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大規模並列計算機向け通信アルゴリズム開発環境の構築
鈴木 遼平1,a)

石畑 宏明2,b)

概要：本研究ではトポロジを意識した通信アルゴリズム開発のための環境を構築した．複数のシミュレー
タのログを表示できる可視化ツールを中心に一連の開発サイクルを効率的に行えるようにした．本可視化
ツールは，3 タイプのビューウィンドウを有している．各次元のリンクの情報を時系列で表示したウィン
ドウは，全体の通信状況の把握が可能である．3 次元空間上に表示したトポロジに通信状況を表示させた
ウィンドウは，トポロジを意識して通信状況を把握することができる．通信中のノード間のホップ数など
を表示するウィンドウでは，現在行われている通信を把握することができる．また 4〜6 次元の Mesh /

Torus と大規模構成の並列計算機の可視化手法について示した．2 つの全体全通信の通信アルゴリズムを
比較し，本ツールが通信アルゴリズムの評価に使用できることを示した．

1. はじめに
並列計算機は，複数のノードで構成されており，ノード

レータや実機から選んで行う．本可視化ツールは，複数の
通信ログに対応している．また 3 タイプのビューウィンド
ウを使用することで，通信の振る舞いを直感的に理解でき

間で通信を繰り返しながら処理を進める．その際に通信の

る．各次元のリンクの情報を時系列表示したウィンドウは，

輻輳が頻繁に発生すると，通信待ち時間が延び，システム

各リンクの状態や均等にリンクを使用できているか等が分

の実行性能が著しく低下する．そのため，各通信パターン

かる．3 次元空間に表示したトポロジ上にデータを表示す

の通信アルゴリズムを最適化し，輻輳の発生を抑える必要

るウィンドウは，トポロジを意識した解析を可能とする．

がある．

2 章で通信アルゴリズムの開発環境について，3 章で開

現在，大規模並列計算機は多次元の Mesh や Torus と

発した可視化ツールについて，4 章で大規模構成の可視化

いったトポロジを用いて構築されている．これらのトポロ

手法について述べ，5 章で 2 つの通信アルゴリズムを比較

ジは，直径が大きいため，ノード間通信の際に輻輳が発生

した事例を，6 章に関連研究を示し，7 章でまとめる．

しやすい．また大規模並列計算機を利用する際，必ずしも
完全なトポロジを使用できるとは限らない．そのようなト
ポロジでは，全体全通信など通信量の多い通信パターンで

2. 通信アルゴリズムの開発環境
2.1 通信アルゴリズムの開発サイクル

高い性能を得ることは難しい．性能を高めるには，トポロ

図 1 に通信アルゴリズムの開発サイクルを示す．実行環

ジ上の全リンクを効率的に使用する必要がある．そのため

境は状況に応じて，複数あるシミュレータか実機の中から

通信アルゴリズムを開発する際は，利用するトポロジ意識

選択する．実機を選択した場合，MPI プログラムを，シ

する必要がある．

ミュレータを選択した場合はメッセージファイルを記述す

本研究ではトポロジを意識した通信アルゴリズム開発の

る．開発者は，考案した通信アルゴリズムをシミュレータ

ための環境を構築する．まだ統合的な開発環境は完成して

や実機で実行し，通信ログを取得する．その後，測定した

いないが，通信アルゴリズムを評価するための可視化ツー

通信ログを評価ツールを使用して評価する．問題がある場

ルを中心に一連の開発サイクルを効率的に行える．評価に

合は，原因分析を行い，通信アルゴリズムを修正し，再び

使用する通信ログの取得は，状況に応じて複数のシミュ

通信ログを取得する．開発者は，このサイクルを繰り返す
ことで通信アルゴリズムの性能を高めていく．
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2.2 通信ログの取得
通信アルゴリズムの通信ログは実機かシミュレータで取
得する．実機の場合は，MPI プログラム中にログプログラ
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に使用することで性能を高める．そのためにトポロジ
を意識する必要があり，通信ログをトポロジに関連付
けて表示しすることが求められる．Mesh や Torus で
は各次元のリンクごとに，Fattree では各スイッチ階
層ごとにリンク使用率などの統計量をみることで，ト
ポロジ上での通信の振る舞いの理解に役立つ．

• 通信ログの取得が容易
図 1 通信アルゴリズムの開発サイクル

Fig. 1 Development cycle of communication algorithm

各シミュレータごと，オプションの指定やメッセージ
ファイルの書き方が異なる．実機の場合は，プログラ
ム中にハードウェアカウンタに対する記述などが必要

ム作成ライブラリの MPE を使用する方法がある．この場
合取得できる情報は，ユーザー定義のイベントと MPI の

である．これらの作業が容易に行えるツールが求めら
れる．

通信関数の呼び出しと終了のタイムスタンプである．取得

今回開発した可視化ツールは，2 つのシミュレータと 1

したデータは，jumpshot[1] などの可視化ツールで見るこ

つの実機に対応している．booksim では，送先／宛先ノー

とができる．

ド情報と各リンクの通過パケット数，バッファの空き容量，

スイッチの情報は SNMP を使用し，多ポートの送受信

通信待ち時間の情報を取得できる．また mfs では，送先／

バイト数などを取得できる．ノードの情報は PAPI などの

宛先ノード情報と通信バンド幅，各リンクの通過量, リン

マイクロプロセッサのハードウェアカウンターにアクセ

ク使用率を取得できる．また実機では，各リンクの通過バ

スする API を使用する．これにより，CPU 処理の時間や

イト数と通信待ち時間を取得できる．

キャッシュミスの回数などを得ることができる．
シミュレータの場合は，それぞれの特徴から状況に応じ
て複数ある中から選択する．メッセージファイルの作成方
法や測定できる通信レベルやログの種類，シミュレーショ

3. 関連研究
並列アプリケーションを評価するため，通信ログを可視
化するツールは複数存在する．

ンにかかる時間などが異なる．mfs[2] は通信アルゴリズム

OpenSpeedShop[4] は，並列アプリケーションを実機で

の性能評価を目的としたシミュレータである．パケットな

実行し，ハードウェアカウンタで測定したログを解析する

どの動作を追跡するのではなく，通信バンド幅とデータの

ツールである．負荷分散の評価などが行え，ノードごとに

流量に基づいて測定している．このような簡略化により，

分散した処理にかかる時間やメモリアクセス数など細かい

ハードウェア資源が少なくすむため，メッセージサイズの

挙動が分かる．しかしテキストや 2 次元グラフを使用して

大きい通信シミュレーションに有用である．

結果を表示しているため，通信の振る舞いなどは分かりに

それに対し booksim[3] はフリットレベルの通信シミュ

くい．

レータである．通信アルゴリズムの正確な挙動を測定した

Todd らはノードマッピングの最適化を目的とした並列

い場合使用する．指定したネットワーク上で特定の通信パ

アプリケーションの評価ツールを開発した [5]．従来，評価

ターンの性能を測定できる．もともと通信アルゴリズム

にはノード間通信の状況を示した 2 次元のグラフを用いて

を評価する機能はないが，ソースが公開されているため，

いた．それに対し，3 次元上のトポロジにデータを反映さ

コード中に通信アルゴリズムを記述することで，その振る

せ，直感的に通信の振る舞いを理解できるようにした．し

舞いを測定できる．

かし全体のリンクを効率的に使用できているかなど，通信
アルゴリズムを評価するうえで確認したい情報は表示でき

2.3 求められる開発環境
通信アルゴリズム開発環境には，以下の様な機能が求め
られる．

• 複数の通信シミュレータや実機に対応している

ない．

SimCon[6] は，並列アプリケーションの実行に最適な
ネットワーク環境を知ることを目的に作られたシミュレー
タである．複数のオーバーレイネットワーク上で並列アプ

シミュレータにより，模倣できるハードウェアの挙動

リケーションをシミュレーションすることができ，測定し

のレベルや種類が異なる．そのため，環境や状況によ

たログを可視化する機能も有する．ノード同士を物理的な

り使用するシミュレータを選択できる必要がある．ど

距離に応じて離したり，通信するノード間を線で結ぶなど，

のシミュレータでも同じような操作で評価が行えるこ

ネットワーク上でのアプリケーションの挙動が理解できる．

とが望ましい．

しかし通信経路やスイッチのバッファリング状況などが表

• 通信アルゴリズム開発に必要な情報を表示できる
通信アルゴリズムは，トポロジが持つリンクを効率的
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示できないため，通信アルゴリズムの開発には向かない．

Cyriel らは, HPC マシンの設計を支援するための並列ア
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(a) Time series view

(b) Topological view
図 2

(c) Source-destination view

3 types view windows

プリケーションのシミュレーション環境を構築した [7]．既

4.2 Topological view

存の MPI タスクシミュレータと開発したネットワークシ

このウィンドウは，通信ログの結果を 3 次元空間上の

ミュレータを協調動作させることで，指定したトポロジや

ネットワークトポロジに反映させて表示する．これにより

ハードウェア構成で細かなアプリケーション挙動をシミュ

開発者は，トポロジを意識して通信状況を把握することが

レーションできるようにした．通信ログを可視化するツー

できる．

ルも統合されており，通信状況とノードの状態を解析する

4.2.1 3 次元トポロジの表示

ことができる．しかし 2 次元グラフでの表示しかできず，
そこからトポロジを意識ことは容易ではない．

4. 可視化ツール
可視化ツールは 3 タイプのウィンドウを持つ [8](図 2)．

ネットワークトポロジは，ノードをキューブで，リンクを
その方向を示した矢印が付いたシリンダーで表現している．
大規模並列計算機では，3 次元の Mesh / Torus，fattree な
どのトポロジが使用されている．また Blue Gene/Q では 5
次元の Torus を，京では tofu[9] と呼ばれる 6 次元の Mesh

これらを使用することでトポロジを意識しながら，通信の

/ Torus を使用している．現在このウィンドウでは 1〜6 次

振る舞いを直感的に理解することができる．各ウィンドウ

元の Mesh / Torus と Fattree[10] が表示可能である．

についてそれぞれ説明する．

4〜6 次元の Mesh の表示方法について説明する．3 次元
の Mesh の表示は x, y, z の座標軸方向にそれぞれノード

4.1 Time series view

を配置していくことで表現している．4〜6 次元は，3 次元

このウィンドウでは，時系列でログ情報を表示する (図

の軸をもう 1 つ追加し，特定の角度回転させて x, y, z の座

2(a))．横軸に時刻を，縦軸には項目ごとに値の割合をと

標軸からずらすことで表現する．図 4 に 1x1x1x2x2x2 の

り，それぞれグラフを表示している．表示できる項目は 2

Mesh を示す．a, b, c 軸方向にノードが配置されているこ

種類あり，全リンクをそれぞれ表示したものか，ホスト方

とが分かる．なお a, b, c 軸の回転角度は，各次元のリン

向のリンクと各次元の±方向のリンクでまとめて表示した

クでノード間を結んだ際に，リンクやノードがぶつからな

もののどちらかである．各項目で表示できる情報は，送信

いような値にしている．図 5 に 2x2x2x2x2x2 の Mesh を

方向と受信方向のリンク使用率と通信待ち時間の割合であ

示す．4，5 次元の Mesh / Torus はこれらから次元を減ら

る．まとめて表示する場合は，1 つのグラフに最大値を赤

すことで表示する．

色で平均値を緑色で表示しており，図中もその表示である．

なお 3 次元空間に表示したトポロジは回転，拡大・縮小

図 3 リンク使用率の最大値と平均値の差が小さい場合，

がマウスとキーボードで操作可能である．また，ノードを

その次元のリンクは均等に使用できているといえる．各次

クリックするとそのソード番号を，リンクをクリックする

元において，このような状態であることが望ましい．また

とログの値が表示できる．

待ち時間の割合のグラフからは，特定箇所で極端に待ち時

4.2.2 情報の表示

間が発生いるかどうかや，最大値と平均値の差がない場合
は全体の待ち時間の状態が分かる．

リンクの色を変えることで，通信待ち時間とリンク使用
率を表現している．なお RGB 値に各情報の割合を設定す
ることにより，2 つの値を同時に表示できる．現在 R 値に
通信待ち時間の割合を，G 値にリンク使用率，B 値に 1 リンク使用率を設定している．これにより通信待ち時間が

図 3

An example of time series view
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大きい場合は赤色が濃くなり，リンク使用率が大きい場合
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れにより，その時の通信量やどの方向のどの程度の距離の
通信が多いかなど知ることができる．
図 7 は 10x10 の mesh におけるある時間の通信状況であ
る．リンクの色は，通信が x 方向のリンクを多く経由する
程，赤色が濃くなりピンク色に近づく．また通信が y 方向
のリンクを多く経由する程，緑色に近づくように設定して
ある．図中から，ノード番号が 1 つ異なるノードに対し通
信を行っていることが分かる．ホップ数の低い通信はリン
クがピンク色であることから，x 方向隣に対し通信を行っ
ていることが分かる．ホップ数が高い 9 つの通信は，x 方
図 4

1x1x1x2x2x2

図 5

Mesh Topology

2x2x2x2x2x2

向に対しの割合が高い．また 1 番ホップ数の高い通信は，

Mesh Topology

x 方向と y 方向の割合がほとんど同じであることが読み取
れる．

は緑色が濃くなる．
図 6 に 4 × 4 の Mesh 上での，ある時間における通信
状況を示す．ここでは，3 つのノード（Node2, 6, 12）が
右上の緑色のノード (Node16) に対しデータを送信してい
る．各通信の経路は交わっており，Node12-16 間のリンク
では 3 つのデータが，Node8-12 間のリンクで 2 つのデー
タが通っている．図中からリンクの色が Node16 に近いと
ころから，緑色から緑色，ピンク色と変化していることが
読み取れる．このことから Node16 付近で通信が込み合っ
ており，それにより離れたリンクの通信待ち時間の割合が
約 100 ％になっていることが分かる．このようにトポロジ
上にログ情報を表示することで，テキスト情報からでは分
からないデータの関連性などが分かり，直感的に通信の状

図 7

An example of Source-destination view

況の把握が可能である．

5. 大規模構成の可視化
現在，数万ノード構成の大規模並列計算機が存在する．

Topologycal view の表示方法では，数千〜数万ノード構成
のトポロジを表示すると，ノードやリンクが重なり内側の
情報が見えなくなる．そのため全体の通信状況を直感的に
把握できなくなる．
そこで色のα値を変更しリンクを半透明にした．また
ノードを非表示にする機能や，リンクをフィルタリングす
る機能を追加した．現在フィルタにより，各次元のリンク
図 6

An example of Topological view

の表示/非表示や指定した範囲のログを持つリンクのみ表
示させることができる．これにより，大規模な構成のトポ
ロジでも内側の通信状況を把握することができる．

4.3 Source-destination view
このウィンドウは通信中のノード間をシリンダーで結ん
でいる（図 2(c)）．ノードは，白いキューブで表現してお
り，ノード番号順に円状に並べている．ホップ数が高い程
シリンダーは太くなり，高い位置を通る．また 3 次元以下

図 8 に 16 × 16 × 16 のメッシュトポロジ（ノード数：

4096）を半透明表示した例を示す．なおフィルタにより使
用頻度の低いリンクは非表示にしている．

6. 事例

のトポロジにおいては，色でホップ数中の通信方向の割合

本ツールを使用して，通信アルゴリズムの異なる 2 つ

を示すことができる．これは RGB 値にそれぞれ x, y, z 方

の全体全通信の実行結果を評価し，比較する．全体全通信

向のホップ数の割合を対応づけることで表現している．こ

とは，すべてのノードが他のノードに対し，同じ大きさの
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通信状況を表示させる．表示できるトポロジは，1〜6 次
元の Mesh / Torus と Fattree である．4〜6 次元の Mesh

/ Torus の表示手法について示した．Source-destination
view は，通信中のノード間のホップ数など，現在行われて
いる通信を把握することができる．
数万ノード構成の大規模構成の並列計算機でも，トポロ
ジを意識しながら通信の振る舞いを理解できるよう，その
表示手法について示した．

A2A と A2AT を比較し，A2A に対しては x 方向のリン
クが定期的に使用されていないなど，性能低下の要因を示
図 8

した．また A2AT については性能の高さを裏付け，本ツー
16x16x16 Mesh Topology

ルが性能向上に使用できることを示した．
今後の予定は，現在の大規模構成の可視化方法では，視

異なるデータを送信する通信パターンである．今回，単

点と反対側の情報が分かりづらくなっているため，それを

純な通信アルゴリズム（以下 A2A ）と矢崎らが考案した

解決する．大規模データの全体の状況の把握は，2 方向か

A2AT[11] とを比較する．

らのトポロジを表示することで解決できるが，描画に時間

A2AT は，2 次元 Mesh と Torus に対してネットワーク

がかかるため現実的ではない．そこで空間を分割し，その

バンド幅を最大限に活かすよう考えられた通信アルゴリズ

ブロック内の通信状況の平均値を表示させるなど，簡略化

ムである．各ノードが同時に 2 つのデータをアルゴリズム

した表示方法を考える．この表示から全体の状況を推測

に従って送信することで，全 x 方向と全 y 方向のリンク

し，特定のブロックのみ従来の表示方法で詳しく見ること

に同じ量の通信が流れるようにしている．booksim を用い

で通信状況を把握できるようにする．

て 17x17 の Mesh で全体全通信の比較を行った．通信時
間は A2A が 228400 で A2AT が 178000 であった．Time
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