Vol.2014-MPS-98 No.28
Vol.2014-BIO-38 No.28
2014/6/27

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

インタークラウド環境における大規模分散設計最適化フレー
ムワークに関する検討
棟朝 雅晴1,a)

概要：プライベートクラウドおよびパブリッククラウドを全国規模で連携させたインタークラウド環境を
想定し，大規模かつ複雑な設計問題の設計パラメータに関する情報を，設計者や最適化エンジンが共有，活
用しつつ協調して設計を行うフレームワークについて検討する．具体的には，設計パラメータやその評価
値等に関する情報を，スケーラブルな分散データベースシステム上に統合管理するとともに，シミュレー
ションプログラムや可視化システム等の連携を行うフレームワークを，インタークラウド環境における物
理・仮想マシン群およびオブジェクトストレージを用いて実現するものである．

1. 背景と目的
クラウドコンピューティングの発展により，各組織が有
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するプライベートクラウドや商用のパブリッククラウドを
相互に連携させたインタークラウド環境が整備されており，
必要に応じて仮想的に無限の計算資源をオンデマンドで利
用可能とするインフラが世界規模で実現されつつある．そ
のような環境を想定し，計算シミュレーションにより研究
開発を行う研究者や技術者が設計に関する情報を共有し，
パラメータサーベイおよび最適化を大規模に行うフレーム
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ワークを，全国規模，世界規模のインタークラウド環境で
実現することが，本研究の目的である．
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現実の大規模かつ複雑な設計問題においては，多数の研
究者や技術者が協調して問題解決にあたる必要があるが，
その連携に必要となるシステムについては多くの課題があ
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提案するフレームワークの概要

Fig. 1 An Overview of the Proposed Framework

り，問題解決の過程において得られる「ビッグデータ」の
蓄積，管理，処理，活用において問題を生じている [1]．

として用いたシステムに関する検討および設計を行うもの

一方，現実の工学的な設計問題を解決するために，多目

である．結果として，さまざまな設計問題に関する設計パ

的最適化問題における設計情報の可視化と知識発見を可能

ラメータを統一的に管理し，最適化を行うフレームワーク

とする「多目的設計探査」に関する研究がすすめられてお

を実現する．

り，航空宇宙分野を中心に成果をあげている [2]．
本研究においては，多目的設計探査や進化計算などの多
点探索による設計最適化を前提とし，多数の解候補に関

2. フレームワークに関する検討
提案するフレームワークの概要を図 1 に示す．インター

する情報を活用しつつパラメータサーベイを行うために，

クラウドによる広域分散環境において実現されるスケーラ

Cassandra[3] 等のスケーラブルな分散データベースを基盤

ブルな分散データベースとオブジェクトストレージによ
り，設計の入力パラメータ，評価値，設計に伴って生成さ
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れる評価値以外の付加情報を一括して蓄積，管理し，スー
パーコンピュータ等で実行される計算シミュレーション，
解の探索を行う最適化エンジン，得られた最適解候補に関
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する情報の可視化を含めた統一的なフレームワークとして

探索点に関する情報 {< s, f, p >} を取り出し，次の探

実現するものである．

索点の候補となる設計パラメータの集合 {s}′ を生成し，

本システムの論理的な構成要素として，(1) 計算シミュ

{< s′ , −, − >} として評価値と付加情報が未定義の状態

レーションを実行する「シミュレータ」
，(2) 最適化を実行

(−) としてデータベースに登録する．過去の探索点の取り

する「最適化エンジン」
，(3) 可視化を行う「可視化システ

出しおよび次の探索点候補の生成の制御については，局所

ム」
，(4) 入力パラメータおよび評価値に関する情報を蓄え

探索や steady-state GA (Genetic Algorithm) のように一

る「解情報データベース」
，(5) 設計に伴って生成される付

点ずつ取り出して次の候補点を逐次的に生成する場合も

加情報を蓄える「付加情報ストレージ」
，(6) システム全体

あれば，Simple GA や EDA (Estimation of Distribution

の制御，管理およびユーザとのやりとりを行う「管理制御

Algorithms) など複数の探索点を取り出し，その情報を元

システム」があげられる．

に複数の候補点を生成する場合など，用いる最適化アルゴ

システム基盤の構成要素としては，(a) シミュレータを

リズムによって異なる．

実行するスーパーコンピュータもしくは物理・仮想マシン

制御システムにおいては，データベース上で評価値が未

から構成されるクラスタシステム，(b) 解情報データベー

定義となっているエントリーに対応する設計パラメータ s′

スを実現する分散データベースのノード群，(c) 最適化エ

をシミュレータに対して送信し，シミュレータではその評

ンジン，可視化システム，管理制御システムの実現に必要

価値を計算し，その付加情報とともに < s′ , f ′ , p′ > とし

となる，物理・仮想マシン群，(d) 付加情報ストレージの

て出力し，分散データベースおよびオブジェクトストレー

ためのオブジェクトストレージ，となる．これらの構成要

ジに登録する．シミュレータの実行については，それぞれ

素を，全国規模，世界規模でのインタークラウド環境で実

の評価について並列実行が可能であるため，スーパーコン

現するため，分散データベース，クラウド管理ミドルウェ

ピュータやクラスタシステム等，使用可能な計算資源をす

ア，およびインタークラウド管理システム（マルチクラウ

べて活用した大規模な並列処理が可能である．可視化シス

ドコントローラ）を用いる．

テムにおいては，解情報データベース上の設計パラメータ，

ここで重要なのは，インタークラウド環境下において仮

評価値および付加情報 {< s, f, p >} をもとに可視化を

想的に無限の計算マシン群，分散データベースノード群，

行い，その結果を設計者に提示することで，設計者の手動

オブジェクトストレージノード群を用いることができる，

による問題解決を支援するとともに，最適化アルゴリズム

スケーラブルなアーキテクチャを実現する点である．ま

の選択およびそのパラメータ調整において必要となる情報

た，分散データベースの実装にあたっては，マルチテナン

を提供する．

ト型のデータベースとして，多数の設計者が有する数多く
の問題を同時に蓄積，処理することを可能とすることで，
問題間の類似性も活用した設計者，問題間の協調作業を実
現できる．
計算シミュレーションを行う場合，その入力となる設計

3. 現状と今後の課題
現在，分散データベースとして Apache Cassandra[3]，ク
ラウド管理ミドルウェアとして Apache CloudStack[4] を
用いたプロトタイプシステムの設計，構築を進めている．

パラメータベクトル s，出力となる目的関数の評価値（多

今後の課題としては，実際の設計におけるユースケースを

目的最適化問題の場合は評価値ベクトル）f ，評価値以外

想定したシステムの検証，広域ネットワーク上で実現され

に出力される付加情報 p を考慮し，評価値を最大もしくは

るインタークラウド環境における性能評価，ユーザイン

最小とする（多目的）最適化問題 maxs or mins f (s) を

ターフェイスに関する評価検討等があげられる．

解く必要がある．設計パラメータおよび評価値に関する情
報を分散データベースに，付加情報についてはオブジェク
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スーパーコンピュータにおいては Web サービスによる
アクセスができない場合が多いので，ssh によるデータ転送
を行い，そのインターフェイスを担当する仮想マシンをク
ラウド上に用意し http への変換をすることで，Web サー
ビス API によるアクセスを可能とする．分散データベー
スの Cassandra においても同様の方針により Web サービ
ス API によるアクセスを可能とする．
最適化エンジンでは，解情報データベースから過去の
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