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グリッドコンピューティングにおける悪意を持つノードの共謀関係が
信頼性に与える影響の定量的評価
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セキュアプロセッシング

セキュアプロセッシングとは，グリッド上の悪人が
行う不正な解析結果・改竄へのために考案された技術
の総称である．

2.1
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はじめに

グリッドコンピューティングとは，ネットワーク上に
存在するコンピュータ資源を用いて, 高い処理性能や記
憶容量を仮想的に得る技術である．グリッドコンピュー
ティングの一種である, エクスターナルグリッドはイン
ターネット上に存在する不特定多数のコンピュータを
利用対象としてグリッドを構成することで，高性能な
処理能力，計算容量を得られる．一方，利用者の中に悪
意を持った第三者が混入する危険性がある．悪人が保
持するコンピュータリソースを利用した場合，実行プ
ログラムの内容解析や実行結果の改竄をされてしまう
恐れがある．これらの問題の解決策の一つとして，セ
キュアプロセッシングが挙げられており，その中でも
プログラム分割や処理の多重化が提案されている．グ
リッド上で処理を依頼するコンピュータを管理ノード，
処理を行うコンピュータを処理ノード，プログラムの
解析・改竄といった不正行為を行う処理ノードを悪人
と呼ぶ．処理の多重化では，同一の処理を複数の処理
ノードに依頼し，返ってきた結果に多数決を行い処理
結果を決定する．これにより，誤った処理結果を採用
しづらく，処理結果が改竄されたものでないと信頼で
きる．しかし，処理ノードに選ばれた悪人同士が示し
を合わせ同一の誤った処理結果を行うと，多数決の結
果誤った処理結果が採用される恐れがある．悪人同士
が共謀を行うには，悪人同士の交友関係を持っている
必要がある．
本研究では，悪人が共謀した際の処理の多重化の信
頼性を，悪人の共謀関係の想定としてスモールワール
ド性の特徴とスケールフリー性の特徴の両方の特徴を
持ったネットワーク上での管理ノードが正しい処理結
果を採用する確率を調査することで評価し，多重化の
有効性について考察することを目的とする．
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プログラム分割

プログラム分割は，依頼するプログラムを複数のプ
ログラム断片に分割し，処理を依頼する．プログラム断
片に分割することにより，一つの処理ノードに渡る情
報量が減少するため，不正な解析に対して効果がある．
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図 1: 正しい処理結果が採用される場合

2.2

処理の多重化

同一の処理を依頼する複数の処理ノードを処理ノー
ド群，処理ノードの数を多重度と呼ぶ．
処理の多重化は，処理を一つの処理ノードだけに依
頼するのではなく，複数の処理ノードに依頼し，最終
的な処理結果を多数決で確定する．処理ノード群中に
不正な結果を返してくる処理ノードが存在していても，
他の正しい結果を返すノードによって，多数決後の処
理結果は正しい結果となる．これにより，不正な処理
結果を最終処理結果として採用する恐れを減らすこと
ができるため，処理結果の信頼性を確保することが出
来る．図 1 に処理の多重化の例を示す．
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処理の多重化における悪人の共謀

処理の多重化において，処理ノード群に複数の悪人
が存在するとき，悪人同士が共謀して不正な同一の処
理結果を返す恐れがある．図 2 に悪人の共謀による処
理の多重化への影響を示す．悪人同士の共謀によって，
誤った処理結果が多数派となった場合，誤った処理結
果が最終処理結果として採用されてしまう．すなわち，
処理の多重化の改竄対策効果が有効に機能しない恐れ
がある．現在，悪人の共謀が処理の多重化にもたらす
影響が定量的に評価されておらず，悪人の共謀を想定
した処理の多重化の改竄対策効果が有効か検証する必
要がある．
悪人集団の処理ノードが同一の誤った処理結果を返
すには，お互いに意思疎通を行うグループを構成する
必要がある．そのようなグループの大きさが，多重化
の有効性に対して強い影響を及ぼすと考えられる．つ
まり，処理ノード群内の悪人集団の悪人同士がどのよ
うな繋がりを持っているかということが重要となる．
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図 3: 階層モデルのアルゴリズム

図 2: 誤った処理結果が採用される場合
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悪人間の共謀関係

悪人同士で共謀するには，悪人同士が繋がりとして，
現実の悪人同士が知り合いであり意思疎通を行ってい
ると考えられる．よって，悪人の繋がりは現実の交友
関係をグラフ化したネットワークと捉えられる．交友
関係をグラフ化したネットワークは，主に以下の 2 つ
の特徴を持っている．[1]

• スモールワールド性
極一部のノードが大多数のエッジを持ち，残りの
殆どのノードは少数のエッジしか持たない

• スケールフリー性
頂点の次数の分布がベキ則になる．また，任意の
2 つのノード間の距離が一定範囲内に収まる
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じ誤った処理結果を返す悪人グループとし，悪人グルー
プが異なると異なる誤った処理結果を返すとする．ま
た，評価を行う多重化の信頼性を，依頼する処理 1 回
における正しい処理結果が返ってくる確率とし，選定
されるノードに左右されにくくするために複数回試行
して正しい処理結果が返ってきた回数を試行回数で除
算したものとする．
依頼する処理 1 回における正しい処理結果が返って
くる確率 P は，正しい処理結果が採用された回数 L，処
理の依頼の総試行回数 m を用いて P = L/m と表せる．
作成したネットワーク上で，最初に悪人となるノード
をランダムに選定したのち，不正な処理結果を返す悪
人の共謀関係を作成する．そののち，処理ノードを多
重度の数だけランダムに選定し，多重化のシミュレー
ションを 1000 回行った．総ノード数 125 のシミュレー
ション結果を表 1 に示す．正しい処理結果が採用され
る確率は，総ノード数に対する悪人の割合が大きくな
ると同グループの悪人が選定されやすく共謀を行いや
すいため小さくなる．また，多重度が大きくなるほど
同グループの悪人が選定されづらく共謀が行いにくい
ため正しい処理結果が採用される確率は大きくなる．

提案

悪人の共謀関係を表すのネットワークとして，スモー
ルワールド性及びスケールフリー性の両方の特徴を兼
ね備えた階層ネットワークを構成する．構成した階層
ネットワーク上の悪人を想定しで，悪人が含まれたネッ
トワーク上で処理の多重化のシミュレーションを行う．
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階層ネットワーク

階層ネットワークは，Ravasz と Baarasi によって 2003
年に提唱されたネットワークモデルである．この階層
モデルは，図 3 のアルゴリズム [1] に従って生成される．
このアルゴリズムによって生成された階層モデルは，
スモールワールド性の特徴である，クラスター係数 C
(0≦C≦1) が C ≈0．743 と大きい値を取る．また，スケー
ルフリー性の特徴である頂点の次数分布がベキ則に従
う．このことから，現実の交友関係を表したネットワー
クとして，階層ネットワークが適しているため，本研究
では階層ネットワーク上で多重化の処理の依頼を行った．
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表 1: 正しい処理結果の採用確率
総ノード数に対する悪人の割合
1割
2割
3割
4割
5割
3 99.8% 98.2% 93.8% 83.4% 70.1%
5 100% 99.4% 95.5% 87.2% 71.3%
7 100% 99.6% 97.4% 89.4% 70.4%
10 100% 100% 99.3% 93.8% 79.4%
20 100% 100% 99.7% 95.5% 77.5%

終わりに

階層ネットワーク上での悪人が共謀した場合の処理
の多重化の信頼性は，悪人の存在割合が大きい場合に
無くなってしまう．今後の予定として，悪人の共謀が
ない場合の信頼性や，その他のネットワーク上での処
理の多重化の信頼性と比較を行う必要がある．
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