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ストリーム解析処理における FPGA 利用の検討
秋岡明香†1
ビッグデータブームにより，データ解析手法の高速化およびスケールアウトに対する需要が高まっている．特に，時
系列に沿って到着するデータストリームを多角的・横断的にリアルタイム解析する手法（ストリーム解析）の高速化
に対する需要は大きい．ストリーム解析処理では，従来ハイパフォーマンスコンピューティング分野で集中的に研究
されてきたデータインテンシブアプリケーションや数値計算アプリケーションとは，データアクセスパターンが大き
く異なることが知られている．したがって，これまでにハイパフォーマンスコンピューティング分野で研究されてき
た高速化手法や負荷分散手法を単純に適用しても，ストリーム解析処理を高速化することは難しい．さらに，これま
でのハードウエア技術は，LINPACK や NAS Parallel Benchmarks や SPEC といったベンチマークセットを高速化する
という明確な基準の元に開発されてきた側面が大きいが，これらのベンチマークセットもまた，データインテンシブ
アプリケーションや数値計算アプリケーションの特性を反映したベンチマークである．したがって，これらのベンチ
マークセットを高速実行するハードウエアが必ずしもストリーム解析処理を高速実行可能であるとは限らない．そこ
で筆者らは，ストリーム解析処理を網羅的に解析し，高速化するために必要な特徴を抽出したベンチマークセットの
構築を目指している．今回は，ストリーム解析処理の挙動解析を進めるにつれて明確になってきた，ストリーム解析
処理の高速化に向けたハードウエア要件に基づき，FPGA の効果的な利用方法を検討し，報告する．

A Task Graph Generation Tool for Benchmarking
with a focus on Stream Mining Applications
SAYAKA AKIOKA†1
Big data analysis, which is supposed to analyze gigantic data across possible combinations of parameters from a broad set of
perspectives, is expected to derive new findings, and extend peoples’ knowledge. A large-scale stream mining application is one
kind of big data applications, and very characteristic for its data access patterns, multitude of conditional branches, level of
parallelism, and indeterminate calculation cost. These distinctions of a large-scale stream mining applications differentiate the
strategy of speed-ups, and scale-outs from the conventional strategies built for data intensive applications in high performance
computing community. This situation leads a requirement for a benchmarking set with an explicit focus on stream mining
applications. Toward an establishment of such a benchmark set, every implementation, or algorithm of stream mining should be
analyzed, and characterized in the most efficient way. Based on the knowledge gained through the research on such benchmark
building, this paper discusses optimal computer architectures targeting for large-scale stream mining applications based on their
characteristics, including effective use of FPGAs.

継続しているアプリケーションは，LINPACK ベンチマー

1. は じ め に

ク[2]などの世界標準ベンチマークがその特徴を的確にと

ビッグデータ解析，特に時系列に沿って高速で到着する

らえている．したがって，これらのベンチマークを高速実

大量データの解析処理（大規模データストリーム解析）へ

行する計算環境は，数値計算などのアプリケーションを高

の需要が高まっている．現状では，解析処理能力や計算規

速実行可能であると見なすことができ，計算環境の研究開

模の問題から，統計的な解析や限られたパラメータセット

発の指標が具体的かつ明確である．結果として，コミュニ

についてのデータマイニングが限界である．ビッグデータ

ティ全体でこれらベンチマークの高速化に向けた研究を進

解析が目指す，世の中の全てのデータに対するリアルタイ

めることができた．

ムな網羅的かつ横断的解析は，現状では非現実的である．

	
  一方で，大規模データストリーム解析処理では，その挙

大量のデータを処理するアプリケーションの並列分散

動の特異さが指摘されているにも関わらず，その特徴の明

化手法や高速化手法は，並列分散処理の分野で長く研究さ

示的なモデルや，特性を反映したベンチマークセットなど

れてきた．しかし，大規模データストリーム解析処理は，

は存在していない．また，FPGA の研究においては，デー

従来の並列分散処理アプリケーションとは挙動が全く異な

タフローモデルに基づく FPGA 設計の提案が数多くあるが

ることが知られており[1]，大規模データストリーム解析処

[3-10]，いずれも個別のアプリケーションの高速化に留ま

理のモデルは明示されていないため，高速化やスケールア

っており，大規模データストリーム解析処理という大きな

ウトの指針は自明でない．

括りでの最適化を目指した研究はない．こうした状況では

数値計算など，並列分散処理分野で飛躍的な速度向上を

大規模ストリーム解析処理を高速化・スケールアウトする
ための方針は明確ではなく，大規模データストリーム解析
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処理に特化したベンチマークセットの構築が必要である．
そこで筆者らは，このようなベンチマークセットを構築す
るために，既存の大規模データストリーム解析手法を解析
し，モデル化する研究を進めている．こうした研究を通し
て，現行の CPU アーキテクチャは大規模データストリーム
解析処理の高速化には必ずしも適していると言えず，
FPGA の利用を含めた適切な CPU アーキテクチャの検討が
必要であるという認識を高めている．
	
  本稿では，大規模データストリーム解析の特徴を踏まえ，
パイプラインによる並列実行[11]を前提とし，FPGA を用い
た大規模ストリーム解析処理に特化した最適な計算機アー
キテクチャに向けた検討を行なう．具体的には，大規模デ
ータストリーム解析の代表的例題である Top-K 頻出アイテ

図 1 ストリームマイニングアルゴリズムのモデル

ム問題を取り上げ，そのアルゴリズムや挙動の特性につい

Figure 1 A model of stream mining algorithms.

て解析し，FPGA の効果的な利用法を探る．なお，本稿の
構成は以下の通りである．第 2 章では，本稿が対象とする

(Sketch)，解析モジュール(Analysis Module)で構成する．こ

大規模データストリーム解析で頻繁に用いられるストリー

こでスケッチとは，キャッシュの役割を果たすメモリ領域

ムマイニングアルゴリズム一般に共通する特徴についてま

である．クエリ処理部は，ユーザからのクエリを処理する

とめる．第 3 章では，top-k 頻出アイテム問題と，本稿で用

モジュール(Query Processing Module)からなる．データ到着

いるアルゴリズムの概要を述べる．第 4 章では，top-k 頻出

からの一連の処理の流れは，次の 4 ステップである．

アイテム問題における FPGA 利用の方針を延べる．第 5 章

1) 処理対象の単位データをストリーム処理部で読み込み，

で大規模データ解析処理と挙動が近い，データフローモデ

形態素解析や語句カウント等の簡易的な前処理を行なう．

ルに特化した FPGA に関する関連研究を紹介し，第 6 章で

2) 前処理の結果でスケッチの内容を更新する．

まとめる．

3) 解析モジュールがスケッチの内容を読み込み，ストリー
ム処理モジュールが行なった解析の続き（名詞句のみの抽

2. ス ト リ ー ム マ イ ニ ン グ ア ル ゴ リ ズ ム

出など）を行なう．

	
  ストリームマイニングアルゴリズムとは，入力データを

取り，より詳細な解析を行なう．

取りこぼすことなく，データストリームをリアルタイムに

	
  ここで，スケッチは高速で到着する入力データの取りこ

解析することを目的とした解析手法を指す．多様なストリ

ぼしを防ぐためにストリーム処理部の負荷を軽くする役割

ームマイニングアルゴリズムの提案があるが，ストリーム

を果たしている．つまり，スケッチの内容は頻繁かつイン

解析全般に共通な依存関係や構造がある．この共通の特徴

クリメンタルに更新される．一方で，クエリ処理部が担当

を図 1 にモデルとして示す[12]．

する処理は，比較的実行に時間がかかり，かつ処理対象と

4) 解析モジュールの結果をクエリ処理モジュールが受け

	
  ストリームマイニングアルゴリズムは，ストリーム処理

なるデータも時間軸上に広く分布する傾向がある．つまり，

部(Stream Processing Part)とクエリ処理部(Query Processing

ストリーム解析処理全体のうちで，データ入力の取りこぼ

Part)に分けることができる．ストリーム処理部は，ストリ

しを防ぎ，実行時の時間制約条件が厳しいのはストリーム

ーム処理モジュール(Stream Processing Module)，スケッチ

図 2 連続する 2 つのストリーム処理部プロセス間におけるデータ依存と制御依存
Figure 2 Data dependencies and control dependencies of the two processes of the stream processing parts.
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である．入力データストリームとしてアイテム列を想定し，

for all input data items do

過去の履歴の中で出現頻度が上位 K 位までのアイテムを効

(1) fetch one input data v

率良く探す問題である．例えば，入力データストリームが

for all distinct items appeared do

スーパー等で購入された商品を時系列沿って並べたデータ

(2) create or update a border point for v

であるとする．この場合の Top-K 頻出アイテム問題は，過

(3) update summary

去に販売数が多い商品上位 K 個を抽出するという問題にな

(4) update frequency

る．ここで，K は利用者が任意に定めることができる．ま

(5) delete obsolete border points

た，Top-K 頻出アイテム問題で対象とするウインドウの長

end for

さ（スーパーの商品販売の例においては，1 日分の履歴，

(6) update pruning threshold

あるいは 1 ヶ月分の履歴など）については，解法アルゴリ

end for

ズムにパラメータとして渡すことが通常である．

Min-summary アルゴリズムの疑似コード

Top-K 頻出アイテム問題を解くアルゴリズムは，データ

Figure 3 A pseudo-code of min-summary algorithm.

マイニングの分野を中心に非常に盛んに研究されている．

解析部であり，クエリ解析部のリアルタイム実行の必然性

解法自体の高速化を目指すアルゴリズムのほか，より長い

は低い．したがって，大規模データ解析処理にストリーム

ウインドウを設定しつつ，省メモリで解く解法など，最適

マイニングアルゴリズムを用いる場合，高速化およびスケ

化の方法も様々である．また，高速化や省メモリスペース

ールアウトの鍵となるのは，ストリーム解析部である．

を優先し，解の精度を許容範囲内で犠牲にする手法も提案

	
  さらに，図 1 から，ストリーム解析処理のデータアクセ

されている．しかし，解法を並列化する研究はあまり行な

スパターンの特徴が明確になり，従来の HPC 分野で研究さ

われておらず，基本的にはシリアル実行で入力データを逐

れてきたデータインテンシブアプリケーションとは，デー

次処理する解法が主流である．

タアクセスパターンが大きく異なることがわかる．つまり，

3.2 Min-Summary ア ル ゴ リ ズ ム

従来のデータインテンシブアプリケーションでは，同じデ

	
  本稿では，Top-K 頻出アイテム問題の解法アルゴリズム

ータを何度も使用する write-once-read-many 型のデータア

として，Lam らが提案した Min-Summary アルゴリズム[4]

クセスパターンであった[1]．したがってアプリケーション

を取り上げる．Min-Summary アルゴリズムは，Top-K 頻出

高速化のためには，計算ノードにできるだけ近いところに

アイテム問題のスケーラビリティ向上を目指したアルゴリ

処理対象のデータを配置し，データアクセススピードを向

ズムで，省メモリスペースであることが最大の特徴である．

上させることが重要であった．一方で，ストリーム解析処

従来のアルゴリズムでは，出現アイテム数の増加に比例し

理では，一度処理を行なったデータは 2 度と読み込まない，

てメモリ使用量が増えるという欠点があった．

read-once-write-once 型のデータアクセスである．したがっ

Min-Summary アルゴリズムでは，出現頻度が上位 K 個に入

て，ストリームマイニングアルゴリズムを対象とした場合

る可能性がないアイテムを積極的に特定し，解析対象から

には，従来のスケジューリング手法や高速化手法を単純に

外す（履歴を保持せずデータを捨てる）ことで，省メモリ

適用しても，充分な高速化を実現することは難しい．図 2

スペースを実現する．

に，前述の 1)から 3)の処理を 1 プロセスと見なした場合に，

Min-Summary アルゴリズムの概要は以下の通りである．

連続する 2 つのプロセスに注目した場合の，プロセス間お

Min-Summary アルゴリズムでは，border point と呼ばれる，

よびプロセス内のデータ依存関係と処理依存関係を示す．

出現頻度が上位 K 個に入る可能性があるアイテムをリスト

図 3

として持つ．入力データストリームからアイテム情報をひ

	
  図 2 において，上段のフローが先行プロセスを，下段の
フローが後続プロセスを示す．各プロセスは，入力データ

とつ取り出すたびに，border point のリストを更新し，以降

の読み込み (Read from Input)，スケッチの読み込み (Read

出現頻度が上位 K 個に入る可能性がないアイテムはリスト

from Sketches)，ストリーム処理 (Stream Processing)，スケ

から消去し，新たに上位 K 個に入る可能性があるアイテム

ッチの更新 (Update Sketches)，スケッチの読み込み (Read

を追加する．ここで，border point のリストからアイテムを

from Sketches)，解析 (Analysis)，の 6 ステージで構成され

削除する際には，対象ウインドウ内での出現頻度に基づい

る．矢印は処理依存関係を示し，破線矢印はデータ依存関

た指標を各 border point ごとに計算し，この値が閾値を下回
った場合にリストから削除する．Min-Summary アルゴリズ

係を示す．

ムの特徴である省メモリスペースを実現するために，この
閾値はアイテム情報をひとつ処理するたびに再計算され，

3. Top-K 頻 出 ア イ テ ム 問 題

その値は据え置き，もしくは緩やかに増加する．したがっ

3.1 問 題 概 要

て，時間が経過し，より多くのアイテム情報を処理すれば
するほど，閾値は大きくなる傾向にある．図 3 に

	
  Top-K 頻出アイテム問題は，ストリーム解析の代表例
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Min-Summary アルゴリズムの疑似コードを示す．
1

3.3 タ ス ク グ ラ フ 解 析
	
  Min-Summary アルゴリズムのタスクグラフを図 4 に示
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す．ここで，図 4(a)はデータ依存関係を示すデータ依存グ
ラフ，図 4(b)は制御依存関係を示す制御依存グラフである．

2322

2322

タスクグラフ中のノードに振られた番号は，図 3 の疑似コ
ード中の各行に振られた番号と対応している．また，制御
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依存グラフ中のノードの外側の数値は，各ノードの実行コ
ストを示す．実行コストは，実装したプログラムを複数回
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実行し，各ノードの処理に要した実行時間の平均値の比率
とした．
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6376
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図 3 の疑似コード，および図 4 のタスクグラフが示す通
り，Min-Summary アルゴリズムでは，n 番目のアイテム情
報の解析結果を，n+1 番目のアイテム情報の解析処理が使
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理する場合，プロセス間に依存関係が発生する．したがっ
て，図 4 のタスクグラフでは，先行プロセスのタスクグラ
フを白いノードで，後続プロセスのタスクグラフを灰色の
ノードで示す．なお，実際には，後続プロセスのノード 5
から先行プロセスのノード 6 へのデータ依存，先行プロセ
スのノード 6 から後続プロセスのノード 5 への制御依存が
存在するが，タスクグラフが煩雑になりすぎるため，見や

a)

Min-Summary アルゴリズムではデータの読み込み単
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トは非常に小さい（タスクグラフ中のノード 1）．
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図 4	
  Min-Summary アルゴリズムの(a)データ依存グラフ，

位がアイテム単位であるため，データ読み込みのコス
b)

2322

2

6

すさを優先して省略している．ここで，Min-Summary アル
ゴリズムには以下の特徴がある．

1355

および(b)制御依存グラフ

タスクグラフ中のノード 2〜5 のコストは多少のバラ

Fig. 4 The data dependency graph (a), and the control flow

ツキがあるが，出現アイテムの種類数で並列実行が可

graph for Min-Summary algorithm.

能である．つまり，出現アイテムの種類ごとに，現在

大きくなる主要な原因は border point のリストの走査にあ

border point のリストに含まれる履歴を消去する必要

ることが分かる．このことは，border point のリストを 2 重

があるかどうかを調べる処理を行なっている．

に走査するノード 3 や，border point のリストを複数回走査

ノード 2〜5 の中で最もコストが大きいノードはノー

するノード 6 のコストが極端に大きいことからも明らかで

ド 3 であるが，これは border point のリストを走査する

ある．さらに，各ノードのコストは border point のリスト長

ループが 2 重になっていることが原因である．

に影響を受ける可能性があり，常に一定の範囲に収まるわ

タスクグラフ中のノード 6 は，タスクグラフ中で最も

けではないこともわかる．

コストが大きい．これは，border point のリストを走査

また，大規模データストリーム解析全般の特徴として，

して出現頻度が最も小さいアイテムを特定し，そのア

データの到着間隔が短いことが挙げられる．図 4 より，後

イテムについて出現頻度に基づく指標値の最大値を

続プロセスのノード 2 は先行プロセスのノード 5 に依存し

求めるために，履歴データを走査するためである．

ていることから，Min-Summary アルゴリズムを逐次実行す

図 4 のタスクグラフにおいて，ノード間でのデータの

る場合には，あるアイテムデータに対するノード 5 の処理

受け渡しは主に border point のリストである．リストの

は，次のアイテムデータに対するノード 2 の処理が始まる

長さは，入力データや K の値によって変化する．しか

までに終える必要がある．同様に，後続プロセスのノード

し，リストの各要素は「出現アイテム」
「出現時刻」
「あ

5 は先行プロセスのノード 6 に依存していることから，あ

る期間におけるこのアイテムの出現回数」のタプルで

るアイテムデータに対するノード 6 の処理は，次のアイテ

ある．リストの中に同じアイテムに関する情報が複数

ムデータに対するノード 5 の処理が始まるまでに終える必

回含まれる可能性もある．

要がある．

以上の特徴から，図 4 のタスクグラフにおいてコストが

なお，本章での議論の多くは，Min-Summary アルゴリズ
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1779

ムに限らず，大規模データストリーム解析で多用する解析
手法の多くにあてはまり，共通の特徴であると言える．

1+2

2322

4. FPGA 設 計 の 方 針

3

4.1 FPGA 利 用 に 合 わ せ た 手 法 の マ イ ナ ー チ ェ ン ジ
	
  本稿では，オリジナルのアルゴリズムになるべく変更を

1837

加えない方針で開発を行なっているが，FPGA の制約上の

4+5

問題から，手法の本質を脅かさない範囲での変更が必要と
なる．

6376

	
  例えば Min-Summary アルゴリズムでは，top-k に含まれ

6

るアイテムの候補は実行中にリストとして保存される．こ
れらは，実行時までそのリスト長を見積もることができな
いため，ソフトウエアで記述する場合には，メモリ上に線

図 5

Top-K アルゴリズムの制御依存グラフ

形リストなどを動的確保して利用するのが自然である．し

（パイプライン 4 段を指定）．

かし，メモリの動的確保は FPGA においては好ましくない．

Figure 5 A control flow graph of Top-K algorithm

したがって，固定長の単純な配列などを利用する手法に書

(4 stages).

き換える必要がある．このことにより，入力データやユー
ザによる精度指定が極端である場合，ソフトウエア実装と

るため，精度の設定により並列度も変動する．さらには実

は異なる計算結果を導いてしまう恐れがある．

行コストについても，既に議論したように，入力データに

	
  さらに，Min-Summary アルゴリズムでは，top-k に含まれ

依存する部分が多い．たとえば，入力データが 1 日周期で

る可能性があるアイテムリストのリスト長を短くするため

変動するような環境での利用が想定される場合には，1 日

に，新しい入力データがある度に閾値を計算し，この閾値

周期での入力データ観察などを行なうことで，並列度やタ

に基づいてアイテムリストの再構築を行なう．この閾値は

スクグラフの集約方法を変更し，より適切な設計にすると

倍精度で計算するのが無難ではあるが，FPGA への実装を

いう方針もある．しかし，データの特性抽出手法や，集約

考えると，単精度で実装するのが望ましい．多くの場合に

後のタスクグラフに対応して FPGA 設計をシームレスに変

はこの変更による致命的な不都合は生じないと予想される

更する手法などは単純に解決できず，今後の課題としたい．

が，慎重な検討が必要である．
4.2 パ イ プ ラ イ ン 化 の た め の ノ ー ド 統 合

5. 関 連 研 究

	
  図 4 のタスクグラフに示す通り，各ノードの計算コスト
は非常にバラツキが大きい．これは，パイプライン実行を

	
  Fowers ら[3]の研究や Sun らの研究[4]，Tumeo らの研究

行なう場合には，パイプラインがストールする可能性が高

[5]など，パイプライン処理を行なうアプリケーションの

く，好ましくない．そこで，タスクグラフにおけるノード

FPGA 回路への高位合成時に，アプリケーションの依存関

の一部を，計算コストがなるべく均等になるように統合し，

係を解析する手法や回路最適化を行なうための解析ツール

図 5 に示すようなタスクグラフにして実装する．図 5 にお

の提案は数多くある．中でも近年では，ビッグデータ解析

いて，
「1+2」とラベル付けされたノードは，図 3 における

処理の社会的需要の増加に呼応して，ストリーム処理に特

疑似コードの(1)および(2)（図 4 におけるノード 1 とノード

化した研究が増えている[6-9]．また，通常のアプリケーシ

2）を統合したノードであることを示す．このようにタスク

ョン開発者が最適な FPGA 設計を行なうことは難しいとの

グラフの一部を集約することで，パイプラインの段数は浅

観点から，Najjar らの研究のように，コンパイラレベルで

くなるが，各ノードの粒度をなるべく揃え，実行時のスト

FPGA 回路最適化を支援する研究もある[10]．

ールを極力減らす努力ができる．

	
  すでに議論したように，大規模データストリーム解析処

4.3 「 プ ロ グ ラ マ ブ ル 」 な 点 の 活 用

理全般は，データアクセスパターンや依存関係に共通の特

	
  これまでの議論にある通り，Min-Summary アルゴリズム

徴を持つ．しかし，アプリケーション最適化という観点か

には，実行時まで決定しない要素がいくつかある．たとえ

らは，個別の解析手法についての深い理解が必要となる．

ば，図 4 のタスクグラフにおいて並列実行が可能な部分に

また，大規模データストリーム解析処理で多用する手法に

ついては，その並列度は，対象とするデータに含まれるア

は，複雑なデータ構造やアルゴリズムを前提とした手法が

イテムの種類数に依存する．さらには，どれくらいの精度

多く，アプリケーションレベルから直接 FPGA 設計レベル

で解を求めるかによって，過去の履歴を保持する数が異な

まで持ち込むことは困難な場合が多い．したがって，本稿
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Reconfigurable Streaming Applications on CPU/FPGAs,” Proc.
EDAA/ACM Design, Automation, and Test in Europe (DATE10),
pp.1035-1040, Dresden, Germany, March 2010.
9) M. Hashemi, M. H. Foroozannejad, and C. Etzel, “FORMLESS:
Scalable Utilization of Embedded Manycores in Streaming
Applications,” Proc. 13th ACM SIGPLAN/SIGBED International
Conferences on Languages, Compilers, Tools and Theory for Embedded
Systems (LCTES2012), pp.71-78, Beijing, China, June 2012.
10) W. Najjar, and J. Villarreal, “FPGA Code Accelerators – The
Compiler Perspective,” Proc. 50th ACM/EDAC/IEEE Design
Automation Conference (DAC’13), pp.141-146, Austin, USA, May,
2013.
11) S. Akioka, “Task Graphs of Stream Mining Algorithms,” Proc.
First International Workshop on Big Dynamic Distributed Data (BD3
2013), pp. 55-60, Trento, Italy, August 2013.
12) S. Akioka, Y. Muraoka, and H. Yamana, “Data Access Pattern
Analysis on Stream Mining Algorithms for Cloud Computation”, Proc.
the 2011 International Conference on Parallel and Distributed
Processing (PDPTA2011), pp.36-42 (2011).
13) The LLVM Compiler Infrastructure Project, http://llvm.org/.
14) P. Domingos, and G. Hulten, “Mining High-Speed Data Streams,”
Proc. The 6th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and
Data Mining (KDD’00), pp.71-80 (2000).

のように個別の解析手法について検討する事例と同時に，
本章で紹介したアプリケーションレベルからの FPGA 回路
最適化を可能とする手法の重要性は極めて大きく，今後の
更なる発展が望まれる．

6. ま と め
本稿では，大規模データストリーム解析処理の特徴的な
データアクセスパターン，条件分岐の多さ，タスク並列度
や並列の方向，タスクグラフ上でのクリティカルパス長な
どに注目し，大規模データストリーム解析処理に特化した
FPGA での実現方法について検討を行なった．特に，大規
模データストリーム解析処理の代表的問題である Top-K 頻
出アイテム問題を取り上げて，代表的な解法アルゴリズム
のうち省メモリスペースな Min-Summary アルゴリズムを
対象に，疑似コードやタスクグラフなどに基づいて議論し
た．本稿での Min-Summary に関する議論の多くは，他の大
規模データストリーム解析処理にも適用可能である．今後
は，今回提案したアーキテクチャの最適化，および大規模
データストリーム解析処理全般を高速化する，抽象度が高
いアーキテクチャの検討などを進めていく．
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