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広域分散化に向けたストリーム解析処理の分析とモデル化
秋岡明香†1
大規模データ解析処理，特に時系列に沿って次々と大量に到着するデータの解析処理（ストリーム解析処理）の高速
化に対する需要が高まっている．ストリーム解析処理の高速化に向けて，ストリーム解析処理の適切なモデリングが
不可欠である．特にスケジューリング手法や負荷分散手法の研究を行なう上で，性能評価時に正しいアプリケーショ
ンモデルを使用することが重要であり，適切なスケジューリング手法や負荷分散手法の選択に大きな影響を及ぼす．
しかし，ストリーム解析処理を明確な対象とした，実際のアプリケーションからのモデル提案はまだない．本稿では，
ストリーム解析処理のタスクグラフ生成手法と標記手法を提案し，実際にいくつかの実アプリケーションからタスク
グラフを生成して示す．スケジューリング手法や負荷分散手法の性能評価に本稿で提案するタスクグラフをベンチマ
ークとして用いることで，ストリーム解析処理の高速化に向けた公正な評価を行なうことが可能になると期待する．

Modeling and Analysis of Stream Mining Algorithms for Distributed
Computing Environment
SAYAKA AKIOKA†1
Acceleration of huge data analysis, especially an analysis of huge, and fast streaming data is one of the major issues in recent
computer science. Proper modeling, and understanding of streaming data analysis are indispensable for speed-up, scale out, and
faster response time of streaming data analysis. Especially for the research on scheduling, or load balancing algorithms, a model
of the target application truly impacts on the performance of the scheduling, or load balancing algorithms, however, there is no
study on the realistic models, or the actual behaviors of streaming data analysis yet. This paper proposes a task graph for stream
mining algorithms with some examples of actual applications. A task graph represents a workload of the target application with
data dependencies, and control flows. This is the first proposal of task graphs for stream mining algorithms, and the task graphs
play an important role as a benchmarking tool for the development of scheduling, or load balancing algorithms targeting on
stream mining algorithms.

1. は じ め に

うな，インクリメンタルな手法を多用する．特に大規模デ
ータストリーム解析処理の場合，入力データの流速が早い

	
  センサ群からのモニタリング情報，ソーシャルメディア

ため，リアルタイムな解析処理を可能とするためにストリ

の利用者が発信する情報，監視カメラの映像，システムの

ームマイニングアルゴリズムを研究してきた経緯がある．

ログ等，時系列に沿って次々と到着するデータの流れをデ

これは，一度データ解析処理が大幅に遅れてしまうと解析

ータストリームと呼ぶ．計算機やネットワークの発展と普

処理がデータの到着に間に合わないため，一部の入力デー

及に伴い，データストリームはその種類と総データ量を爆

タを破棄する必要が生じるといった背景がある．したがっ

発的に増やしており，データストリーム群を横断的かつ多

て，ストリームマイニングアルゴリズムでは，入力データ

角的に解析し，新しい知見や情報を迅速に得るための試み

を取りこぼさないことを重要視している．一方で，従来

であるビッグデータ解析が活発化している．ビッグデータ

HPC 分野で注目してきたデータインテンシブアプリケー

解析では，各データストリームが持つパラメータ群のあら

ションでは，大量のデータをバッチ処理的に解析する．

ゆる組み合わせについて解析処理を行ない，有用なデータ

	
  大規模データ解析処理の高速化・スケールアウトには並

ストリームとパラメータの組み合わせを発見することが重

列分散環境での高速実行は不可欠であり，さらに効果的な

要になる．つまり，大規模データストリーム解析処理は，

並列化・高速化の実現にはスケジューリング手法の研究が

単位時間に処理可能なデータ量を飛躍的に拡大すると同時

不可欠である．HPC 分野を中心にスケジューリング手法は

に，解析処理時間を大幅に短縮する必要があり，解析処理

幅広く研究されており，多くの場合，性能評価には実アプ

の並列化による抜本的な高速化・スケールアウトの実現が

リケーションのほかにタスクグラフを使用する．タスクグ

不可欠である．

ラフとは，スケジューリング対象とするアプリケーション

	
  しかし，データストリーム解析処理は，従来 HPC 分野で

のモデルである．タスクグラフの出来はそのままスケジュ

研究が進められて来たデータインテンシブアプリケーショ

ーリング手法の性能評価精度に直結するため，スケジュー

ンなどとは挙動が大きく異なる[9]．大規模データストリー

リング手法同様，タスクグラフ自体の研究も歴史が長いが，

ム解析処理では，ストリームマイニングアルゴリズムのよ

実アプリケーションからのモデル抽出は少なく，人為的に
ランダムに作成したランダムタスクグラフを用いるのが一
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ーム処理モジュール(Stream Processing Module)，スケッチ
(Sketch)，解析モジュール(Analysis Module)で構成する．こ
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
である．クエリ処理部は，ユーザからのクエリを処理する
モジュール(Query Processing Module)からなる．データ到着
からの一連の処理の流れは，次の 4 ステップである．
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，
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．
2) 前処理の結果でスケッチの内容を更新する．
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
出など）を行なう．
図 1 ストリームマイニングアルゴリズムのモデル
Figure 1 A model of stream mining algorithms.

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
取り，より詳細な解析を行なう．

	
 

	
  ここで，スケッチは高速で到着する入力データの取りこ

	
  本稿では，大規模データ解析処理で用いられる実際のラ

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

イブラリや実在する手法から生成したタスクグラフを提案

を果たしている．つまり，スケッチの内容は頻繁かつイン

する．本稿で提案するタスクグラフは，次の 4 点において

クリメンタルに更新される．一方で，クエリ処理部が担当

今後のスケジューリング手法の開発に大きく貢献する．

する処理は，比較的実行に時間がかかり，かつ処理対象と

1) ストリームマイニングアルゴリズムを明確なターゲッ

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，

トとした最初のタスクグラフである．

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

2) ランダムタスクグラフではなく，実在の手法やライブラ

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

リから生成したタスクグラフである．

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

3) ストリームマイニングアルゴリズムをタスクグラフに

は低い．したがって，大規模データ解析処理にストリーム

よりモデル化したことで，これまでのスケジューリング手

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

法の有用な点と検討すべき問題点を明らかにできる．

ールアウトの鍵となるのは，ストリーム解析部である．

4) ストリームマイニングアルゴリズムを対象としたスケ

	
  さらに，図 1 から，ストリーム解析処理のデータアクセ

ジューリング手法を研究する上で，提案タスクグラフはベ

スパターンの特徴が明確になり，従来の HPC 分野で研究さ

ンチマークとしての役割を果たすことができる．

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

	
  本稿の構成は次の通りである．第 2 章では，タスクグラ

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，

フの提案に先立ち，ストリーム解析処理全般のモデルを紹

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

介し，ストリーム解析処理のデータ依存や制御依存につい

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

て述べる．第 3 章では，本稿で提案するタスクグラフを定

クセスパターンであった[9]．したがってアプリケーション

義し，その生成手法を述べる．第 4 章では，実際に生成し

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

たタスクグラフをいくつか紹介する．第 5 章で関連研究を

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

紹介し，第 6 章でまとめる．

上させることが重要であった．一方で，ストリーム解析処

	
 

2. ス ト リ ー ム マ イ ニ ン グ ア ル ゴ リ ズ ム

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

	
  ストリームマイニングアルゴリズムとは，入力データを

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

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

適用しても，充分な高速化を実現することは難しい．図 2

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

に，前述の 1)から 4)の処理を 1 プロセスと見なした場合に，

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

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

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

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．

を図 1 にモデルとして示す[1]．

	
  図 2 において，上段のフローが先行プロセスを，下段の

	
  ストリームマイニングアルゴリズムは，ストリーム処理

フローが後続プロセスを示す．各プロセスは，入力データ

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

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

Part)に分けることができる．ストリーム処理部は，ストリ

from Sketches)，ストリーム処理 (Stream Processing)，スケ
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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処理依存
Figure 2 Data dependencies and control dependencies of the two processes of the stream processing parts.
ッチの更新 (Update Sketches)，スケッチの読み込み (Read

ス間にデータ依存関係や処理依存関係が存在する．したが

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

って，ストリームマイニングアルゴリズムのタスクグラフ

る．矢印は処理依存関係を示し，破線矢印はデータ依存関

は，データ依存グラフおよび処理依存グラフを用いて表現

係を示す．

することになる．以下では，このタスクグラフについて詳

	
  図 2 には，以下の 3 つのデータ依存関係があり，これら

細を述べる．

のデータ依存関係は正しい解析結果を得るためには無視で

	
  データ依存グラフは，対象アプリケーションの実装を解

きない．

析することで得ることができる．図 3(a)は，ナイーブベイ

1) 先行プロセスのストリーム処理モジュールは，後続プロ

ズ分類器[2]の学習過程を MOA ライブラリ[8]の実装に基づ

セスのストリーム処理モジュールがスケッチの読み込みを

いてデータ依存グラフにした例である．図 4 は，図 3(a)の

開始する前に，スケッチの更新を終えねばならない（図 2

データ依存グラフに対応する疑似コードである．データ依

の Dep.1）．

存グラフは無閉路有効グラフ（DAG）で表現する．データ

2) ストリーム処理モジュールは，同じプロセス内の解析モ

依存グラフでは，各ノードはプログラム中のベーシックブ

ジュールがスケッチの読み込みを開始する前に，スケッチ

ロック，あるいはこれと同等なコードの集合を示す．エッ

の更新を終えねばならない（図 2 の Dep.2）．

ジはデータ依存を示す．ノード A からノード B にエッジが

3) 先行プロセスの解析モジュールは，後続プロセスのスト

出ている場合には，ノード A とノード B にはデータ依存関

リーム処理モジュールがスケッチの読み込みを開始する前

係があり，ノード B はノード A が生成するデータに依存す

に，スケッチの更新を終えねばならない（図 2 の Dep.3）．

ることを示す．また，各ノードには番号が付されているが，
それぞれの番号は，図 4 の疑似コードの同じ番号が付され

3. タ ス ク グ ラ フ

た行に対応する．さらに，図 3(a)ではノード 2 が複数存在

	
  第 2 章で述べた通り，ストリームマイニングアルゴリズ

する．これは，ノード 2 は並列実行可能なことを示し，さ

ムでは，プロセス内部，および先行プロセスと後続プロセ

らに並列度は論理的には自由に設定可能であることを示す．
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2

実際に図 3(a)のノード 2 は，理論上は属性（データマイニ

1
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2

ングアルゴリズムにおける attribute）数まで並列実行が可

360

360
...

2
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能である．
	
  図 3(a)に示すデータ依存グラフは，実際には先行プロセ
スのデータ依存グラフ（白いノードで構成するグラフ）と，

285

1

1

2

...

2

2

2

for all training data do

360

360

360
...

2

2

(1) Fetch one training data v
for all attributes for v do

(a)

(b)

(2-1) Update the weight sum of this
attribute.

図 3	
  MOA 実装に基づくナイーブベイズ分類器の学習過
程の (a) データ依存グラフおよび (b)処理依存グラフ

(2-2) Update the mean value of this attribute.
end for

Figure 3 The data dependency graph (a), and the control flow

図 4	
  ナイーブベイズ分類器学習過程の疑似コード

graph (b) for Naïve Bayes implementation of MoA.

Figure 4 The training stage of Naïve Bayes algorithm.
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for all input data items do

1

(1) fetch one input data v
for all distinct items appeared do

1
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...
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3

4

4

...

4
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5
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5

(2) create or update a border point for v
(3) update summary
(4) update frequency
(5) delete obsolete border points
end for
(6) update pruning threshold
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図 5	
  Min summary アルゴリズムの疑似コード
Figure 5 A pseudo-code of min summary algorithm.
後続プロセスのデータ依存グラフ（灰色のノードで構成す
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るグラフ）からなる．また，第 2 章で述べた通り，プロセ
ス間にもデータ依存関係があるため，2 つのデータ依存グ
ラフをまたがるデータ依存関係を示すエッジが存在する．
また，図 3(a)に示すデータ依存グラフには 2 つのプロセス
のみを示しているが，実際にはデータの入力が続く限り，
プロセスを示すデータ依存グラフが連なり，それぞれのプ
ロセス間にはデータ依存関係が発生する．したがって，便
宜上，最小セットである 2 プロセスを示すに留めている．
各プロセスを示すタスクグラフが鎖状に連なるのがストリ

1355
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3
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4

694 ...

5
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(b)

ームマイニングアルゴリズムのタスクグラフの特徴であり，
従来のタスクグラフとは大きく異なる点のひとつである．

図 6	
  Min summary アルゴリズムの (a)データ依存グラフ，

	
  制御依存グラフもデータ依存グラフと同様に生成・描画

および(b)処理依存グラフ

することが可能である．図 3(b)にナイーブベイズ分類器の

Figure 6 The data dependency graph (a), and the control flow

学習過程の MoA 実装に基づいた制御依存グラフを示す．

graph for min summary algorithm.

ノード等の定義はデータ依存グラフと同様であるが，制御
依存グラフではエッジは制御依存関係を示す．つまり，ノ

数プロセスをパイプライン実行する場合については，考慮

ード A からノード B に向かってエッジがのびている場合に

する必要がある．本稿では，以上の通信コストについての

は，ノード B は必ずノード A の実行が終了した後にのみ実

検討は，将来課題とする．

行可能状態となる．一方で，ノード間にエッジがない場合
には，制御依存関係がないため，実行順序を自由に入れ替

4. 実 ア プ リ ケ ー シ ョ ン の タ ス ク グ ラ フ

えることが可能である．

	
  本章では，実際のタスクグラフ例として，top-k アルゴリ

	
  制御依存グラフでは，データ依存グラフとは異なり，各

ズムと，MOA ライブラリに実装されている Hoeffding Tree

ノードが計算コストを示す数値と共に記述される．この計

アルゴリズム[6]のタスクグラフを紹介する．

算コストは，実機での測定結果を数値化したコストである．

4.1 top-k ア ル ゴ リ ズ ム

したがって，通常のプロセッサで実行する場合には，数値

	
  top-k アルゴリズムは，データストリームに含まれる頻出

の絶対値が変わることがあっても相対関係は不変であるた

アイテムを抽出する手法である．本稿では，Calders らが提

め，各ノードの計算時間見積として使用することができる．

案した手法[3]に基づいて Lam らが提案した top-k アルゴリ

なお，今回提案する制御依存グラフでは，通信コストを考

ズムである min summary アルゴリズム[7]を Java 1.7 で実装

慮していない．実際に，本稿で対象とするストリーム解析

し，タスクグラフの生成を行なった．図 5 は min summary

処理では，各ノードが表す処理は非常に細粒度である上，

アルゴリズムの疑似コードであり，図 8(a)がデータ依存グ

データ通信が頻繁に起こるため，単一のタスクグラフを広

ラフ，図 8(b)が制御依存グラフである．第 2 章で考察した

域な分散環境に分散配置することは，高速化という目的を

通り，基本的には，直前のノードとの間にデータ依存関係

考えると現実的ではない．しかし，マルチコア環境等で複

と制御依存関係が存在し，先行ノードが生産者となり，
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Let HT be a tree with a single leaf (the root)
for all training data do
(1) Fetch one training data v, and sort v into leaf l
using HT
for all attributes for v do
(2) Update sufficient statistics in l
end for
(3) Increment nl, the number of examples seen at l
if n1 mod nmin = 0 and data seen at l not all of same
class then
(4) Compute Gl(Xi) for each attribute
(5) Let Xa be attribute with highest Gl
(6) Let Xb be attribute with second-highest Gl
(7) Compute Hoeffding bound
if Xa != Xb and (Gl(Xa) − Gl(Xb)>ε or ε<τ)	
 
then
(8) Replace l with an internal node that
splits on Xa
図 7	
  Hoeffding tree アルゴリズムの疑似コード
Figure 7 A pseudo-code of a training tree of Hoeffding tree
algorithm.
後続ノードが消費者となるモデルである．ただし，ノード
1（データの読み込み）とノード 6（枝刈り用閾値の更新）
は例外である．特に，ノード 6 については，枝刈りのため
の閾値を更新するために，要約データの長さを利用する．
ノード 2〜ノード 5 では，出現アイテム数で並列化を行な
っているため，閾値の更新時に計算ノードの結果を集約す
る必要がある．特にノード 5 では不要な途中経過の消去等
を行なっているため，ノード 6 での閾値更新作業はノード
5 の結果に強く依存する．
	
  一方で，タスクグラフおよび疑似コードが示す通り，ノ
ード 2〜ノード 6 の処理については，出現アイテム数まで
並列実行が可能である．しかし多くの場合，事前に出現ア
イテム数が明確な場合は少なく，データストリームの解析
が進むにつれて，出現アイテム数は増える傾向にある．特
に，頻出アイテムとその出現順位を正確に求めようとする
場合，これまでの解析結果を捨てることができなくなるた
め，出現アイテム数は単調増加する．したがって，処理開
始時点から厳密に出現アイテム数での並列実行を行なうこ
とは難しいと同時に，意味がない．こうした背景を踏まえ
て，大規模データストリーム解析では，パイプライン方式
による並列実行が有効であることが予想できる．
	
  次に，制御依存グラフでの各ノードの計算コストに注目
すると，ノード 6 の計算コストがノード 1〜ノード 5 の計
算コストと比較して，非常に大きいことがわかる．ノード
6 の計算コストが大きくなる主要な原因は，ノード 6 での
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図 8	
  Hoeffding tree アルゴリズムのデータ依存グラフ
Figure 8 A data dependency graph for Hoeffding tree
algorithm.
処理が，一定期間に最も出現頻度が小さかったアイテムの
最大相対頻度を求める処理である点である．つまりノード
6 では，並列実行されたノード 5 で生成した要約データを
全て集約し，上記の計算を行なう．こうした計算コストの
偏りは，やはりデータストリーム解析がパイプライン並列
実行向きであることを示唆している．実際に図 6(b)では，
ノード 1〜ノード 5 までの合計計算コストと，ノード 6 の
計算コストが，ほぼ同じである．また，後続プロセスでは，
先行プロセスでのノード 6 の計算結果を必要とせず，制御
依存関係やデータ依存関係が存在しない．したがって，実
行時間全体のうち半分近い時間を，パイプライン方式によ
る実行で隠蔽することができる可能性がある．
4.2 Hoeffding Tree ア ル ゴ リ ズ ム
	
  次に，決定木アルゴリズムのひとつである Hoeffding tree
アルゴリズムの学習過程について考察する．図 7 は MOA
ライブラリの実装から抽出した疑似コードであり，図 8 は
データ依存グラフである．基本的には，図 8 に示すデータ
依存グラフでも，第 2 章での議論や図 6 の min summary ア
ルゴリズムのデータ依存グラフと同様の傾向が観察できる．
しかし，本データ依存グラフでは，後続プロセスのノード
1 から先行プロセスのノード 9 へのデータ依存関係が存在
する．したがって，Hoeffding tree アルゴリズムをパイプラ
イン方式で並列化しても，min summary アルゴリズムの場
合ほどの高速化を見込むことは難しいと予想できる．
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4.3 計 算 コ ス ト の 見 積 り に 関 す る 議 論

することができる．

	
  最後に，制御依存グラフ全般，特に計算コストの見積り

	
  Task graph generator はランダムタスクグラフのほかに，

について議論したい．本稿で提案した制御依存グラフに記

高速フーリエ変換，ガウス消去法，LU 分解のタスクグラ

載する計算コストは，あらかじめ実機により複数回実行を

フを公開している[12]．Task graph generator ではランダムタ

行ない，計測した実行時間の平均値である．この方法によ

スクグラフ生成ツールも公開しており，この生成ツールで

る計算コストは見積りが容易ではあるが，データストリー

はスター型，リング型などの代表的なネットワークトポロ

ム解析においては，見積り精度を保証することができない．

ジーの作成が可能である．また，Task graph generator では，

	
  データストリーム解析における各ノードの計算コストは，

スケジューリングアルゴリズムの提案も行なっている．

入力データが大きく左右する．たとえば，あるノードが，

	
  Tobita らは Standard Task Graph Set (STG)を提案，公開し

日本語の文章一文を受け取り，形態素解析を行なう，とい

ている[10][13]．STG はランダムタスクグラフ群であり，

う処理を表すとする．この場合，入力の文章の長さや形態

Tobita らは STG を用いて代表的なスケジューリングアルゴ

素解析の難易度により，ひとつのデータを処理するのに要

リズムの評価を行なうと同時に，それぞれのタスクグラフ

する時間が異なることは，容易に予測可能である．入力デ

についての最適解を求めて公開している．STG では，ラン

ータの単位が一文であり，処理内容が形態素解析のように

ダムタスクグラフのほかに，ロボット制御プログラム，疎

単純であれば，処理時間の分散は小さい可能性が高く，充

行列ソルバ，SPEC ベンチマークの fpppp についてもタスク

分な回数実行した場合の平均実行時間を計算コストとして

グラフを生成し，公開している．

用いることには，大きな問題は生じない可能性が高い．し

	
  タスクグラフ生成手法や利用に関する研究のほかに，ラ

かし一方で，たとえば Min summary アルゴリズムのノード

ンダムタスクグラフをスケジューリング手法の性能評価に

6 のような処理では，実行時間が入力データに大きく左右

利用することの問題点を指摘する研究もある．Cordeiro ら

されることは明白であり，平均実行時間を計算コストの見

は，ひとつのスケジューリング手法について，生成手法が

積りとして用いることは適切でない．計算コストを入力デ

異なるランダムタスクグラフを用いて評価を行なったとこ

ータの総量に比例するモデルで表現するなどの方法も考え

ろ，タスクグラフによっては 3.5 倍の速度向上を実現した

られるが，今後詳細な検討を行なうこととし，正確な計算

ことを指摘している[4]．この実験結果より，ランダムタス

コストの見積りについては将来課題とする．

クグラフを用いたスケジューリング手法の評価は，注意深

5. 関 連 研 究

く行なわなければ公平性を欠く危険性があることがわかる．
	
  ランダムタスクグラフを用いることで，スケジューリン

	
  タスクグラフ生成に関する関連研究はいくつかあるが，

グ手法の評価を容易に行なうことが可能となる．しかし一

これらの多くは，タスクノード間の依存関係や各タスクノ

方で，Cordeiro らが指摘する通り，ランダムタスクグラフ

ードの計算コストをランダムに生成したランダムタスクグ

のみでアプリケーション特性の全てをカバーすることは難

ラフの生成手法に関する研究である．実アプリケーション

しい．第 2 章で述べた通り，特に本稿が対象とする大規模

から生成したタスクグラフもいくつか発表されているが，

データストリーム解析では，従来 HPC 分野で研究されてき

高速フーリエ変換などの HPC 分野で古くから研究してい

たアプリケーションとは挙動が大きく異なる．したがって，

る数値計算アプリケーションが対象である．

実際の大規模データストリーム解析処理からタスクグラフ

	
  Task Graphs for Free (TGFF)は，疑似ランダムタスクグラ

を生成し，ベンチマークとして利用することは，並列分散

フを公開している[5][11]．TGFF では疑似ランダムタスク

環境での大規模データストリーム解析処理高速化を実現す

グラフを生成するツールも同時に公開しているが，タスク

る上で，必要不可欠である．

グラフ生成ツールが生成できるのは 1 個以上のスタートノ
ードと 1 個以上のシンクノードを持つ無閉路有効グラフの

6. お わ り に

みである．タスクグラフ実行時のデッドラインは，タスク

	
  本稿では，大規模データストリーム解析処理のタスクグ

グラフの最長パスやユーザ入力によるパラメータに基づい

ラフを提案した．明確に大規模データストリームマイニン

て決定する．

グアルゴリズムに的を絞って，代表的な手法について実装

	
  GGen は Cordeiro らが提案するランダムタスクグラフ生

からモデル化し，タスクグラフに書き起こした最初の提案

成ツールである[4]．GGen は既存の代表的なランダムタス

である．提案したタスクグラフは，スケジューリング手法

クグラフ生成アルゴリズムを用いたタスクグラフ生成を行

の性能評価を行なう上でのベンチマークとして重要な役割

なう．GGen はタスクグラフ生成機能だけでなく，タスク

を担い，今後重要なアプリケーションとなると予想できる

グラフ解析機能も提供している．このタスクグラフ解析機

大規模データストリーム解析処理を分散環境で適切に並列

能を利用することで，最長パス，エッジ数や外向きエッジ

分散実行・高速化する上で不可欠となる．

数の分散などに基づいて，ランダムタスクグラフ群を分類

	
  実際に，本稿で提案したタスクグラフは，従来の HPC 分
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野におけるデータインテンシブアプリケーションとは，明
らかに異なる挙動や依存関係を示している．これにより，
大規模データストリームマイニングアルゴリズムに特化し
たスケジューリング手法の研究開発が今後不可欠となる．
今後は，引き続き大規模データストリーム解析処理の実例
に基づくタスクグラフの充実を目指す．
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