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インタークラウド環境下での設計探査支援フレームワークに
おける多目的設計最適化の適用
阿部 友哉1,a)

棟朝 雅晴1,2

概要：我々は複数のクラウドシステムから仮想的に無限の計算リソースを利用することができるインター
クラウド環境を想定したスケーラブルな設計最適化実行フレームワークを提案し、設計した. 分散データ
ベースで構築される解情報データベースを中心として、最適化プログラムとシミュレーションプログラム
が非同期的に動作することで最適な設計パラメータのセットを探索する。本研究ではこのフレームワーク
において多目的最適化アルゴリズムを用いた設計最適化を実行した. ハイブリッドロケットエンジンの設計
問題を例として、実装方法や実行時間について議論する.

1. 背景、目的

せた. ユーザはこの設計最適化実行フレームワークを利用す
ることによりインタークラウドで提供される大量の計算資

クラウドコンピューティングという技術が様々な情報シ

源や保存領域、そして連携されたスーパーコンピューター

ステムを実現する上で利用されるようになり、ますます実

を設計最適化を目的として統一的に利用することができる.

用的な技術として研究が進められる今日では、より大規模

分散データベースを用いて構築された保存領域に拡張性を

なクラウドシステムが開発が進められている. 多数のクラ

持つ解情報データベースにおいて解候補が管理され、それ

ウドシステムを連携させシームレスに利用できるようなイ

らはスーパーコンピュータもしくはインタークラウドで提

ンタークラウドシステムによって、無限とも言える仮想的

供される計算資源に送信されコンピュータシミュレーショ

な計算資源を利用可能な環境が全国規模、世界規模で実現

ンを行い評価値が計算される.

されつつある. このような大規模なインタークラウドの特

我 々 が 進 め る Large-Scale Distributed Design Explo-

徴を活かしたスケーラブルな性質を持ち、設計問題におけ

ration Framework (LDDEF) プロジェクト [2] は、アカ

る最適化を目的としているシステムを構築し、研究者や技

デミッククラウドとスーパーコンピュータを全国規模で連

術者が計算シミュレーションにより設計最適化問題を解く

携させた、設計探査を支援するインタークラウド環境の構

ために利用できるようにすることが本研究の目的である.

築を目指すものである. これはインタークラウドで提供さ

設計探査ではコンピュータ・シミュレーションを使って

れる計算資源を設計最適化のために利用することにとどま

設計パラメータの値の組み合わせに対して評価値を計算

らず、最適化の過程における設計パラメータなどを蓄積す

する。一般的に設計におけるコンピュータ・シミュレー

ることでビッグデータとして活用し設計パラメータの再利

ションは計算量が高くスパコンなど高性能な計算資源を利

用や類似問題の解決への有効活用を狙っている. 本研究は

用することが多い。MOEA のアルゴリズムにおいてコン

そのプロジェクトの一部分である設計最適化実行フレーム

ピュータ・シミュレーションによる個体の評価にグリッド

ワークにおいて実問題を対象とする設計最適化プログラム

コンピューティングの技術を利用した分散基盤を利用する

の実行を議論するという位置づけである.

フレームワーク [1] などが存在する。

本研究ではこの設計最適化実行フレームワークを実現す

本研究では多目的設計探査や進化計算などの多点探索に

るプロトタイプにおいて実用的な問題を扱う設計最適化問

よる設計最適化を目的としたプログラムの実行フレーム

題を適用し実行した. 本論文ではプロトタイプの概要につ

ワークをインタークラウド環境に構築し、実際に多目的設

いて解説し、既存の設計最適化プログラムをどのように設

計最適化問題を対象とする設計最適化プログラムを動作さ

計最適化実行フレームワークに適用するのかを解説し、実
行結果や実行時間、そして並列実行などの観点から有用性
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について議論する.
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情報データベースと連携し、保存された解候補に対して処
理を行う「最適化エンジン」と「制御システム」という２
つのコンポーネントによりパラメータサーベイの実行が実
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現される. ユーザは最適化プログラムとシミュレーション
プログラムをそれぞれアップロードすることで最適化が実
行された解を得ることができる. ここでいう最適化プログ
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より適した解候補を生成する

• シミュレーションプログラム：解候補の評価値を計算
する
「最適化エンジン」はこの最適化プログラムを実行し新

図 1

フレームワークのイメージ [2]

たな解候補をデータベースに登録し、「制御システム」は
データベースに保存された解候補の評価の計算を自動的に

2. 設計最適化実行フレームワーク

制御する. この時、シミュレーションプログラムの実行に
はスーパーコンピューターの利用も想定しており、SSH で

本研究ではインタークラウド環境を想定した設計最適化

接続しコマンドで操作を行うことができる一般的なジョブ

実行フレームワークにおいて、実用的な設計最適化プログ

キューシステムに対応している. また各コンポーネントの

ラムを実行する. その設計最適化実行フレームワークの概

連携には REST-ful な Web サービス API が用意されてお

要や詳しいアーキテクチャ、そしてプログラムをどのよう

り、ユーザはこの API を使って最適化プログラムの記述を

に実装するのかなど利用方法について解説する.

行う.

2.1 フレームワークの概要
本研究で多目的設計最適化を適用する設計最適化実行フ

2.2 フレームワークのメリット・デメリット

レームワークは多点探索を前提としたパラメータサーベイ

ユーザは設計探査を行う上で選択するソフトウェアは

などの最適化を実行することができる. パラメータサーベ

様々あるが、このフレームワークを利用することにより以

イを実行できるようなソフトウェアは他にも存在するが、

下のようなメリットを得る.

他のソフトウェアと比べるとこのフレームワークは以下の
様な特徴を持つ.

• 最適化プログラムとシミュレーションプログラムの
アップロードを行うとパラメータサーベイの実行が可
能である.

• クラウドシステムを連携させて構築した広域分散デー
タベースに設計パラメータなどの解情報が保存される.

• 各クラウドシステムに接続されたスーパーコンピュー
タをシミュレーションの実行に利用できる.

• 各コンポーネントはウェブサービスによって接続され、
コンポーネントの追加により機能の拡張が可能である.
本研究で提案するフレームワークは複数コンポーネント
で構成される. 特にパラメータサーベイを実行するために

• 設計最適化のプログラムを実行するためのリソースを
用意する必要が無い.

• シミュレーションを実行するリソースにスパコンなど
の高性能なコンピュータを利用できる.

• 解候補をデータベースに登録するだけで、各解候補と
シミュレータの制御が行われ自動的に評価値の計算が
行われる.

• シミュレーションの並列実行が比較的簡単に実装で
きる.
逆にデメリットについては主にフレームワークに合わせ
てプログラムを書き換える必要があり、

• プログラムを最適化アルゴリズムの部分と、シミュ
レーションの部分に分けて記述する必要がある.

必要なコンポーネントは「解情報データベース」と「最適

• 最適化プログラムにおいてデータベースとの通信部分

化エンジン」と「制御システム」である. そのうちの１つで

を web サービス API を使って記述する必要がある.

ある解情報データベースには設計パラメータを持つ解候補

これらは後述するユースケースにて、実際にどのように

が保存されるが、これはインタークラウド環境と NoSQL

プログラムを書き換える必要があるかなどについて詳細に

と呼ばれる分散データベースによって構築された広域分散

議論する.

データベースによるものであり、保存容量の拡張性や各サ
イトにレプリカを持つことによってデータに対するアクセ
スの際のレイテンシなどの観点から優位性を持つ. この解
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2.3 全体のアーキテクチャ
本研究で実装する実行基盤は複数のコンポーネントで構
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図 2

全体のアーキテクチャ
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図 3

適用する問題の設計パラメータと評価値

成されるが、図 2 はこれらのコンポーネントによって構成

MOEA/D（Multiobjective Evolutionary Algorithm Based

されるシステム全体の構成図を示す. 各コンポーネントは

on Decomposition）[11] が用いられている.

以下の様な役割を持っている.

• 解情報データベース (DB)：解候補の設計パラメータ
などの設計情報を保存し、その解候補へアクセスする

web サービス API を提供する
• 最適化エンジン (Optimizer)：最適化プログラムを実
行し、新たな解候補を生成する.

• 制御システム (Controller)：シミュレーターを制御し、
評価値の計算ジョブを登録する.

• シミュレータ (Simulator)：シミュレーションプログ
ラムを実行し、実際に評価値の計算を行う.

3.2 プログラムの変更点
本研究のシステムでこのプログラムを動作させるにあた
り、プログラムを 2 つの観点から書き換える必要がある.

• 評価値の計算を実行するために、シミュレーションプ
ログラムを実行するのではなく web サービス API を
使ってデータベースに解候補を保存する

• シミュレーションプログラムを制御システムで制御で
きるように入力と出力部分を加える.
本研究の分散フレームワークで実行させる場合は

• ポータル (Portal)：ユーザからの最適化プログラムと

MOEA/D の評価値の計算の部分を「シミュレーション

シミュレーションプログラムのアップロードを受け付

プログラムを実行する」から「解情報データベースに解候

け、問題の登録を行う.

補を保存し、評価値の計算が終了した時に解情報データ

3. 設計最適化プログラムの適用
本研究で扱う設計最適化実行フレームワークにおいて設
計最適化プログラムを動作させるには、プログラムの書き

ベースから評価値を取得する」と置き換える必要がある.
この置き換えには解情報データベースに用意された Web
サービス API を利用し、今回このハイブリッドロケットエ
ンジンを扱ったプログラムでは 3 種類の API を用いた.

換えが必要となる。ハイブリッドロケットエンジンの設計

MOEA/D ではその時点での最適解が含まれる解集団

問題を対象とするプログラムを例としてどのように書き換

EP (External Population) を更新することで最適化が進め

えが必要であるのかを解説する。

られる. その過程を 3 つのステップに分ける.

( 1 ) ”GENERATE STEP” : 新たな個体を生成する
3.1 適用するプログラム
既存の設計最適化プログラムを書き換えることでを本研

( 2 ) ”EVALUATE STEP”：個体の評価値を計算する
( 3 ) ”UPDATE STEP”：解集団（EP ）の更新をする

究で扱う設計最適化実行フレームワークに適用する. 室蘭
工業大学から提供されたハイブリッドロケットエンジンの

”GENERATE STEP”は Web サービス API の”countSo-

設計最適化を行うプログラムを用いる. またこの最適化プ

lutions”を用いて評価値が未計算である解候補の数を取得

ログラムの中での評価値の計算には首都大学東京から提供

しそれが一定数を下回っていた時のみ実行し、Reproduc-

されたハイブリッドロケットエンジンのシミュレーション

tion と Improvement によって新たな個体を生成する. 続け

プログラム [10] を用いている.

て”EVALUATE STEP”を実行し、新たな個体を Web サー

この最適化プログラムはハイブリッドロケットエンジ

ビス API の”postSolutions”によって解情報データベースに

ンの 10 つの可変な設計パラメータについて、２つの評価

登録する.”UPDATE STEP”は Web サービス API の”get-

値をそれぞれ最大化、最小化するパラメータセットを得

Solutions”を用いて評価値が計算済みである解候補を取得

ることを目的としている. 評価値を計算する目的関数が

できた場合に実行し、最悪点の更新や解集団（EP ）の更

複数存在するのでこの問題は多目的最適化問題と分類さ

新などを行う.

れ、最適化アルゴリズムには多目的最適化問題に適した
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制御システムでどの解候補の評価値の計算を始めるかを
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選択する基準となる計算優先度 priority の値は”GENER-
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ることで、新しく生成された解候補が優先して評価値の計
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算が行われるように設定する. これによってシミュレータ
の台数が 1 台だと元のアルゴリズムとほぼ同じ動作をする
ことになり、シミュレータの台数が複数あると計算待ちの
個体が複数存在しているので並列で評価値の計算を実行す
12@45H]^_`<+

ることができる.

4. 動作検証
前節で解説したようにプログラムの書き換えを行い検証
用システムに実装を行った. そして以下の 3 点について検

ab+

図4

/0+

解候補の設計パラメータの値の比較：元のプログラム単一のコ
ンピュータで実行した結果（上）と書き換えたプログラムを分

証を行う.

散フレームワークで実行した結果（下）

( 1 ) 実験 1：元のプログラムとの結果の比較を行い、最適
化アルゴリズムが動作しているかどうかについて検証

究の分散フレームワークで動作させた場合の通信オー
バーヘッドによる実行時間の違いを検証する

( 3 ) 実験 3：本研究のプロトタイプの並列シミュレーショ
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( 2 ) 実験 2：単一のコンピュータで動作させた場合と、本研
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4.1 検証用システム
検証用のプロトタイプとして、北海道大学情報システム
設計学研究室が所持するプライベートクラウドシステムを

図 5 解候補の評価値の比較:元のプログラム単一のコンピュータで
実行結果 (左 図) と書き換えたプログラムを分散フレームワー
クで実行した結果 (右図)

利用して実装を行った. このクラウドシステムはオープン
ソースのクラウド管理ミドルウェア、OpenStack を用いて

価値 2（全備重量）の値がトレードオフの関係になってい

構築されている. 解情報データベースには NoSQL データ

ることがわかり、同じように最適化アルゴリズムが問題な

ベースの１つである Mongo DB を利用し、最適化エンジ

く動作していることがわかる.

ン、制御システムやシミュレータも含め、このクラウドシ
ステムを利用して作成した仮想マシン上で実装した.

実行時間について比較すると単一のコンピュータで動作
させた場合は 10 回の実行の平均で 833.8105s、分散フレー
ムワークで動作させた場合は同じく 10 回の実行の平均で

4.2 実験 1：元のプログラムとの結果の比較
実行した結果として出力された最適解の評価値を比較す
ると図 4 のようになった. 各設計パラメータについて上の

1304.75s の実行時間がかかった. この実行時間の違いはフ
レームワークの通信オーバーヘッドによるものであり、次
節にて議論する.

値が元のプログラムを単一のコンピュータで動作させた場
合の実行結果であり、下の値が書き換えたプログラムを分

4.3 実験 2：通信オーバーヘッドの計測

散フレームワークで動作させた場合の実行結果である. 図 2

実験 1 にてハイブリッドロケットエンジンの設計最適化

の値はそれぞれ 10 回実行した時の各設計パラメータの最

プログラムを分散フレームワークに適用し、実行結果と実

大値、最小値、平均値について、10 回分の平均値を算出し

行時間を比較した. 分散フレームワークで実行した場合に

たものである. 単一のコンピュータで動作させた場合も分

単一のコンピュータで実行する場合に対して実行時間が大

散フレームワークで動作させた場合もほぼ値は一致し、問

きくなったのは、フレームワークの通信オーバーヘッドに

題なく最適化アルゴリズムが機能していることがわかる.

よるものである. この通信オーバーヘッドはシミュレータ

また 10 回のうち１回の実行結果の評価値についてプロッ
トしたのが図 3 である. 左図が元のプログラムを単一のコ
ンピューターで動作させた場合の実行結果であり、右図が

にて評価値の計算を実行する前後に発生する処理によるも
のである.

1 つの解候補の評価は制御システムによって次のような

書き換えたプログラムを分散フレームワークで動作させた

手順で行われる.

場合の実行結果である. どちらも評価値 1（到達高度）と評

( 1 ) 解情報データベースにアクセスし、評価値を計算する

c 2016 Information Processing Society of Japan
⃝

4

Vol.2016-MPS-107 No.21
2016/3/9

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report
表 1

フレームワークにおける通信処理などによるオーバーヘッド

'$!!"

'#!!"

計算前の処理±σ

解候補の評価±σ

計算後の処理±σ
'!!!"

± 0.0147099

1.23555
± 0.496514

0.00297118

2345678%

0.080571

± 0.000796431

!"#$%

&!!"

&''(")%
%!!"

$!!"

解候補を取得する

#!!"

( 2 ) 解候補のパラメータセットを入力ファイルとして出力

!"
!"

#"

$"

する

%"

&"

'!"

'#"

*+,-&./01%

( 3 ) Simulator に対して入力ファイルを SCP で送信する

図 6

シミュレータを並列動作させた場合の実行時間

( 4 ) Simulator に対して SSH 接続しシミュレーションプロ
グラムの実行ジョブの登録コマンドを実行する

)*+,-,./0%0('.*.1,!-#$

( 5 ) SSH 接続を保持しシミュレーションプログラムの終了
)+'

を監視する

%&'('3.*.!-#$

%&'(!$#$

).'

( 6 ) 出力ファイルを SCP でダウンロードする
( 7 ) 解情報データベースにアクセスし、評価値を書き込む
この中で 1〜4 がシミュレーションプログラムによる評価

1'

%&'(')*+,!-#$

3'

%&'('.*/!-#$

2'

値の計算の前に行われる処理であり、6〜7 が計算の後に行

+'

われる処理である. これがフレームワークの通信オーバー

.'

%&'('.*,!-#$
.'

+'

ヘッドとなる.

3'

1'

).'

)+'

!"#!"#$

それぞれを計測してみると図 6 のような結果になった.

図 7

この計測結果は 1000 回の解候補の評価を行った平均であ
る. 前処理では平均 0.080(s)、後処理では平均 0.003(s) の

2'

シミュレータを並列動作させた場合の台数効果

Tp = nTc + nTf /P

(1)

時間がかかっており、合計で 0.083(s) かかっている. この
値はシミュレーションプログラムの計算量からは独立して

実際に計測した結果と推測値との比較が図 7 であるが、

おり、シミュレーションプログラムの計算量によって変わ

実測値と推測値がほぼ一致しており推測通りに並列に評価

るものではない. 基本的にシミュレーションプログラムに

値の計算ができていることがわかる.

時間が掛かる場合は無視できる値である.
またこの通信オーバーヘッドの値はパラメータセットの
大きさや、解情報データベースへアクセスする際の通信遅

この時の台数効果 S を以下のように定義する.

S = nTf /Tp

(2)

延などによって変化するものである. 通信状況によっては

この値をグラフにすると図 8 の通りになる. 今回の検証で

通信オーバーヘッドが大きくなる可能性がある.

用いたシミュレーションプログラムは 1 つの解候補の評価
にかかる時間が 1.23s なので、シミュレータの数を 10 台に
すると 6 倍以上の実行時間についての台数効果が確認でき

4.4 実験 3：シミュレータの並列動作

る. しかし 1 つの解候補の評価にかかる時間が 60.0s だと仮

本研究で扱う分散フレームワークではシミュレーション

定した場合は同じくシミュレータの台数を 10 台の時にほ

プログラムを実行するシミュレータの台数とそれを制御す

ぼ 10 倍の台数効果が確認できる。この時 1 つの解候補の

る制御システムの台数増やすことで並列にシミュレーショ

評価にかかる時間に対してフレームワークのオーバーヘッ

ンプログラムの実行が可能である. シミュレータの数を 1〜

ドを無視することできるということである。逆に解候補の

10 台まで変化させ、それぞれの状況で 3 回ずつ実行時間を

評価にかかる時間が 0.5s,0.3s と短くなるにつれて通信オー

計測し、平均値を算出した.

バーヘッドの影響が大きくなり、並列化による効果は小さ

この時、実験 2 で計測した通信オーバーヘッドを用いて
以下の式で解候補の評価を並列に実行した時の実行時間の
推測値 Tp を計算することができる.

くなる.
本研究のフレームワークの並列化による効果は評価にか
かる時間が大きい場合に有効である. 通信オーバーヘッド

シミュレータの数を P 、解候補の数を n、1 つの解候補

に対して評価にかかる時間が短い場合は通信オーバーヘッ

の評価に要する時間を Tf 、通信に要する時間を Tc とする

ドの影響が大きく並列化をしてもあまり効果を期待でき

と、全ての解候補の評価が終了するまでの時間 Tp は、以

ない.

下の式になる.
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5. まとめ
本研究ではインタークラウド環境を想定した設計最適化

[3]

実行フレームワークで多目的最適化プログラムを実行する
一例を示した. このフレームワークを実現するシステムを

[4]

使うことで、ユーザは既存の設計最適化プログラムを書き
換え、最適化プログラムとシミュレーションプログラムを
アップロードすることによりパラメータサーベイなどの多

[5]

点探索を前提とした設計最適化の実行が可能である. ユー
ザはスパコンなどのハイパフォーマンスなリソースで評価
値の計算が実行できることと、クラウドの VM を使ったシ

[6]

ミュレータの追加による並列化が容易に可能である点で実
行時間の短縮を目的とした分散フレームワークの利用が可
能である.

[7]

また設計最適化フレームワークの通信オーバーヘッドや
シミュレーションプログラムの並列実行について議論した.
通信オーバヘッドについて、評価におけるコンピュータシ

[8]
[9]

ミュレーションに時間のかかる場合はこのオーバーヘッド
は無視できる程度の長さであり全体の実行には影響しない.
しかし１つのパラメータセットを評価するのに時間のかか

[10]

らないシミュレーションを扱う場合には通信オーバーヘッ
ドが全体の実行時間のうち大きな割合を占め本研究のフ

[11]

レームワークを使う意味は無い. またシミュレータの台数
の拡張による並列実行による実行時間の短縮の効果を示し
たが、これも通信オーバーヘッドに対してシミュレーショ

[12]

ンにかかる時間が小さい場は並列実行による実行時間の短
縮の効果は期待できない.
本研究で扱った分散フレームワークは設計探査支援サー

[13]

ビスとしてユーザが利用できるようになることを想定し
ているが、まだまだサービスとして運用するためには必要

[14]

な機能が不足しており、ユーザの認証や多数の問題のスケ

[15]

Distributed Design Exploration Framework in the Intercloud Environment.” Cloud Computing (CLOUD), 2015
IEEE 8th International Conference on. IEEE, 2015.
Czyzyk, Joseph, Michael P. Mesnier, and Jorge J. Moré.
”The NEOS server.” Computing in Science & Engineering 3 (1998): 68-75.
Dolan, E., et al. ”The NEOS server for optimization:
Version 4 and beyond.” Preprint ANL/MCS-TM-253,
Mathematics and Computer Science Division, Argonne
National Laboratory (2002).
Ferris, Michael C., Michael P. Mesnier, and Jorge J.
Moré. ”NEOS and Condor: Solving optimization problems over the Internet.” ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 26.1 (2000): 1-18.
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ジューリングなどの機能を開発し、実用的なものとして開
発を進める必要がある.
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