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安価なコンピュータを用いた実験・教育用並列計算機環境の構築
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1 はじめに
ハイパフォーマンスコンピューティングの分野におい
て，MPI を用いた分散メモリ型の並列計算機に対する
注目が高まっている．教育や簡単な実験目的での市販の
スーパーコンピュータの利用には，金銭的コスト，管理
コストの問題がある．

Cox らは，一般的なパーソナルコンピュータ (以下，
PC) よりもはるかに安価な Raspberry Pi を使用し，低
コストなコンピュータクラスタが構築できることを示し
た [1]．Cox らは，64 台の Raspberry Pi をネットワー
ク接続し，その上で MPI を使用した並列計算機を実現

図 1 Raspberry Pi 24 台を使用したクラスタ

している．
本研究では，Cox らの手法に基づき 24 台の Raspberry

Pi を用いて MPI の並列計算機を構築した．その上で，
並列計算環境の構築の一部を自動化して管理コストを減
らし，コストの面と扱いやすさの点から初学者向きの環
境構築を目指す．

2 Raspberry Pi を使用したクラスタの構築
構築したクラスタの写真を図 1 に示す．図に示すよ
うに，24 台の Raspberry Pi を，アクリル板を加工して
作成した箱に並べた．

Raspberry Pi はクレジットカード程度の大きさのコ
ンピュータであり，Raspberry Pi Model B は 700MHz
の ARM1176 プロセッサをコアに，512MB の RAM を
搭載している．

Raspberry Pi 上では Linux ベースの OS が動作し，
市販の PC と同様に使える．そのため，Beowulf 型と呼
ばれるコンピュータクラスタの実験に利用できる．
一般的な PC は専用の並列計算機に比べ安価である
が，1 台数万から数十万円はかかる PC を複数台揃える
には，金銭的コストが問題になる．教育や簡単な実験を
行う目的であれば，金銭的コストはできるだけ低くした
い．Raspberry Pi は日本で購入する場合 1 台 4500 円
程で，一般的な PC と比較し安価であるため，金銭的コ

図2

ネットワーク構成

ストを低くできる．
ストレージには SD カードを使用し，Raspberry Pi
用にビルドされた OS のイメージを SD カードに書込
むことで使用できる．OS には Raspbian wheezy(バー
ジョン 2013-02-09) を使用した．これは Raspberry Pi
Foundation の Web ページ [2] からダウンロードでき
る．電力供給は microUSB ケーブルを使用し，消費電
力は 5V ∗ 700mA = 3.5W 程であり，電力の面でも
低コストであることが期待できる．10/100 Base-T の
Ethernet ソケットがあり，ネットワーク接続に使用
する．
ネットワーク構成の概要を図 2 に示す． クラスタを

Construction of parallel computer for experiments
and education using cheap computer
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構成するのは Raspberry Pi のみで，図には Rpi n(n=0
〜23) で示している．これらを全て同じサブネットに接
続する．操作用 PC をクラスタを構成するマシンと同じ
ネットワークに接続する．
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MPI プログラムにおいて，プロセスのランクに応じ
てマスタとスレーブという呼び方がある．マスタプロセ

シンとスレーブマシン上のプログラムの動作について説
明する．

スを実行するマシンのことを，ここではマスタマシン，

マスタマシンのプログラムは，起動後に自身の IP ア

それ以外をスレーブマシンと呼ぶ．マスタマシンの操作

ドレスを IP アドレスリストの先頭に書込む．スレーブ

は，操作用 PC から SSH でログインして行う．

マシンのプログラムはマスタマシンに対し，自身の IP

ネットワーク接続には 24 ポート以上接続するだけの

アドレスをリストに追加する要求を TCP のメッセージ

スイッチングハブが必要で，ルータには DHCP サーバ

として送る．マスタマシンのプログラムは，メッセージ

機能が備わっているものを使用した．Raspberry Pi 側

を受け取ったら接続してきたスレーブマシンの IP アド

では固定 IP の設定はせず，DHCP により自動的に IP

レスを記録する．その IP アドレスが既にリストに存在

を取得するようにした．DHCP サーバ側で，マスタマ

しなければリストに追加し，リストに追加したという

シンとなる Raspberry Pi と操作用 PC に対し固定の IP

メッセージを返信する．スレーブマシン側は，メッセー

アドレスを割当てるようにした．

ジを受け取ったらプログラムを終了する．

本研究では MPICH2(バージョン 1.4.1p1) のソース

これらプログラムは，OS 起動時に自動起動するよう

コードを，Web ページ [3] からダウンロードし使用す

に設定した．全ての Raspberry Pi の電源を入れた後，

る．ソースコードのビルドは Raspberry Pi 上で行った．

マスタマシン上に，マスタマシンと全てのスレーブマ

MPICH の configure オプションは，インストールディ

シンの IP アドレスリストが作成されていることを確認

レクトリのみを指定した．MPICH を特に指定せずにビ

した．

ルドすると，通信を SSH で行うよう設定される．
クラスタを構成する全てのマシンに同じライブラリを

4 今後の展望

インストールする必要があるが，1 台のマシンにインス
トールした後，残りのマシンはその OS イメージをコ
ピーして使用すればよい．
全てのマシンにイメージをコピーした後，MPICH に
付属している円周率を求めるプログラムを使用し，PC
クラスタとして動作していることを確認した．

今回作成したシステムは簡易的なもので，IP アドレ
スをリストに追加した後にその IP アドレスを持つマシ
ンをネットワークから切断した場合，リストの再構成は
行われない．クラスタを構成するマシンを動的に変化さ
せるには，マスタマシンはリストの中の IP アドレスが
使用可能であるか定期的に検査する必要がある．
また，リストに対する操作を，操作用 PC において

3 並列計算環境の自動構築

GUI で行うことも考えられる．各マシンをネットワー

並列計算機を手軽に扱うためには管理コストをでき

クから切断せずにリストの内容を変更することによっ

るだけ減らしたいという要求がある．管理コストには，

て，クラスタを構成するマシンの台数を動的に変化させ

ハードウェアやソフトウェアプラットフォームのセット

ることが可能になる．

アップ，クラスタの構成等が挙げられる．並列計算機環
境の管理コストのうち，ハードウェアのセットアップは
手作業で行う必要がある．ソフトウェアプラットフォー
ムについてはマシン 1 台分を手作業で行い，他のマシ
ンについてはそのコピーを利用することができるため，
台数を増やしてもその作業分ずつしかコストは増加し
ない．

5 まとめ
Cox らの手法に基づき，24 台の Raspberry Pi を使用
することで，安価なコンピュータクラスタを構築した．
クラスタを構成するマシンの IP アドレスを自動でリス
ト化することで，クラスタ構築の手間を軽減した．

クラスタを構成するには，クラスタを構成するマシン
のネットワーク上のアドレスをマスタマシンが全て知っ
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全てのマシンの IP アドレスのリストファイルを，管理
者がマスタマシンに用意する．
リストは 1 度作れば同じ環境を利用し続けられるが，
例えばクラスタにマシンを追加したときや，マシンの台
数を適宜変化させて実験を行いたい時などにはリストを
再度作成する必要がある．
そこで，リストを自動作成するシステムを作成した．
このシステムでは，マスタマシンは自身と全てのスレー
ブマシンの IP アドレスのリストを作成する．マスタマ

1-156

Copyright 2014 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

