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基本層データ転送方式の改良による
ACP データ構造操作関数の高速化
安島雄一郎†1,†2

野瀬貴史†1,†2

佐賀一繁†1,†2 志田直之†1,†2

住元真司†1,†2

本論文では省メモリ通信に適した通信ライブラリ ACP のデータ構造操作関数を高速化する方式を提案，評価した．
UDP 版基本層では宛先と開始元が同じプロセスの場合も UDP でデータ転送していたが CPU コピーに改良した．また
コマンド実行順序は開始元で制御していたが，一部を宛先で制御するように改良した．データ構造操作ではデータ移
動回数の多い省メモリアルゴリズムを使用していたが，一時バッファ併用に改良した．評価結果では宛先での CPU
コピーによって 1 要素の移動時間が約 110μ秒から約 70μ秒と 1.5 倍以上高速化した．しかし宛先での順序制御は逆
に大幅な性能劣化を起こし，引き続き研究が必要である．データ構造操作アルゴリズムでは併用の効果を確認できた
が，切り替え条件など今後の課題が残った．

1. はじめに
エクサスケール時代の HPC システムでは，メニーコア・

2. ACP 関数の実装
2.1 基本層データ転送関数の定義

プロセッサと広帯域の三次元積層メモリがキーテクノロジ

表 1 に ACP 基本層におけるデータ転送関数の定義を示

として期待されている．メニーコアと広帯域メモリの組合

す．acp_copy 関数は非ブロッキングでコピーするデータ転

せでは，コアあたりのメモリ容量が減少することが課題で

送関数であり，データ転送の開始を待たずに戻る．acp_copy

ある．エクサスケール時代では，通信ライブラリを含むシ

関数は返り値として GMA ハンドル（acp_handle_t 型）を返

ステムソフトウェアにおいてメモリ消費量の削減が重要と

す．GMA ハンドルは，その値を返した acp_copy 関数呼び

なる．従来の多くの通信ライブラリでは，通信バッファは

出 し に よ る デ ー タ 転送 の 完了 待 ち 合 わ せ に 使 用す る ．

自動的に割当てられ，解放せずに割り当てられ続ける．こ

acp_complete 関数は GMA ハンドルを引数に取り，GMA ハ

れは通信バッファの解放，再割当てとも処理コストが高い

ンドルを返した acp_copy 関数およびそれ以前に呼び出さ

ためである．

れた関数によるデータ転送の完了を全て待ち合わせてから

Advanced Communication for Exa (ACE) プロジェクト[1]

戻る．また，acp_copy 関数自身も他のデータ転送の完了を

ではプロセスあたりのメモリ消費量を抑制しつつ，低遅延

待ち合わせる機能を有しており，GMA ハンドルを引数に

通信を実現する通信ソフトウェア技術の創出に取り組んで

取る．連続して acp_copy 関数を呼び出す場合，直前の

いる．我々は ACE プロジェクトの中核技術の一つとして，

acp_copy 関数呼び出しの返り値を引数として与えるとデー

利用者がメモリ消費量を意識したプログラミングが可能で

タ転送が逐次に実行され，直前の acp_copy 関数と同じ引数

あるように，明示的にメモリを使用するインタフェースを

を与えるとデータ転送が並列に実行される．GMA ハンド

備える低レベル通信ライブラリ Advanced Communication

ルとして ACP_HANDLE_ALL 定数を指定すると，直前に返

Primitives (ACP)を開発している[2]．

された GMA ハンドルを指定したことになる．また GMA

ACP は省メモリに適した PGAS モデルでインターコネク

ハンドルとして ACP_HANDLE_NULL 定数を指定すると，

トデバイスを抽象化する基本層[3]と，様々な省メモリアル

他のデータ転送を待ち合わせずにデータ転送を実行する．

ゴリズムがポータブルに実装される中間層で構成される．

2.2 基本層の実装

省メモリと低遅延を同時に実現するには，中間層のアルゴ
リズムと基本層の実装方式の両方が重要となる．
本論文では ACP 中間層が提供するデータ構造関数[4]を

本論文では ACP 基本層としてリファレンス実装である
UDP[5]版を扱う。他のインターコネクト向け基本層とは送
達保証、輻輳制御などが異なるが、通信スレッド、コマン

高速化するため，基本層のデータ転送実装およびデータ構

ド実行順序制御などはほぼ共通の仕組みとなっている。

造アルゴリズムの改良方式を提案し，評価する．以降では，

2.2.1 通信スレッド

2 章で関連する ACP 関数の定義と実装方式を説明し，3 章

基本層は初期化時に各プロセスで通信スレッドを 1 つ生

で課題と改良方式を提案する．4 章で評価し，5 章では今後

成し，通信処理は全て通信スレッドで行う．基本層データ

の課題について議論し，最後に 6 章でまとめる．

転送関数は，通信スレッドに通信指示を格納したコマンド
を供給する．ここで関数を呼び出したプロセスを開始元と
呼ぶ．データ転送の宛先と送信元はグローバルアドレスで
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指定されるので，実際にデータ転送を実行するのは宛先も
しくは送信元のプロセスの通信スレッドである．そこで，
開始元の通信スレッドは通信の内容に従って，宛先もしく
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は送信元の通信スレッドにコマンドを転送し，実行を依頼

3 つ目は宛先が開始元自身で，送信元は開始元とは異な

する．コマンドを受信した通信スレッドは通信を実行し，

る場合で，さらにデータ長が 1 つのデータグラムに収まら

コマンド実行の完了を開始元に通知する．

ない場合である．この場合，宛先に COPY コマンドが転送

2.2.2 送達保証，順序保証

され，1 つ目の場合と同様に処理される．

UDP 版基本層はデータグラムでコマンドやデータを転

4 つ目は宛先が開始元自身で，送信元は開始元とは異な

送する．データグラムは送達保証がないので，基本層自身

る場合で，データ長が 1 つのデータグラムに収まる場合で

が送達保証機能を実装している．受信側は受信したデータ

ある．この場合，転送データつきの PUT コマンドが宛先に

グラムに対して送達を通知する応答を返す．送信側は送達

転送され，宛先はコマンドを受信すると即座にデータを宛

確認のタイムアウトを検出し，データグラムを再送信する．

先アドレスにコピーしてから，送達の応答を返す．PUT コ

コマンド転送では順序の入れ替わりや重複を起こさないた

マンドは送達確認を持って完了されたと見做される．

めに，データグラムにシーケンス番号を付与する．データ

最後は宛先と送信元がともに開始元のプロセスである

転送では帯域を確保するため，データグラムの順序の入れ

場合で，この場合は通信スレッド内でプロセッサによるメ

替わりや重複を許す．コマンド実行完了の通知もまた順序

モリコピーが行われ，コマンドが完了する．

を制御していないが，これは簡易実装のためである．開始

2.3 ベクタ型データ構造関数の定義

元では供給されたコマンドをキューで保存しており，コマ

表 2 に本論文で高速化の対象とするベクタ型データ構

ンド実行完了通知を受信するとコマンドキュー内のコマン

造関数群の定義を示す．ベクタ型は指定したランクに可変

ドに完了フラグを付ける．

長の連続データを配置するデータ構造である．

2.2.3 輻輳制御

acp_create_vector 関数はデータの初期サイズと配置ラン

UDP が転送されるネットワークである Ethernet ではトラ

クを指定してベクタを生成する．通常は初期サイズに 0 を

フィックが集中，すなわち輻輳してバッファが溢れると，

指定する．初期サイズに 0 を指定した場合，制御情報のみ

パケットが破棄される．輻輳が続くと実効通信帯域が極端

が生成され，データ格納領域は確保されない．制御情報も

に低下する輻輳崩壊と呼ばれる現象が起きるので，パケッ

また指定したランクに配置される．ACP のベクタ型は要素

トが破棄されている状況では送信側が送出帯域を下げて輻

サイズの概念を持たないので，要素サイズ指定はない．

輳から回復しなければならない．そこで各データグラムに

データはイテレータを介して参照する．acp_begin_vector

ついて再送信回数を記録しておき，タイムアウト毎にタイ

関数はベクタ先頭のイテレータを返す．ベクタ内データが

ムアウト時間を 2 倍にする制御を行う．タイムアウト時間

移動する可能性のある関数を呼び出すと，それ以前のイテ

の初期値は約 100μ秒であり，タイムアウト 10 回で最大値

レータは無効化される．acp_push_back_vector 関数による末

の約 100m 秒に達する．

尾へのデータ追加は，データ格納領域を拡大する際にデー

UDP 版基本層ではさらに，輻輳をそもそも起こさないた

タ移動の可能性があるので，イテレータは無効化される．

めに同時に実行するコマンド数を制約する．具体的には内

その一方，acp_pop_back_vector 関数による末尾データの削

部の通信制御データ構造のエントリ数を制約する．コマン

除はイテレータを無効化しない．

ドステーションはコマンド転送のデータグラムを再送信す

acp_insert_vector 関数および acp_erase_vector 関数は，ベ

るための制御データ構造，デリゲートステーションは受信

クタ内の任意へのデータ挿入，任意の位置のデータ削除を

したコマンドを格納するための制御データ構造であり，本

行い，イテレータを無効化する．acp_assign_vector 関数は

論文ではどちらも 4 エントリに制約した．

第 1 引数のベクタに第 2 引数のベクタの内容をコピーする．

2.2.4 データ転送の処理パターン

acp_assign_range_vector 関数は第 1 引数のベクタに第 2 引数

現在の UDP 版 ACP 基本層の acp_copy 関数実装では，宛

のイテレータから第 3 引数のイテレータの直前までの内容

先と送信元のパターンによって COPY もしくは PUT の 2

をコピーする．

種類のコマンドを転送する．コマンドが転送されないケー

2.4 ベクタ挿入，削除関数の実装

スも含めると処理パターンは以下の 5 つになる．

挿入（acp_insert_vector）関数，削除（acp_erase_vector）

1 つ目は宛先，送信元とも開始元とは異なるプロセスの

関数はベクタ内データの移動を伴うが，ここで移動元と移

場合である．宛先に COPY コマンドが転送され，宛先プロ

動先が重なり合っていることが問題になる．そこで現在の

セスはさらに送信元にメモリアクセス要求を送り，データ

実装では移動データを挿入，削除データのサイズを単位と

転送が完了したら開始元にコマンド実行完了を通知する．

したチャンクに分け，挿入の場合は末尾のチャンクから挿

2 つ目は送信元と宛先は異なるプロセスだが，宛先は開

入点のチャンクまで，削除の場合は削除直後のチャンクか

始元自身である場合である．この場合，開始元のデリゲー

ら末尾のチャンクまで順番に移動する．この方式は一時バ

トステーションに直接コマンドが投入され，送信元にメモ

ッファ等が不要で省メモリであり，なおかつ移動するデー

リアクセス要求が送られる．

タの総量が最小という利点がある．
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表 1
Table 1

ACP 基本層データ転送関数の定義

Definitions of data transfer functions of the ACP basic-layer

名称

定義

コピー

acp_handle_t acp_copy(acp_ga_t dst, acp_ga_t src, size_t size, acp_handle_t order);

GMA 完了

void acp_complete(acp_handle_t handle);

表 2
Table 2

ACP ベクタ型データ構造関数の定義

Definitions of the vector type data-structure functions of ACP

名称

定義

ベクタ生成

acp_vector_t acp_create_vector(size_t size, int rank);

ベクタ先頭イテレータ

acp_vector_it_t acp_begin_vector(acp_vector_t vector);

ベクタ末尾追加

void acp_push_back_vector(acp_vector_t vector, const acp_ga_t ga, size_t size);

ベクタ末尾削除

void acp_pop_back_vector(acp_vector_t vector, size_t size);

ベクタ挿入

acp_vector_it_t acp_insert_vector(acp_vector_it_t it, const acp_ga_t ga, size_t size);

ベクタ削除

acp_vector_it_t acp_erase_vector(acp_vector_it_t it, size_t size);

ベクタ代入

void acp_assign_vector(acp_vector_t vector1, acp_vector_t vector2);

ベクタ範囲代入

void acp_assign_range_vector(acp_vector_t vector, acp_vector_it_t start, acp_vector_it_t end);

3. 課題と提案
3.1 UDP 版基本層実装の課題と改良方式の提案

3.2 ベクタ挿入，削除関数の課題と改良方式の提案
ベクタ挿入，削除関数でベクタ内のデータを移動する場
合，チャンクのデータ転送を逐次実行する．この逐次実行

ベクタ挿入，削除関数などがベクタ内のデータ移動のた

の順序制御は基本層で処理されるが，前章で説明したよう

めに基本層データ転送関数を使う場合，宛先と送信元はと

に制御にはオーバーヘッドが存在するので，チャンクの数

もに開始元とは異なるプロセスだが，宛先と送信元は同じ

が多ければ性能は劣化する課題がある．そこで，移動デー

プロセスである．しかし，現在の UDP 版 ACP 基本層のデ

タを一時バッファにまとめてコピーし，その後で一時バッ

ータ転送の処理パターンでは，宛先，送信元とも開始元と

ファから移動先にデータをまとめてコピーする方式を提案

は異なるプロセスの場合のパターンで処理される．すなわ

する．この方式はデータが 2 回コピーされるので基本的に

ち，宛先と送信元が同じプロセスであるにも関わらずデー

はコストが高いが，性能はチャンク数に影響されない．よ

タグラムによるデータ転送が行われる課題がある．そこで，

ってチャンク数が多い場合は従来の方式から新方式に切り

CPU でメモリコピーを行うように処理パターンを追加す

替える，併用方式とする．

る改良を提案する．
また，現在の UDP 版 ACP 基本層はコマンドキューでコ
マンドの実行完了フラグを管理し，GMA ハンドルの待ち

4. 評価
本章では基本層データ転送方式の改良と，ベクタ挿入，

合わせを処理する．すなわち，GMA ハンドルで待ち合わ

削除アルゴリズムの改良によるベクタ挿入，削除関数の高

せているコマンドの完了通知を受信するまで，そのコマン

速化効果を評価する．また意図した効果が得られなかった

ドはコマンドステーションに投入されない．この開始元で

ケースについては追加評価と分析も行った．ベクタ挿入，

の実行順序の保証は，データ転送を逐次実行している場合，

削除アルゴリズムに関してはベクタ代入，ベクタ範囲代入

後続のコマンド転送が開始されるまでのオーバーヘッドが

関数を用いて一時バッファを介したコピーを模擬実装して

大きいという課題がある．そこで，コマンド実行順序制御

評価した．また，一時バッファを宛先に確保する場合と開

の一部を宛先プロセスで処理する改良を提案する．逐次実

始元に確保する場合を評価した．

行の場合は後続コマンドを例外扱いし，逐次処理フラグ付

4.1 評価環境

きコマンドとして宛先にコマンド転送する．宛先ではデリ

評価は PC クラスタで実施した．表 3 に評価環境の詳細

ゲートステーションにコマンドを格納するが，先行するデ

を示す．インターコネクトは Gigabit Ethernet であり，UDP

ータ転送が未完了の場合は，逐次処理フラグ付きコマンド

版の ACP 基本層を使用して評価した．評価においては要素

の実行開始を待ち合わせる．この方式により，逐次実行さ

サイズを 4 バイトに固定し，1～16 要素が格納されたベク

れるコマンドは予め宛先のデリゲートステーションに送ら

タに対し，先頭に 4 バイトを挿入する時間と先頭の 4 バイ

れて待機し，先行コマンドの実行が完了すれば即座に実行

トを削除する時間を計測した．計測は 10 回ずつ行い，その

される．

平均時間を計測結果とした．
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また，計測中にデータ領域の拡張が起きないように，計
測前にベクタのデータ領域を計測中の最大長まで拡張して
から使用した．
表 3
Table 3
Node
CPU
Memory
Network

評価環境

Evaluation environment

Fujitsu PRIMERGY RX200 S5
Intel Xeon E5520 (4 cores, 2.27 GHz), 2 sockets
DDR3 SDRAM 48GB, 51.2 GB/s
Gigabit Ethernet (125 Mbyte/sec)

Average excecution time (µsec)

Vol.2016-HPC-153 No.26
2016/3/2

8,000

cs = 16
cs = 8
cs = 4
cs = 2
cs = 1

7,000
6,000

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Number of elements in input vector

4.2 基本層データ転送方式改良の評価結果
図 1 は基本層のデータ転送を改良した場合のベクタ削
除関数の実行時間を示す．ベクタ挿入関数の実行時間はベ
クタ削除関数とほぼ同様の傾向を示したので，以降の議論
から省略する．remote memcpy は宛先で CPU がメモリコピ
ーを行う場合で，remote fence はさらに宛先で順序制御の一

図 2

コマンドステーションサイズ別ベクタ削除関数平均
実行時間，remote fence 付きデータ転送使用時

Figure 2

Average execution time of the vector erasure function

for different command station sizes, using data transfer with
remote fence

部を行う場合である．remote memcpy では入力ベクタ長が 1
秒に縮小した．これは 1.5 倍以上の高速化に相当し効果が
大きい．一方し remote fence では関数実行時間が大きく劣
化し，なおかつ不安定になった．これは輻輳崩壊に特徴的
な挙動であり，宛先における順序制御の一部処理が新たな
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問題を引き起こしていると考えられる．
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参考のために，図 3 に宛先での CPU によるメモリコピ
ーだけを導入した場合のベクタ削除関数の実行時間を示す．
この場合，輻輳崩壊らしき性能劣化は起こらず，結果は安
定している．ただし，コマンドステーションのエントリ数
が関数実行時間に何らかの影響を与えているようだが，エ
ントリ数の大小と関数実行時間の長短は対応していない．

Average excecution time (µsec)

要素増加する毎の実行時間の増加が約 110μ秒から約 70μ
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提案データ転送方式を使用した，ベクタ削除関数の
平均実行時間

Figure 1

Average execution time of the vector erasure function
using the proposed data transfer schemes

図 2 はコマンドステーションおよびデリゲートステー
ションのエントリ数を 4 から以外の 1，2，8，16 にも変え
てみた場合のベクタ削除関数実行時間である．エントリ数
1，つまりほぼ強制的な逐次実行状態の一番性能が良く，エ
ントリ数が増えるほど性能が劣化していることが分かる．
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コマンドステーションサイズ別ベクタ削除関数平均
実行時間，remote memcpy 付きデータ転送使用時

Figure 3

Average execution time of the vector erasure

function for different command station sizes, using data transfer
with remote memcpy
さらに参考のために，図 4 に基本層データ転送が現状実
装の場合のベクタ削除関数の実行時間を示す．実行時間は
図 4 よりもさらに安定しおり，コマンドステーションエン
トリ数による差異も小さい．
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目のデータグラムから徐々に再送信回数が増えているよう
に見えた．しかし，再送信自体はどのケースでもある程度
発生しており，明確な原因は見つからなかった．そこでさ
らに再送信回数の統計情報を取って分析すると，コマンド
転送よりもコマンド実行完了通知の方が多く再送信されて
いたことが分かった．この現象は，コマンド転送では ACK，
NACK，RETRY と 3 種類の応答を使用して輻輳からの早期
回復を図っているのに対し，コマンド実行完了通知では
ACK しか応答がなく，大きくなってしまったタイマーの値

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Number of elements in input vector
図 4
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を短縮する手段がないことで説明が付く．しかし，この現
象が輻輳崩壊の原因なのか結果なのかは分からなかった．

コマンドステーションサイズ数別ベクタ削除関数平
均実行時間，元の方式のデータ転送使用

Figure 4

Average execution time of the vector erasure

4.3 ベクタ挿入，削除アルゴリズム改良の評価結果
図 6 に現状実装の UDP 基本層を使用した挿入（insert），

function for different command station sizes, using data transfer

削除（erase）関数の評価結果，およびベクタ代入，ベクタ

with the original scheme

範囲代入関数を用いて挿入，削除関数と同じ動作をさせた
場合の評価結果を示す．一時バッファ用ベクタを宛先プロ

ここでコマンドステーションのエントリ数を 1 に制限し，
強制的にほぼ逐次処理になっている場合の，基本層データ

セスに作成する場合を via remote buffer，開始元に作成する
場合を via local buffer としている．

で比較する．どのデータ転送方式でも実行時間は安定して
いるが，remote fence では 1 要素当たりの実行時間が長くな
っている．これは恐らく先行コマンドの検索などで通信ス
レッドの処理ループの実行時間が長くなっていることが原
因である．データ転送方式の改良においては通信処理の重

Average excecution time (µsec)

さも重要であることが分かる．
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ベクタ関数の改善された平均実行時間
Improved average execution time of the vector
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宛先の一時バッファを使用した挿入の模擬は約 810μ秒，

0

図 5
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削除の模擬は約 540μ秒，開始元の一時バッファを使用し

コマンドステーションサイズを 1 に制限した場合の

た．入力ベクタ長は最大でも 16 要素 64 バイトであるため，

Figure 5

た挿入の模擬は約 620μ秒，削除の模擬は約 280μ秒かかっ

ベクタ削除関数平均実行時間

転送データは全て 1 データグラムに格納され，平均実行時

Average execution time of the vector erasure

間に影響しなかった．開始元に一時バッファを置いた場合

function with the command station size limited to one

の実行時間が短いのは，移動元から一時バッファへのコピ
ーはコマンドが開始元のデリゲートステーションに直接投

なお，単発の再現試験では輻輳崩壊らしき性能劣化を再

入され，一時バッファから移動先へのコピーは PUT で実行

現できなかった．本評価の評価プログラムは入力ベクタ長

されるのに対し，宛先に一時バッファがあると全て宛先プ

を変えながら関数を連続実行するので，性能劣化を再現す

ロセスが宛先プロセス自身に対して UDP 通信でデータ転

るには連続実行が必要と予測された．そこで本評価プログ

送するためである．

ラムに動作ログを吐かせて分析したところ，実際に数十個
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これらの結果より，基本層のデータ転送が現状実装の場
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合は，挿入点以降の入力ベクタ長が 5 要素以上であれば開
始元の一時バッファを使用したコピーが最も高速で，削除
の場合は入力ベクタ長に関わらず開始元の一時バッファを
使用したコピーが最も高速であることが分かった．
図 7 に宛先での CPU によるメモリコピーを導入した場
合の評価結果を示す．

5. 今後の課題
本論文の評価では，宛先で順序制御の一部処理を行う場
合に輻輳崩壊らしき性能劣化が起きる原因を突き止めるこ
とができなかった．今後の課題としては，この原因を突き
止め，制御方式を改良して輻輳崩壊らしき性能劣化を予防
することが挙げられる．

Average excecution time (µsec)

また，仮に輻輳崩壊らしき性能劣化を防止できても，宛
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Figure 7

ることを示唆する結果が出ている．宛先での順序制御処理
を軽くするために，宛先で専用の制御データ構造を用いて
検索処理を省くなどの最適化も必要である．
本論文で提案した基本層データ転送改良方式では，宛先
の CPU でメモリコピー行う処理パターンを追加し約 1.6 倍
という大きな高速化が得られた．今後も個別の状況で可能
な最適化パターンを追加していくことが重要である．例と
しては，同一ノード内のプロセス間では共有メモリ（mmap）
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図 7

先での順序制御処理が重いために返って実行時間が長くな

ベクタ関数の改善された平均実行時間
Improved average execution time of the vector

を介した通信を行う，などが挙げられる．
個々のデータ構造操作関数のアルゴリズムについては，
ユーザー指示や動的最適化も含めたアルゴリズム改良が必
要である．

functions
入力ベクタ長 1 要素当たりのデータ挿入，削除関数実行

6. まとめ

時間の増分は，約 110μ秒からそれぞれ約 80μ秒，約 70μ

本論文では省メモリ通信に適した通信ライブラリ ACP

秒に縮小した．また，宛先の一時バッファを使用した挿入

のデータ構造操作関数を高速化する方式を提案，評価した．

の模擬は約 810μ秒から約 750μ秒，削除の模擬は約 540μ

UDP 版基本層では宛先と開始元が同じプロセスの場合も

秒から約 490μ秒に高速化された．一方，当然のことなが

UDP でデータ転送していたが CPU コピーに改良した．ま

ら開始元の一時バッファを使用した挿入，削除の模擬では

たコマンド実行順序は開始元で制御していたが，一部を宛

関数実行時間は短縮されなかった．

先で制御するように改良した．データ構造操作ではデータ

この結果は，挿入点以降の入力ベクタ長が 7 要素以上で

移動回数の多い省メモリアルゴリズムを使用していたが，

あれば開始元の一時バッファを使用したコピーが最も高速

一時バッファ併用に改良した．評価結果では宛先での CPU

で，削除の場合は入力ベクタ長が 4 要素以上で開始元の一

コピーによって 1 要素の移動時間が約 110μ秒から約 70μ

時バッファを使用したコピーが最も高速であることを示し

秒と 1.5 倍以上高速化した．しかし宛先での順序制御は逆

ている．基本層データ転送の改良によって切り替え点が変

に大幅な性能劣化を起こし，引き続き研究が必要である．

ったが，依然として省メモリと実行時間のトレードオフが

データ構造操作アルゴリズムでは併用の効果を確認できた

存在する．省メモリと実行時間のどちらが重要かは場合に

が，切り替え条件など今後の課題が残った．

よって異なり，一時バッファの容量を制約するなどの中間
的な解も存在するので，最適なアルゴリズムを一意に決め
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また，新方式は一時バッファが必要なためメモリ消費量
が多いので，従来方式の性能が十分高速であれば，新方式
を使用しないことでメモリ消費量を節約できる．

ⓒ 2016 Information Processing Society of Japan

6

