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第1章
序論

L1本研究の背景および動機
コンピュータ技術の発展はとても急速である．コンピュータ自身は，高性能化，大

容量化，小型化，低価格化が進み，我々の身近なところにおいて利用されることがま
すます多くなってきている．

コンピュータは，我々の周りに存在する情報を人間よりも高速に，かつ，正確に
処理する機械である．様々な情報はコンピュータが取り扱うことができるデジタル・

データとして格納され，様々な目的に応じて処理される．コンピュータの有効性が認
められるにつれて，その利用形態もますます多種多様化し，様々なアプリケーション

が開発され，その規模も拡大された．その結果，それぞれのアプリケーションごとに
必要となる情報をそのアプリケーションごとのデータとしてコンピュータ内に格納さ
れるようになってきた．すなわち，同じ情報をアプリケーションごとに異なるデータ
として格納するといった作業の重複が発生した．これは，情報の保守業務の拡大など，

様々な問題を引き起こした．それらの問題を解決するために，ある目的の処理を行う
ために格納されたデータが時間を経て同じ目的で利用

されるといった情報の再利用や，

格納されたときの目的とは異なる別の目的のために利用されるといった情報の共有を

可能にする必要が生じた．この情報の再利用，共有が可能となるデジタル・データの

集合がデータベースであり，その格納された情報という資源の有効利用を計るシステ
ムがデータベース・システムである．すなわち，データベース・システムは，情報を

集積し，管理を行うだけではなく，情報の統合，さらには新たな情報の生成を行うシ
ステムとして捉えることができる．

このデータベ」ス・システムの有効性は，関係モデルに基づく関係データベースの

普及とともに，一般に広く認められるようになった．とくに取り扱う情報が関係モデ

ルに基づいてデータ化することが容易であるビジネス応用分野の会計・経理や人事
管理といった事務処理において認められた．その後，コンピュータの普及とともに，
｛データベースの応用分野は学術的な方面［54コを始めとして，医療・地図などの画像を
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取り扱う分野［14］，さらには，人文・芸術系［56］など，多種多様な方面に急速に広

がっている、そのため，データベース・システムは，ビジネス分野に代表するような
表形式の情報だけではなく，生の情報が保持している構造のまま取り扱うなどといっ

た，複雑な構造を有する情報を取り扱う要求が出てきている．また，データベースの
有効性が認められるにつれ，データベースに格納されるデータ量もますます大量化，
巨大化している．それに伴い，必要な情報の選択，および，選択された情報から新し
い情報の生成を行うデータベース処理に対して，処理の高速化といった要求がされる
ようになってきている．

以上の要求に答えるために，データベース・システムは，次の2機能を同時に提供
する必要がある．

（1）複雑なデータ構造を表現・操作できるように，データ構造やデータベース演算
を定義できる機能．

（2）大量のデータを高速に処理できる機能．

（1）の機能実現のために，データモデル，データ記述言語，データ操作言語，お
よび，それらの処理系に関する新たな研究が行われている．これらの研究は，プログ
ラミング・パラダイムとの融合の研究と捉えることができる．

人工知能関連において研究が進んでいる論理型プログラミング・パラダイムとの融
合を行った演緯データベース［1］がある．論理型プログラミング・パラダイムの概念
をデータベースに適用することにより，ファクト・ルールの表現，および，問い合わ
せの表現を実現できる．

プログラム言語関連において研究が進んでいるオブジェクト指向型プログラミン
グ・パラダイムとの融合を行ったオブジェクト指向データベース［29］がある．オブ
ジェクト指向型プログラミング・パラダイムをデータベースに適用することにより，
実世界の概念モデルを直接的に表現するための能力を向よさせている．

また，関数型プログラミング・パラダイムとの融合を行った関数型データベースが
ある．関数型プログラミング・パラダイムを用いることの利点は，データ構造や演算

の宣言的記述，それらの柔軟な追加，および，プログラム変換による問い合わせ処理
の最適化の容易性，並列性の抽出などが挙げられる．さらに，遅延評価，または，要
求駆動型評価の適用により，大量のデータを扱うデータベース処理を限られた計算機
資源（プロセッサや主記憶資源）の中で実行するための資源割り当てを関数型計算の枠

組の中だけで自然に実現できることも，利点の1つに挙げられる．

（2）の機能の実現に関する研究は，関係データベースの普及とともに行われてきて
いる．この関係データベースは，データ構造，および，データ操作が固定的である、

そのため，関係データベースの高速化は，その固定的なデータ操作自身を対象にして

行われる．すなわち，特定のデータ操作の高速なアルゴリズムや並列アルゴリズムの
研究が盛んに行われている．さらに，その操作自身をプロセッサの命令にしたデータ
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べ一スプロセッサの研究［16］，最適化手法の研究などが行われている．

また，（2）の機能の実現の1アプローチとして，並列処理技術を適用する研究も行

われている．この並列処理技術の適用を挙げる1要因として，近年の計算機ハード
ウェア技術の向上がある．高速なマイクロ・プロセッサやメモリなどが，大量に，か

つ，廉価に入手可能となっている現在では，多数のプロセッサをネットワークやバス
により結合した並列分散処理環境が容易に構築できる．したがって，これらの汎用の
並列分散処理環境上をデータベース処理に利用することは有効であると考えられる、
また，ハードウェア技術の進歩は，汎用ハードウェアにおいて著しいものがあるため，

ある応用分野に特化した専用ハードウェアを用いた高速化は，ハードウェア技術の進

歩に追随することができず，実用的ではない．すなわち，汎用のハードウェアを対象
とした高速化技法は，専用のハードウェアを対象とするよりも，ハードウェア技術の
進歩に柔軟に対応できるという利点もある．

（1）の機能が実現されているデータベース・システム，すなわち，応用分野に適
したデータ構造やデータ操作を支援するシステムでは，データ操作は予め定義されて

いない．そのため，その操作を対象として高速化を行うことは困難である．したがっ
て，データベース演算の内部には干渉せずに，それらのデータベース演算より構成さ
れる問い合わせを対象とする高速化の研究や最適化手法の研究が必要となる．

1．2

ストリーム指向型並列処理方式

本研究の目的は，先に示したデータベース・システムに求められる2機能を同時に
満たすシステムの実現にある．

私の所属していた研究室では，データベース・システムに求められる2機能を同時
に提供するシステムを実現可能とする方式として，ストリーム指向型並列処理方式を

提案している．このストリーム指向型並列処理方式は，データベースの多様な応用分
野，および，分散並列処理環境に適用可能な並列処理方式である．

ストリーム指向型並列処理方式とは，ストリームを入出力とする関数群から構成さ
れる式を要求駆動型評価方式を用いて，並列に処理する方式である．また，そのスト

リーム指向型並列処理方式を実現するシステムSMASHのソフトウェア・アーキテク
チャ，および，このソフトウェア・アーキテクチャの基本命令となるプリミテイブ・
セットを提案している．

SMASHシステムでは，データベース設計者が応用分野に依存したデータ構造を定
義し，そのデータ構造を対象としたデータベース演算を関数として定義する．データ

ベース使用者は，定義された関数を組み合わせることによって問い合わせを構成す

る．その問い合わせは並列に処理される．SMASHシステムの特徴は，問い合わせ
の並列処理を関数型計算の枠組みの中で実現する点にある．このシステムでは、デー
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タ構造，および，データベース演算が，関数として宣言的に記述され，問い合わせの

最適化が行われ，さらに，問い合わせ処理は，要求駆動型評価により並列に処理され

る．すなわち，定義された関数群は，SMASHプリミティブ・セットを含むオブジェ
クト・コードに変換され，システムに格納される．問い合わせは，格納された関数群

を起動するためのSMASHプリミティブ・セットを含むオブジェクト・コードに変換
される．そして，このSMASHプリミティブ・セットを含む問い合わせのオブジェク
ト・コードが解釈されることによって，問い合わせが汎用の並列分散処理環境上にお
いて並列に処理される．

SMASHプリミテイブ・セットは，特定の並列処理用ハードウェアに依存しないレ
ベルに設定されている．あるハードウェア環境が与えられると，SMASHシステムは，

そのハードウェア環境上にプリミテイブ・セットの解釈・実行を行う処理系を構築す

ることによって実現される．このSMASHプリミテイブ・セットの設定は，性能に関
するアプリケーションからの要求，および，ハ」ドウェア技術の進歩に応じて，柔軟
なハードウェア環境の選択を可能にする．

また，SMASHプリミティブ・セットは，特定のデータベース演算，または，データ
構造に依存しない水準に設定している．すなわち，プリミティブ・セットのレベルは，

各データベース演算のレベルより低い．これにより，SMASHプリミティブ・セット
は，多様化するデータベース処理の任意のデータベース演算を記述するために用いる
ことができる．

ストリーム指向型並列処理方式では，資源割り当ては問い合わせに内在する並列性
の抽出に大きな影響を与える．すなわち，問い合わせに内在する並列性を最大限に抽

出するために最適な資源割り当てを行う必要がある．SMASHシステムは，問い合
わせに対する最適化は容易に実現可能となっている．すなわち，ストリーム指向型並
列処理方式においては，聞い合わせに対する最適化は問い合わせの高速な処理を行う
ための重要な課題である．

1．3

研究の成果

本論文はストリーム指向型並列処理方式に関連して行った研究の成果をまとめたも
のである．主な成果を以下にまとめる．

1，311

並列処理実行系の実現方式の提案

SMASHシステムにおいて，並列処理実行系とは，SMASHプリミティブ・セット
の解釈・実行を行うサブシステムを指す．この並列処理実行系を実現するハードウェ
ア環境として，次に挙げる汎用的な並列処理環境を対象としている．
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汎用のプロセッサをローカル・エリア・ネットワークを用いて結合したネット
ワーク型並列処理環境．

（2）

汎用の共有メモリ型マルチ・プロセッサを用いた共有メモリ型並列処理環境．

（3）

それらを統合した環境．

これらの環境を対象とした並列処理実行系の実現方式を提案した．提案する実現方
式の重要な特徴は，ハードウェアに依存する部分と依存しない部分を分離することに
より、様々なハードウェア環境上におけるプリミテイブ・セットの実現を容易にして

いる点にある．また，他の重要な特徴は，ネットワーク通信を介するデータベース演
算間の通信に関する設計および実現において，層化の手法を用いている点にある．こ
の手法を用いることにより，共有アドレス空問を介するプロセッサ間通信の実現は，

ネットワークを介するプロセッサ間通信のために構成した層群の中の上位層を共有す
ることによって，容易に実現できる．

この実現方式に基づいて実装したシステムを用いて並列問い合わせ処理実験を行い，

ストリーム指向型並列デ］タベース処理システムの有効性を明らかにした．

1．3．2

問い合わせに対する最適化手法の提案

ストリーム指向型並列処理方式において，与えられた問い合わせに対して最適化を

施すことにより，より高速に処理を終了させることが可能となる．ストリーム指向型

並列処理方式において，問い合わせ処理を対象にした最適化には，次の3レベルが
ある．

第1レベルは，関数型計算レベルの最適化である．このレベルの最適化方法として，
プログラム変換による最適化がある．すなわち，関数の適用順序を交換しても，同じ

結果のデータが得られる場合，処理全体の計算量や中間データ量が少ない適用順序に
式を変換することにより，処理の高速化を実現する方法である．

第2レベルは，並列分散処理レベルの最適化である．このレベルの最適化方法と
しては，各関数の計算機割り当てによる最適化が考えられる．すなわち，計算機間の
ネットワーク転送によるデータ転送量の軽減，および，各計算機に対する負荷の分散・

均等化により，処理の高速化を実現する方法である．

第3レベルは，ストリーム指向型並列処理方式に固有の最適化である．ストリーム
指向型並列処理方式では，ストリームを実現するために，各ストリームに対してバッ

ファを準備する．このバッファの大きさを適切な値に設定することにより，処理の高
速化を実現する方法である．

本研究では特に，第2レベル，および，第3レベルに関する研究を行った．複数の
計算機がネットワ」クを介して結合されている並列分散処理環境上において，任意の
データベース演算から，任意のデータベース演算から構成される問い合わせを効率よ
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く実行するための計算機資源割り当て方式，および，分散メモリ割り当て方式につい

て提案した．提案方式により導出された割り当てを用いることにより，問い合わせの
開始から終了までに要する時間を最短にすることができる．提案する割り当て方式の

特徴は，データベースの応用設計者が定義した任意の演算を対象とした問い合わせに

対する最適資源割り当てを求めている点にある．さらに，問い合わせの実行効率に影
響するすべての処理の要素，すなわち，入出力処理，演算処理，プロセス切り替えに

要する時問，および，ネットワーク転送に要するオーバヘッドなどを対象とした最適
化を実現できる点にある．

また，提案した割り当てアルゴリズムは，問い合わせを与えると，最適な資源割り

当て案を求めるアルゴリズムである．したがって，このアルゴリズムは，問い合わせ

に内在する並列性の尺度を測定するアルゴリズムとして用いることも可能である．提

案したアルゴリズムを実装し，最適資源割り当て実験を行い，提案方式の有効性を示
した．

1．3．3

マルチメディア1データ生成システムの実現方式の提案

SMASHシステムの応用分野として，マルチメデイア・データベースの実現可能
性についての研究を行った．その成果として，複数のコンティニュアス・メディア・

データの編集・統合によるマルチメディア・データの生成をストリーム指向型並列処
理により実現する方式を提案した．動画像，音声などのメディアは，コンティニュア
ス・メディアとよばれ，ストリーム処理に適している．本方式では，コンテイニュア

ス・メディアをストリームとして表現し，それらを対象とした関数群により，マルチ
メディア・データを並列的に合成する操作をストリーム指向型並列処理により実現す

る．実現したマルチメディア・データ生成システムを用いて，並列問い合わせ処理実
験を行い，応用分野の実現方式の有効性，および，ストリーム指向型並列データベ］
スの有効性を検証した．

1．4

一

論文の構成

本論文の次章以降は以下のように構成される．

第2章では，関数型計算とデータベース処理および並列処理との関連について述べ，
ストリーム指向型並列処理方式について概説する．また，ストリーム指向型並列処理
方式を実現するソフトウェア・アーキテクチャの基本命令セットとなるプリミティブ・

セットについて概説し，システムの概要を述べる．また，そのシステムにおける問い
合わせ処理の最適化方式について議論する．

第3章では，並列処理実行系の実現方式を述べる．さらに，実際にこの実現方式に
｛基づいて実現した並列処理実行系を用いて，並列型問い合わせ処理の実験結果を示し，
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提案する実現方式の性能に関する特徴を明らかにする．

第4章では，分散並列処理環境上において，与えられた問い合わせをストリーム指
向型並列処理方式を用いて並列処理する場合の問い合わせ処理に対する計算機資源割
り当て方式を述べる．さらに，提案方式を適用した割り当て結果を用いた問い合わせ
の処理実行時間の予測値を示し，提案方式の有効性を明らかにする．

第5章では，分散並列処理環境上において，与えられた問い合わせをストリーム指
向型並列処理方式を用いて並列処理する場合の問い合わせ処理に対する分散メモリ資
源割り当て方式について述べる．さらに，提案方式を適用した割り当て結果を用いた
間い合わせの処理実行時間の予測値を示し，提案方式の有効性を明らかにする．

第6章では，複数のコンテイニュアス・メディア・データの編集・統合によるマル
チメディア・データの生成をストリーム指向型並列処理により実現する方式について
述べる．さらに，分散処理環境において実装したストリーム指向型マルチメディアー

データ生成システムを用いて，マルチメディア・データに関する並列・分散処理の実
験を行った結果を示し，本方式の実現可能性，および，有効性を明らかにする．
第7章では，本論文をまとめ，今後の展望について述べる．

第2章
ストリーム指向型並列処理方式

ストリーム指向型並列処理方式とは，複雑なデータ構造に対応可能かつ高速なデー
タ処理可能なシステムを実現するために提案された方式である．すなわち，ストリー

ム指向型並列処理方式は，データベースの多様な応用分野に適用可能な並列処理方式
であり，かつ，汎用的な並列分散処理環境上に実現可能な方式である．

ストリーム指向型並列処理方式の特徴は，関数型計算の概念をデータベース処理に
適用した点にある．本方式は，データベース本体，データベース処理の中問結果，お
よび，最終結果をストリームとして扱う（図2．1）．本方式において，データベース設

計者は，それぞれの応用分野に適したデータベース演算を，ストリームを入出力とす
る関数として定義する．データベース使用者は，それら定義された関数を組み合わせ
た式として，問い合わせを作成する．本方式は，式を用いて表現される問い合わせを

要求駆動型評価方式を用いて評価することにより，問い合わせに内在する並列性を抽
出する［17，18，！9，21，22コ．

2．1求められる機能
データベースの応用分野は多種多様な方面に急速に広がっている．そのため，デー
タベースには，複雑な構造を有する情報を取り扱う機能が求められている．また，デー

タベースの有効性が認められるにつれ，データベースに格納されるデータ量が膨大化
している．そのためデータベースには，大量のデータを高速に処理する機能が求めら

れている．したがって，次世代のデータベース・システムに求められる機能は以下の
ようにまとめることができる．

（1）複雑なデータ構造を表現・操作できるように，データ構造やデータベース演算

を定義できる機能
（2）大量のデータを高速に処理できる機能
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聞い舎わせ
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バッファリング
機構

…鵬操作

図2．1：ストリーム指向型並列処理方式

これら2機能を同時に満たすデータベース・システムの実現を目指すことが重要と
なる．

ストリーム指向型並列処理方式は，これら2機能を同時に満たすデータベース・シ
ステムの実現を行うために提案された方式である．本方式の特徴は，関数型計算の概
念をデータベース処理に適応した点にある．データベース処理に関数型計算の概念を
適用した理由をまとめると以下のようになる．

鱈関数型計算においては，データの型，関数は宣言的に定義される．す．なわち，

データベースの新しい応用分野に適したデータ構造やそれらを対象とした演算
が柔軟でかつ宣言的に定義可能となる．
⑱

関数の評価の過程において，並列処理を適用することが容易である．すなわち，

データベース処理を並列化することが容易である．データベース処理を並列に
行うことにより，大量データの高速処理の実現可能となる．

嚢プログラム変換などの技術を適用して，問い合わせ処理の最適化手法が容易に
実現可能となる．

⑧式の評価方式を適切に選択することにより，限られた資源の中で計算が実現可
能となる．また，遅延評価などの技術を導入することにより，不必要な計算を

削減することが可能となる．データベース処理においては，扱うデータ量が膨
大であるため，不必要な計算を排除することは，全体の処理効率向上に有効で
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ある．また，その結果，不要な二次記憶へのアクセスも削減される．

2．2
2．2．1

関数型計算と並列性
関数型計算

一般に，関数とは，2つの側面を持つ．一つは，関数は値の対応ととらえる考え方

である．関数は写像（mapping）と同義として用いられる。この場合，∫を集合Aか

ら3への関数とすると，！はλの各要素zに3の要素∫（z）を対応させることを表
している．もう一つは，関数を計算規則ととらえる考え方である．この場合，関数∫
は，入力zから出力∫（z）を生成する計算規則を表している．関数型計算においては，
関数とは後者の考え方を用いる［9，10，ユ3］．

関数型計算においては，計算とは，式を評価しその値を求めることである．式は，

適用する関数とその引数の組によって構成される．その式の評価とは，関数と引数の
組み合わせによって構成される式において，引数の評価（eVa王uatiOn）と関数の引数へ
の適用（app1ication）を行うことである．ここで，式の値とは，その式の構成要素，す

なわち，適用する関数とその引数の値の組のみから決定される．したがって，同じ関

数に同じ実引数を適用すれば，必ずその式は同じ値を持つことが保証される．この性
質は「参照透明性（referentia1transparency）」といい，関数型計算における重要な性

質の一つである．この性質により，関数型計算においては，式の評価の過程において，
副作用（Side

e茄eCt）を生じないということがいえる．参照透明性により，引数値の評

価の過程において副作用が生じないため，式の評価順序は引数の参照関係にのみ依存
する．その結果，その他の評価順序を適切な戦略に基づいて行うことにより，任意の
関数型計算に内在する並列性が抽出される．

2．2．2

要求駆動型評価

関数型計算の評価方式については，次にあげる3種の方式が提案されている［36，58］．

（！）逐次型評価方式（Sequentia1eVa1uatiOn）
（2）データ駆動型評価方式（data−driv㎝eva1uation）
（3）要求駆動型評価方式（demand−dri▽en

ev泓1uation）

逐次型評価方式は，式を構成する関数をある決まった戦略（app1三cative−order，

norma1−Orderなど）により逐次的に評価する方式である．したがって，この評価方式
を用いては並列処理を実現することが出来ない．

データ駆動型評価方式は，関数の評価に先立って，その実引数の評価，すなわち実
引数値を計算する．すべての実引数の評価が終了した時点において，その関数への実
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引数値の適用を行い，関数本体の評価を開始する．この評価方式では，計算はボトム
アップ的に進んでいく．この評価方式の利点は，与えられた関数から最大の並列性を

抽出することが可能な点にある．一方，この評価方式の欠点は，関数群の計算順序の

制御がデータの生成にのみ依存するため，システムによるスケジューリングが困難
な点にある．これは，データ駆動型評価方式を実現したシステムにおいて，メモリ・
オーバーフローやデットロックを起こす危険性を有していることを表す．

要求駆動型評価方式は，関数の入力となる実引数の評価は，関数本体の評価中にそ
の実引数値が必要となった時点において行われる．すなわち，関数本体の計算を行う

際に，実引数値が必要となった時点においてその実引数値を生成する関数に対して，

要求（デマンド；demand）を伝える．このデマンドを受け取った関数は，その本体
の評価，すなわち関数値を求める計算を開始する．この評価方式では，計算はトップ

ダウン的に進んでいく．この評価方式の欠点は，デマンド伝達のオーバヘッドが存在
する点にある、！回のデマンドに対する計算量（データ生成量）が非常に小さい場合，

デマンド伝達のオーバヘッドが増大し，計算全体の効率を低下させてしまう危険性が
ある．以下，本文では，1回のデマンドに対するデータ生成量のことをグラニュラリ
ティ（granu1arity）あるいはグレイン・サイズ（grain

size；粒度）と呼ぶ．一方，この

評価方式の利点は，生成されたデータを利用する関数（以後，消費者関数と呼ぶ）が
データを生成する関数（以後，生成者関数と呼ぶ）にデマンドを伝達することによ一り，

消費者関数が生成者関数を制御できる点にある．利用できるメモリ資源が限られてい
る場合において，グラニュラリティを適切に設定することにより，式全体の計算を完
了することが可能となる．

ストリーム指向型並列処理方式においては，要求駆動型評価方式を用いている．ス
トリーム指向型並列処理方式において，要求駆動型評価方式が適する理由を以下にま
とめる．

⑧

ストリーム型のデータを引数とする関数群を評価する場合，要求駆動型評価方

式を用いることにより，ストリームの消費者関数の計算の進行に応じて，生成

者関数の計算の進行を制御できる．データベース処理の様に大量なデータ処理
を行う場合，要求駆動型評価方式を用いてストリーム型引数の評価することに
より，引数データの生成速度を消費者関数の処理速度に応じて制御できるため，

メモリ資源量に応じたデータベース処理が実現できる．データベース処理は扱
う量が膨大であるため，限られたメモリ資源内で大量のデータ処理を行う枠組

みが必要不可欠である．

竃データベース処理においてはグラニュラリテイーを比較的大きく設定できるた
め，デマンド伝達のオーバヘッドは問題とならない．むしろ，大量のデータの

受け渡し量を，資源量および関数の実行速度に応じて制御できることによる効
・

果の方が大きい．データベース処理においては，グラニュラリティーの設定は，
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メモリ使用量と関数間の並列性抽出に大きな影響を与えるため，特に重要とな

る．このグラニュラリテイーの設定に関する議論は，第5章にて行う．
鯵

要求駆動型評価方式では，不要な引数値を求める計算が行われない．データ

ベース処理では，実引数値が大量なデータとなる場合が多い、したがって，不
要な実引数の評価を行わないことは，全体の計算を高速化する際には非常に有
効となる．また，その結果，不要な二次記憶へのアクセスのオーバヘッドを削
除する可能性もあり，有効である．

2．2．3

関数型計算における並列性

要求駆動型評価を用いて問い合わせを評価することにより，次の2種類の並列性が
抽出される．

（1）関数引数の並列評価による並列性

1関数の引数間には依存関係がないため，関数引数の評価を同時に行うことが
できる．この性質により，ある関数の引数群を生成する関数問に存在する並列
性を抽出できる．この並列性は，複数の引数データの消費を行う関数がそれら
の引数データを生成する関数に対してデマンドの発行を同時に行うことにより
抽出される．

（2）関数の適用側とその本体側，すなわち，引数の生成側の関数と消費側の関数間
での並列性（ストリーム型並列性）

この並列性は，関数の実引数の生成者関数がその消費者関数に対してその引数

値をストリームとして受け渡す場合，生成者関数が1グラニュラリテイ分のス
トリーム要素群を生成した時点において，消費者関数がその生成されたスト
リーム要素群を対象とする計算を開始し，さらに，その時点で生成者関数が次
のストリーム要素群を生成することにより抽出される．
ストリーム指向型並列処理方式では，このストリーム型並列性の抽出のために，

消費者関数が計算を始める前にデマンドを先出し，生成者関数の計算を先行的
に開始させる方法を用いている．さらに，生成者関数によるストリーム要素の

生成と消費者関数によるストリーム要素の消費を同時に行うために，両関数間
には，ダブル・バッファリング機構が必要となる（図2．1）．すなわち，消費者
関数と生産者関数が異なるぺ一ジ（1グラニュラリティ分のストリーム要素群）

を同時に操作するためのバッファが必要である．
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プリミティブ1セット

ストリーム指向型並列処理方式を実現するシステムのソフトウェア・アーキテク
チャを設定した．このソフトウェア・アーキテクチャにおいて，問い合わせを構成す
る各関数は，関数インスタンスとして起動される．この関数インスタンスは，関数自

身の計算を行う．本ソフトウェア・アーキテクチャにおいては，関数インスタンスが
並列処理の単位となる．すなわち，並列処理実行時には，問い合わせは，関数インス
タンスに分解されて実行されるが，それ以上に分解されることはない．また，本ソフ
トウェア・アーキテクチャにおいて，関数間をつなぐストリームはチャネルを用いて

実現される．このチャネルに対して，指定されたグラニュラリテイ分のストリーム要
素が格納できるバッファを用意する．

このソフトウェア・アーキテクチャの基本命令セットとして，プリミティブ・セッ
トを設定した．設定したプリミティブ・セットを表2．！に示す．

ここで，表2．1（2）において，封鎖型として示されているプリミテイブは，引数の
生成者関数と消費者関数がストリーム要素を送受するために用いるプリミテイブであ
る．また，非封鎖型として示されているプリミティブは，親関数が，それ自身が生成
した子関数ヘストリーム要素を送信，あるいは，子関数からストリーム要素を受信す
るために用いるプリミテイブである．

このプリミテイブ・セットの設定レベルは，システムの拡張性に大きな影響を与え
る．本システムに求められる拡張性は，次の2つである．

畿様々な応用分野に柔軟に対応できる拡張性
⑧様々な並列分散処理環境に柔軟に対応できる拡張性
プリミティブ・セットの設定レベルを以下の様に設定することにより，これら2つ
の拡張性を同時に満たす（図2．2）．

一・一

⑧対象とする応用分野の特定のデータベース演算およびデータ構造に依存しな
い水準．すなわち，プリミティブ・セットのレベルは，各データベース演算の

レベルより低い．つまり，プリミティブ・セットを用いて，任意の応用分野の
データベース演算を並列処理の対象として記述することが可能となる．

⑧本システムを実現する計算機のハードウェア命令およびネットワーク命令に依
存しない水準．すなわち，プリミティブ・セットのレベルは実現対象のハード
ウェア・アーキテクチャおよびネットワークの命令セットよりも高い．これは，

特定のハードウェアのサポートを必要としないことを表す．これにより，ハー
ドウェア技術の進歩を柔軟に反映し，最新の汎用ハードウェア・ネットワーク
環境上にプリミティブ・セットを実現することが可能となる．
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表2．1：プリミティブ・セット
（1）．関数インスタンスおよびチャネルの生成

プリミテイブ

引数

機能

new

関数名，実行サイト，関数の引数

関数インスタンスの生成

ch独ne1

1ストリーム要素のデータ長，

チャ不ルの生成

グラニュラリテイ，
並列性，キャシュ・サイト，

生成者関数インスタンスの実行サイト，

消費者関数インスタンス群の実行サイト
（2）一ストリーム要素およびデマンドの送受信，ストリームの再参照

フリミティブ

引数

機能

pre−de皿㎜d

チャネル

get

チャ不ル，格納領域

ストリーム要素の受信（封鎖型）

reCeiVe

チヤ不ル，格納領域

ストリーム要素の受信（非封鎖型）

p航

チャ不ル，ストリーム要素

ストリ』ム要素の送信（封鎖型）

send一

チャ不ル，ストリーム要素

ストリーム要素の送信（非封鎖型）

㎜ark＿eos

チヤ不ル

ストリームの生成終了

rewind

チヤ不ル

ストリームの再参照

先行的なデマンドの発行

（3）．チャネルの非決定的選択

引

プリミテイブ

数

機

能

se1ect

チャネルリスト

非決定的なストリーム要素やデマ
ンドを送受するチャネルの選択

enab1e

チヤ不ル

引数で指定されたチャネルを，Se一

leCtプリミティブにおいて選択可
能状態に設定
d．isable

引数で指定されたチャ不ルを，Se一

チヤ不ル

leC七プリミテイブにおいて選択不

可能状態に設定
（4）．複雑なデータの定義，格納，参照

引

ブリミテイブ

define−type
St◎r㊧

f就Ch

2．3，1

数

データ型の名前，データ型の記述
実体，データ格納表
識別子，データ格納表

機

能

データ型の定義
、実データの格納

id型による実データの参照

想定する環境

ストリーム指向型並列処理方式のプリミテイブ・セットの設定レベルは，前節に示
した様に，汎用のハードウェア環境上に実現可能なレベルに設定した．本論文におい

て，ストリーム指向型並列処理方式を実現する環境としては以下に示す汎用の並列分
散処理環境を想定している（図2．3）．

（1）汎用の単一プロセッサをローカル・エリアーネットワークで結合したネット
ワーク型並列処理環境

（2）汎用の共有メモリ型マルチ・プロセッサを用いた共有メモリ型並列処理環境

．2
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（3）これらを統合した統合環境

2．3，2

各関数の振る舞い

ストリーム指向型並列処理方式では，生成者関数インスタンスと消費者関数インス
タンスの間において，ストリーム要素，および，デマンドが送受される．本方式では，

1デマンドに対し，1グレイン・サイズ分のストリーム要素群が生成される．生成者
関数インスタンスと消費者関数インスタンスとを接続するチャネルに，1グレイン・サ
イズ分のストリーム要素を格納できる大きさのバッファ領域が設定される．また，ス
トリームによって接続される関数インスタンス群が異なるプロセッサに配置される場

合，そのストリームには，ダブルバッファリング機構を設定することによりストリー

ム型並列性が抽出される．すなわち，1グレイン・サイズ分のストリーム要素を格納
する大きさのバッファ領域が2領域分設定することにより，ストリーム要素の生成と
消費が同時に行われ，ストリーム型並列性が抽出される．

生成者関数インスタンスと消費者関数インスタンスの問にダブルバッファリング機

構が設定されている場合における，消費者関数インスタンスのアルゴリズムを次に
示す．

胱ep4

消費対象のストリーム要素群が格納されているバッファ領域を消費対象領
域とよぶ．消費対象領域に対するデマンドを先行的に発行する．

S杜ep−2

消費対象領域に格納されている最初のストリーム要素を参照する時に，他の

バッファ領域に対するデマンドを先行的に発行する．そして，消費対象領域の
すべてがストリーム要素群によって満たされていないならば，実行を停止する．

S止ep−3

消費対象領域のすべてがストリーム要素群によって満たされた時点で実行

を再開し，消費対象領域に格納されているストリーム要素群に対する処理を実
行する．そして，消費対象領域に格納されているろトリーム要素群に対する処
理が完了すると，他のバッファ領域を消費対象領域として，S叱ep−2に戻る．

生成者関数インスタンスは，デマンドを受けとると，そのデマンドに対応する1グ

レイン・サイズ分のストリーム要素群を格納すべきバッファ領域がストリーム要素群
によって満たされるまで，実行を続ける．

2．4

SMASHシステム

表2．1に示したプリミティブ・セットを実現するシステムとして，SMASHシステ
ムの実現を行った．SMASHシステムにおいて，データベース設計者は，それぞれ
の応用分野に適したデータ構造，および，そのデータ構造を対象とする任意のデータ

ベース演算を関数として記述する．データベース利用者は，定義された関数を組み合

第
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利用者

関数

関数
定義系コンパイル

間い舎わせ
解新系
オブジェクト

コード

並列処理
実行系

図2．4：SMASHシステムの構成

わせた式として問い合わせを構成し，それを発行する、データベースの並列処理実行
系は，関数群から構成される問い合わせをストリーム指向型並列処理方式に基づいて

並列に処理する．SMASHシステムは3サブシステムから構成される．このシステ
ムの構成を図2．4に示す．

2．4．1

関数定義系

SMASHシステムにおいて，データベース設計者は，任意のデータ構造，および，
データベース演算を関数として定義する．定義された関数は，関数定義系によって，

プリミティブ・セットを含むオブジェクト・コードに変築され，システムに登録され
る．オブジェクト・コードにおいて，関数本体内での処理（例えば，変数への単一代

入や繰り返しの制御など）は，手続き的なコードによって記述される．また，関数型
計算における引数評価，および，関数適用に関する部分，すなわち，関数計算の起動
や関数間でのデータ転送，子関数の生成は，プリミティブによって記述される．これ
により，関数のモジュラリテイを高めることができる．

2．4，2

問い合わせ解析系

S1〉正ASHシステムにおいて，問い合わせは，データベース使用者によって，関数定
義系で定義された関数群より構成された式として記述される．問い合わせ解析系は，
問い合わせの解析，および，最適な資源割り当てを行い，関数のサイト割り当てや，
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Fi工ter
FunCtinon
Filter（工chan。○chan）
channeユ t 二［chan夕○chan〜
｛

element

pre

工eユmクOeユmタ

demand（二［chan）2

while（g

et（コニchan、コ＝elm）！二EOS）

｛

pU．t（OchanクOelm）タ
｝

mark＿eos（○ch早n）1
｝

図2．5：関数のオブジェクトコード例

グラニュラリテイを設定する．そして，その設定をもとに，関数の実行を行う関数イ
ンスタンスおよび，その関数インスタンス間をつなぐストリームを実現するチャネル
を生成するプリミテイブ・セットを含むオブジェクト・コードを生成する．

関数インスタンスを配置するプロセッサ，グラニュラリテイ，ダブル・バッファリ

ング，および，引数の評価方法の指定は，関数インスタンスおよびチャネルを生成す

るプリミテイブの引数を用いて行う．

2．4．3

一

並列処理実行系

並列処理実行系は，問い合わせ処理の開始時に，問い合わせ解析系で生成されたオ

ブジェクト・コードを実行する実体として関数インスタンスを生成し，起動する．起

動された関数インスタンスは，問い合わせにおいて用いられる関数を実行する関数
インスタンス，および，それらの関数インスタンス間をつなぐストリームを実現する

チャネルの生成を要求するプリミティブを発行する．並列処理実行系は，発行された
プリミティブを解釈実行することによって，関数インスタンスを並列処理の単位とし
て，問い合わせを並列に実行する．

第3章において，この並列処理実行系の実現方式について議論する．
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間い合わせの最適化手法

ストリーム指向型並列処理方式は，問い合わせに内在する並列性を抽出し，問い合
わせを並列処理することにより，問い合わせを高速に処理する方式である．このとき，

与えられた問い合わせに対して最適化を施すことにより，より高い並列性を抽出する
ことが可能となる．

ストリーム指向型並列処理方式を用いた問い合わせ処理において，問い合わせの最

適化手法は，次に示す3種のレベルに分類できる．

（1）関数型計算に基づくレベルの最適化手法
（2）並列分散処理レベルの最適化手法

（3）ストリーム指向型並列方式固有のレベルの最適化手法
与えられた問い合わせに対して，これら3種のレベルの最適化手法を順に施すこと

により，最大限の並列性が抽出される問い合わせ処理を行うことが可能となる．これ

らの3種のレベルの最適化手法は各々独立に適用することが可能である．

215．1関数型計算に基づくレベルの最適化手法
このレベルの最適化手法として，プログラム変換による最適化手法がある．すなわ
ち，関数の適用順序を交換しても，同じ結果のデータが得られる場合，処理全体の計

算量や中問データ量が少ない適用順序に式を変換することにより，問い合わせ処理全
体の高速化を実現する方法である．

参考文献［7］において，連続メディア・データを対象としたデータベース処理群か
ら構成される問い合わせに対して，関数の適用順序の交換による問い合わせの最適化
方式の研究を行い，その有効性を示した．

215．2

並列分散処理レベルの最適化手法

このレベルの最適化手法としては，問い合わせを構成する各関数インスタンス群の

サイト割り当てによる最適化手法がある．ストリーム型並列処理方式において，並列
処理の単位は，関数インスタンスとなる．関数インスタンスは，問い合わせ処理が開
始された時点において，システムを構成するサイトのいずれかに配置され，問い合わ

せの開始から終了まで，そのサイト上において処理が行われる．したがって，問い合
わせを構成する関数インスタンス群をどのサイトに割り当てるかというサイト割り当

ては，問い合わせの処理効率に大きな影響を与える．このとき，問い合わせを構成す
る各関数インスタンスのうち，データベースを直接操作する関数や，問い合わせ結果
｛を出力する関数インスタンスは，割り当てに対して制約が存在する．これら関数イン
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スタンス群の割り当てに関する制約を満たしながら，関数インスタンスを適切にサイ
トに割り当てることにより，計算機間のネットワーク転送によるデータ転送量の軽減，

および，各計算機に対する負荷の分散・均等化が可能となり，処理の高速化が実現さ
れる．

第4章において，ネットワーク型並列処理環境を対象とした最適サイト割り当て方
式について議論する．

2．5．3

ストリーム指向型並列方式固有のレベルの最適化

ストリーム指向型並列処理方式において，チャネルに設定されるグレイン・サイズ
の設定は，問い合わせ処理の効率に大きな影響を与える．ストリームのグレイン・サ
イズを全ストリーム要素数に設定した場合，そのストリームの消費者関数インスタン

スは，生成者関数インスタンスが全要素を生成し，バッファ領域を満たすまで，待ち

続けることになる．すなわち，このグレイン・サイズの設定では，ストリーム並列性
が抽出されないことになる．したがって，並列性を抽出するためには，グレイン・サ
イズを全要素数より小さく設定する必要がある．一方，グレイン・サイズをより小さ

く設定すると，デマンド転送の回数，および，関数聞のコンテキスト切り替えの回数

が増加し，その結果，転送のオーバヘッドが大きくなる．最適なメモリ資源割り当て
を求めることは，最適なグレイン・サイズを決定することに対応する．

共有メモリ型並列処理環境を対象としたストリーム指向型並列処理方式に基づく問
い合わせ処理のための最適メモリ資源割り当て方式は，文献［20，21，27，26，28］に
て議論を行った．

第5章において，ネットワーク型並列処理環境を対象として，グレイン・サイズを
小さく設定することによる並列性の向上と，それを大きく設定することによって生じ
るオーバヘッドの軽減の両者を考慮した最適な各グレイン・サイズを，問い合わせの
各バッファについて決定する方式について議論する二

一、
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第3章
並列処理実行系の実現方式

本章では，ストリーム指向型並列処理方式を実現する抽象マシンの命令セットであ
る，プリミテイブ・セットの解釈・実行を行う並列処理実行系の実現方式の提案を行
う．並列処理実行系を実現するハードウェア環境として，2．3．1節において述べた3
種類の汎用的な並列処理環境を対象としている．

本章において提案する実現方式の特徴は，プロセッサ，および，ネットワークに依
存する部分をそれぞれ異なるモジュールとして設計し，それぞれのインタフェースを
統一して規定している点にある．これにより，チャネルを介して，ストリーム要素，
および，デマンドの送受信を行うプリミテイブの実装が容易に行える．また，実現を

行う実際の汎用分散並列処理環境にて用いられるプロセッサ，および，ネットワーク

に対応して，それぞれのモジュールを実現することにより，柔軟にハードウェア技術
の進歩に対応することが可能となる．

3．1並列処理実行系の構成
並列処理実行系の構成を図3．1に示す．この構成め特徴は，プロセッサ，および，
ネットワークのハードウェアに依存する部分を，それぞれプロセス・スケジュール制
御部，ネットワーク制御部として，独立なモジュールに設定し，また，ハードウェアに

依存しない部分をプリミテイブ・セットの分類に対応させてモジュール化している点
にある．これにより，本実行系をネットワーク型並列処理環境，および，共有メモリ

型並列処理環境上に実現する場合に，プロセッサのハードウェアに依存する部分の実
現と，ネットワークのハードウェアに依存する部分の実現を分離することが可能とな
り，両者のハードウェア技術の進歩を柔軟に反映することが可能となる．また，ハー

ドウェアに依存しない部分は，表2．1で示したプリミテイブ・セットの分類に対応さ

せて，それぞれ，4モジュールとして構成する．以下に，これら4モジュール，およ
び，プロセス・スケジュール管理部，ネットワーク制御部について述べる．
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プリミテイブ

レペル

生成

チャネル

モジューノ

モジューノ

通信

非決定的

選択制御

モジユーノ

識別子

制御

毛ジユーノ

プ9セツサ・

ネットワーク
命令に依存する

レベル

プロセス・スケジュール

制御部

蟷画回曲釦制御の流れ

図311：並列処理実行系の構成

311．1

生成モジュール

このモジュールは，関数インスタンスとチャネルの生成に関するプリミティブ
（表2．1（1））の解釈一実行を行う．関数インスタンスとは，実行時に起動された関数

本体のことをさす．並列処理実行時には，関数インスタンスを単位として，問い合わ
せが並列に処理される．

チャネルとは，関数インスタンス間において，デマンド，および，ストリーム要素
群を受け渡す実体である．

関数インスタンス，および，チャネルの生成に関するプリミテイブの解釈・実行の

過程において，関数インスタンスやチャネルを他のサイトに生成する必要がある場合
には，ネットワーク制御部によって，そのサイトに要求を転送する．また，関数イン

スタンスの生成に関するプリミティブの解釈・実行では，プロセス・スケジュール制
御部にプロセスの生成を要求する．

3．1．2

チャネル通信モジュール

このモジュールは，チャネルを使って関数インスタンス間のデマンドおよびストリー
ム要素群の通信を行うプリミティブ（表2．1（2））の解釈・実行を行う．このモジュー

ルは，プリミテイブの解釈・実行の過程において，デマンド，および，ストリーム要

素を他のサイトに転送する場合には，ネットワーク制御部によって，そのサイトに転
送する，また，プロセス・スケジュール制御部に関数インスタンスの実行状態の遷移
を要求する．関数インスタンスの実行状態については，3．1．5節で述べる．
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非決定的選択管理モジュール

！つの関数インスタンスが複数のチャネルに結ばれているとき，関数インスタンス
が処理を行うチャネルを非決定的に選択するときに用いるプリミティブ（表2．1（3））
の解釈・実行を行う．

3．1．4

識別子管理モジュール

本システムでは，複雑なデータ構造を表現するために，識別子型（iden搬er型，以
下，id型とよぶ）を導入している［22］．このモジュールは，識別子とそれに対応する
データ本体を参照する操作に関するプリミテイブ（表2．1（4））の解釈・実行を行う．識

別子が参照するデータ本体が，ネットワーク上の他のサイト上に存在する場合には，
ネットワーク制御部によって，そのサイトにその参照要求を転送する．

3．1．5

プロセス1スケジュール制御部

並列処理実行系では，各関数インスタンスを1プロセスとして扱う．プロセス・ス
ケジュール制御部は，各関数インスタンスを5状態に分けて管理し，プリミテイブの
解釈・実行の過程において，与えられた生成要求や実行状態の遷移要求にしたがって，

プロセスの生成，および，スケジューリングを行う．

要求駆動型評価では，1グラニュラリテイ分のストリーム要素群を生成した生成
者関数インスタンスは，次のデマンドを待つ．同様に，1グラニュラリティ分のスト
リーム要素群を消費し尽くした消費者関数インスタンスは，デマンドを発行し，次の

1グラニュラリティ分のストリーム要素群の到着を待つ．この性質にしたがって，関

数インスタンスは次の5状態の間を遷移する．

（1）実行可能状態
関数インスタンスが停止中であり，かつ，実行可能となっている状態である．

（2）実行状態
関数インスタンスが現在プロセッサ上で実行中の状態である．
（3）データ待機状態

関数インスタンスがストリーム要素の到着を待っている状態である．

（4）デマンド待機状態
関数インスタンスがデマンドの到着を待っている状態である．

（5）終了状態
関数インスタンスが計算を終了した状態である．
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ネットワーク制御部

プリミテイブの解釈・実行を行う過程において，次の場合に，ネットワーク通信が
必要となる．

⑧

異なるサイトに配置されている関数インスタンス間に設定されているチャネル

を介したデータ通信
⑧他のサイトヘの関数インスタンスやチャネルの生成
これらの操作を伴うプリミテイブの解釈・実行を行う場合のネットワーク通信は，
ネットワーク制御部において行われる．

3．2

通信系の実現方式

本節では，3．1節において示した通信に関係する2モジュール，すなわち，チャネル

通信モジュール，および，ネットワーク制御部によって構成される通信系の実現方式
を示す．チャネル通信モジュールの機能は，プリミティブによる関数インスタンス間

でのストリーム要素，デマンドの送受，および，プロセス・スケジュール制御部への
関数インスタンスの状態情報の転送である．この通信系の特徴は，この通信系を介し
て通信を行う関数インスタンスに対して，通信する相手に関する位置透過性（1OCatiOn

transparency）を提供している点にある．すなわち，関数インスタンスは，通信する
相手の関数インスタンスの配置されている位置を意識しなくてよい．

ネットワーク型並列処理環境上において，互いに通信を行う2関数インスタンスの
配置によって，通信系が提供する機能は2種類に分類される．
（1）共有アドレス空間内通信

互いに通信を行う2関数インスタンスが，同二のサイト上に配置されている場
合は，関数インスタンス間の通信は，共有アドレス空問を用いて実現できる．
この場合，データ転送の信頼性は保証されているものとする．

また，共有メモリ型並列処理環境上における関数インスタンス間の通信は，す
べてこの共有アドレス空間内通信である．

（2）サイト間通信
互いに通信を行う2関数インスタンスがそれぞれ異なるサイト上に配置されて
いる場合には，関数インスタンス間の通信は，サイト間を結合しているネット
ワーク通信のメッセージ転送を用いて実現される．
本通信系は，次のような通信を保証している．

⑧ストリームの生成者関数インスタンスから，消費者関数インスタンスヘ，スト
リーム要素間の順序を維持しながら，各ストリーム要素を確実に転送する．
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ストリームの消費者関数インスタンスから，生成者関数インスタンスヘの確実
なデマンドの転送を行う．

チャネル通信モジュールは，プロセス・スケジュール制御部に次のような状態遷移
を要求する．

⑳

関数インスタンスがストリーム要素の到着，あるいは，デマンドの到着を待つ
ときに，この関数インスタンスをそれぞれデータ待機状態，あるいは，デマン
ド待機状態に遷移させる．

幽

データ待機状態，あるいは，デマンド待機状態にある関数インスタンスが，そ
れぞれストリーム要素，あるいは，デマンドを受信したときに，この関数イン
スタンスを実行可能状態に遷移させる．

3．2．1

層化の手法

通信系の設計においては，様々な並列処理環境に柔軟に適応するために，層化の手
法［2，60］を用いた．

層化とは，ある下位層が提供している低水準のデータ転送機能を用いて，その上に，

より高水準なデータ転送機能を提供する層を構築していくことである．

層化の手法に基づいてチャネル通信モジュールを設計することの利点は，次のとお
りである、

（1）デマンド，および，ストリーム要素の転送の信頼性を保証する層と，保証され

た転送を利用する層とに分けることにより，各層の設計，および，実現の対象
が明確になる．

（2）デマンド，および，ストリーム要素の転送の信頼性を保証する層を下位層とし

て用いる層は，前述した通信に関する2種類り機能の実現，すなわち，共有ア
ドレス空間内通信，および，サイト間通信の双方の

実現において共用すること

ができる．すなわち，転送の信頼性が保証された層よりも上位の層においては，

2種類の実現方式は同一となるので，同じプログラムを利用できることになり，
実現が容易となる．転送の信頼性が保証された層より上位の層の実現が，サイ

ト間通信，および，共有アドレス空間内通信において同一となることを意味
する．

（3）共有アドレス空間内通信の実現方式では，共用できる層よりも下位の層を実現

する必要がない．すなわち，共有アドレス空問内通信は，共用できる層より上
位層のみで実現される．

（4）通信路の多重化する層を作ることにより，他のモジュールと共有されるネット
ワーク制御部を実現できる．
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表3．1：各層が提供するデータ転送機能

層

デ」タ転送機能

層4

ストリーム要素の送受，要求駆動型評価に基づいたデマンドの伝達，および，関数インスタンスの状態情報の転送

層3

データ通信の信頼性の保証

層2

上位層のコネクションの多重化

層1

想定しているデータグラムサービス

以下では，データ転送機能を用いて互いに通信を行う機能モジュールのことを実体
とよび，実体間のデータ転送を実際に行うための媒体を通信路とよぶ．
層化において，（N）層に属する実体を（N）実体とよぶ．（N）実体がデータ転送を行
う場合，（N）層の下位層である（N−1）層のデータ転送機能を用いることによって，通

信を行う．その際に，（N−1）層のデータ転送機能を利用する状況には，次の2通りが
ある．第一は，（N）実体が，（N−1）層のデータ転送機能を実現している（N−1）実体に
対して，要求を出す方法である．第二は，（N−1）実体が，（N−1）のデータ転送機能を

利用する（N）実体から受け取った要求に対して行った処理の結果を対応する（N）実体
に報告する方法である．

（N）層の同位実体で転送されるデータの単位を（N）プロトコル・データ単位とする．

この（N）プロトコル・データ単位は，（N）プロトコル制御情報と，上位層との間にお

いてやり取りされるデータの単位である（N）サービス・データ単位を組み合わせたも
のである．

3．2．2

各層の機能

ここでは，チャネル通信モジュールとネットワーク制御部をあわせた4層から構成
される通信系を提示する．その通信系の構成を図3．2に示す．

各層の実体は，ネットワークを挟んで反対側に存在する同位実体と互いに通信しあ
う．そこで，消費者関数インスタンスが配置されている側に存在する実体を消費者側

実体とよび，生成者関数インスタンスが配置されている側に存在する実体を生成者側
実体とよぶ．

表3．1に，各層が提供するデータ転送機能を示す．関数インスタンスは，層4が提
供するデータ転送機能を用いてストリーム要素，および，デマンドの転送を行う．層

4は共有できる層となる．また，層2で行っている多重化とは，層1の1通信路を層
2の複数の通信路で共有することを意味する．
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図3．2：通信系の構成

各層が提供するデータ転送機能を利用するときに用いる

サービス・プリミテイブの

設計を行った．それらを表3．2にまとめる．

それらのサービス・プリミティブの設計には，次のような特徴がある．

（1）層4のサービス・プリミテイブは，表2．1に示している並列処理実行系のプリ

ミティブに対応している．関数インスタンスは，これらのプリミティブを用い
ることによって，並列処理実行系の機能を利用する．

（2）層3のサービス・プリミティブは，報告と要求がすべて対になっている．共有
アドレス空間内通信は，層2に対するサービス・プリミテイブの要求の発行を，

層2において対になっているサービス・プリミティブの報告の発行と見なすこ
とにより，実現できる（図3．3）。

（3）層2のサービス・プリミティブは，べき等（idemponent）である．すなわち，
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表3．2：各層が提供するサービス・プリミティブ

引

層プリミティブ
層4

Pre

de狐εmd

Get

格納領域

胎CeiVe

格納領域

Pu1：

ストリーム要素
ストリーム要素

Send
M狐k eOS
Rewind
層3

Pageleq

ぺ一ジ

Page−ind
De㎜㎝dleq

ぺ一ジ

De㎜棚d

ind

工肌t

req

工nit

ind

脆St虹tJeg
ReStart
層2

層1

ind

肚a駅entleq
Fra駅e航一ind
Listよeq
List＿ind
SendtO

機

数

能

生成開始 要求
封鎖型ストリーム要素受信 要求
非封鎖型ストリーム要素受信 要求
封鎖型ストリーム要素送信 要求
非封鎖型ストリーム要素送信 要求
生成終了 要求
再計算依頼 要求
ぺ一ジ転送 要求 （送信）
ぺ一ジ転送 報告 （受信）
デマンド転送 要求 （送信）
デマンド転送 報告 （受信）
再初期化依頼記号転送 要求 （送信）
再初期化依頼記号転送 報告 （受信）
再計算開始記号転送 要求 （送信）
再計算開始記号転送 報告 （受信）

順序番号，フラグメント

フラグメント転送

要求

（送信）

順序番号，フラクメント
番号リスト

フラクメント転送

報告

（受信）

番号リスト転送

要求

（送信）

番号リスト

番号リスト転送

報告

（受信）

アドレス，種別，メッセージ
アドレス，種別，メツセージ

メッセージ転送

要求

（送信）

メッセージ転送

報告

（受信）

reCVfr◎㎜

表3．3：通信のデータ単位

消費者から生成者へ

生成者から消費者へ
サービスデータ単位

プロトコル制御情報

プロトコル制御情報

層4

ストリーム要素

生成終了記号

生成開始記号

再計算依頼記号

層3

ぺ一ジ

最終ぺ一ジ記号再計算開始記号

デマンド、

再初期化依頼記号

層2

フラグメント

順序番号

番号リスト

層1

メツセージ

アドレス・種別

メツセージ

一

アドレス・種別

同じサービス・プリミテイブが複数回要求（あるいは報告）されても，そのサー

ビス・プリミティブが1回だけ発行された場合と全く同じ結果になり，他の動
作に影響するような副作用を起こさない．これにより，ネットワーク通信に
よって発生するデータ転送エラーを回復できる．

表3．3に，各層問で転送されるデータについてまとめる．層4を介して，ストリー
ムは生成者から消費者へ流れる．これより，下位の層では，データ白体に制御情報を
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図3．3：共有アドレス空問内での通信系の構成

加えたものが転送される．一方，層4では，消費者から生成者へは，制御情報だけが
流れる．上位の層では制御情報であっても，それより下位の層は，それを単なるデー
タとして扱うことになる．

層4における生成開始記号とは，生成者側実体にストリーム要素の生成の開始を伝
えるための記号である．これは，デマンドの先出しに対応する．生成終了記号とは，

生成者側実体がすべてのストリーム要素を生成終了したことを消費者側実体に伝える
ための記号である．そして，再初期化依頼記号とは，消費者側実体によるストリーム
要素の再計算［20］の要求を，生成者側実体に伝えるためρ記号である．

層3におけるぺ一ジとは，プリミティブcha㎜e1において指定された1グラニュ
ラリテイ分のストリーム要素群を表す．デマンドは，1グラニュラリティ分のスト
リーム要素群の生成要求を表す．再初期化依頼記号とは，ストリーム要素を生成し終

えた生成者側の上位層の実体（生成者関数インスタンス）がストリーム要素を再び生
成できるように，消費者側実体が，生成者側の実体を初期化するために送る記号であ
る．再計算開始記号とは，生成者側の上位層の実体（生成者関数インスタンス）が再計

算を開始できる状態になったことを表す記号であり，生成者側実体によって消費者側
実体に送られる．

層2におけるフラグメントとは，ぺ一ジを固定長ブロックに分割した場合の1ブ
ロックに対応する、層1が提供するデータ転送のサービスでは，データ長の最大値が
制限されているために，ぺ一ジが大きい場合には，その最大データ長に合う大きさに
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分割する必要がある．順序番号とは，そのフラグメントに付けられる番号である．ま

た，番号リストとは，消費者側で受信可能かつ未受信のフラグメント群の順序番号の
リストである．

層1における種別とは，上位層で送受されるデータの種類のことである．アドレス
とは，そのメッセージがやり取りされているチャネルを一意に識別できる番号のこと
である．メッセージは，上位層で送受されるデータ本体のことである．
次節以降では，各層に属する実体の動作について述べる．

3．2．2．ユ

最上位層一関数インスタンスーの動作

最上位層に属する実体は，関数インスタンスである．ここでは，1つの関数インス
タンスの動作を示す．1つの関数インスタンスが，生産者関数インスタンスであり，
かつ，消費者関数インスタンスとなることがある．

1消費者側関数インスタンス
（1）生成開始を要求する．
（2）ストリーム要素受信を要求し，ストリーム要素を受信するとそれを消費する．

（3）ストリーム要素受信を要求し，生成終了記号を受信すると，ストリーム要素の
再計算（再生成）が必要な場合は，再計算依頼を要求して初期状態に戻る．

l1生成者側関数インスタンス
（1）ストリーム要素を生成し，ストリーム要素送信を要求する．

（2）最終のストリーム要素を生成し終えると，生成終了を要求する．

3．2．2．2

層4の動作

層4に属する実体のそれぞれについて，ぺ一ジを格納するぺ一ジ・バッファが用意
される．ぺ一ジの大きさは，プリミテイブcha㎜eユの引数によって定められる1グラ

ニュラリテイ分のストリーム要素群に対応する．また，用意されるぺ一ジ・バッファ
数もそのプリミテイブの引数によって定められる．

1消費者側実体
消費者側実体では，上位層からの生成開始要求（Pre．Demand），封鎖型ストリーム
要素受信要求（Get），非封鎖型ストリ』ム要素受信要求（Receive），再計算依頼要求
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（Rewind），そして，下位層からのぺ一ジ転送報告（Page．ind），再計算開始記号転送報

告（Restart．ind）に応じる。ここでは，GetとPage．indの動作アルゴリズムを示す．

Get

S叱ep4

現在，ぺ一ジ・バッファを確保している場合はStep−2を，そうでない場合

はStep−4をイ予う．

Step−2

そのぺ一ジ・バッファが空の場合はStep−3を，そうでない場合はStep−5を

行う．

S叱ep−3

そのぺ一ジが最終ぺ一ジであるならば，EOSを返し，動作を終了する．そ

うでない場合は，デマンド転送を要求し，ぺ一ジ・バッファを解放して，Step−4
を行う．

S辻ep−4

ぺ一ジの到着を待つ（これを呼び出した関数インスタンスをデータ待機状態

に遷移させる）．到着すると，ぺ一ジ・バッファを確保し，そこにぺ一ジを格納
して，Step−2を行う．

跳ep−5

ぺ一ジ・バッファからストリーム要素を取り出して，動作を終了する．

Page」nd

S危ep−1

ぺ一ジの到着を待っている関数インスタンスを実行可能状態に遷移させる．

l1生成者側実体
生成者側実体では，上位層からの封鎖型ストリーム要素送信要求（Put），非封鎖型
ストリーム要素受信要求（Send），生成終了要求（Mark

OS），そして，下位層からの

デマンド転送報告（Demand．ind），再初期化依頼記号転送報告（hiund）に応じる．

ここでは，PutとDemand．indの動作アルゴリズムを示す．

Put
S危ep4

現在，ぺ一ジ・バッファを確保している場合はStep−2を，そうでない場合

はStep−3を行う．

S危ep−2

そのぺ一・ジ・バッファがストリーム要素で満たされている場合は，ぺ一ジ転

送を要求し，ぺ一ジ・バッファを解放して，Step−3を行う．そうでない場合は
Step−4をイ予う．

S危ep−3

デマンドの到着を待つ（これを呼び出した関数インスタンスをデマンド待機

状態に遷移させる）．到着するとぺ一ジ・バッファを確保して，Step−4を行う．
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ぺ一ジ・バッファにストリーム要素を書き込み，動作を終了する．

Demand」nd

S竜ep4デマンドの到着を待っている関数インスタンスを実行可能状態に遷移さ
せる．

3．2．2．3

層3の動作

1消費者側実体
消費者側実体は，フラグメントの順序番号リストを管理している．この番号リスト

には，層4から転送要求されたデマンドに対応するフラグメントのうち，層2からの
フラグメント転送の報告を受けていないフラグメントの番号が格納されている．

また，この層の実体は，ネットワークによる転送エラーの回復を行う．ネットワー
ク通信によるデータ転送エラーには，データ転送の重複と，データ転送の紛失がある、

前述したように，層2が提供するサービス・プリミティブは，べき等である．その性
質により，データ転送の重複の回避を実現できる．さらに，この層に，再転送要求を

行うタイムアウト機能をつけることにより，一定時問内にデータが転送されない場合
のデータ転送の紛失の回復を実現する．この場合，再転送要求とは，番号リスト転送
要求に対応する．

消費者側実体は，上位層からのデマンド転送要求（DemandJeq），再初期化依頼記
号転送要求（Init」＝eq），下位層からのフラグメント転送報告（Frag㎜ent，ind）に応じ

る．ここでは，Demand−reqとFragment．indの動作アルゴリズムを示す．

Demand＿req

S叱ep4

番号リストに，そのデマンドに対応するフラグメントの順序番号を加えて，

順序番号リスト転送の要求をする（そのデマンドに対応するフラグメント群が
格納されるべきぺ一ジ・バッファを確保する）．

Fragment」nd

跳ep4

受け取ったフラグメントの順序番号が番号リスト中に存在する場合は，
Step−2を行う．そうでない場合は動作を終了する．

S光ep−2

引数として受け取ったフラグメントを，それが対応するぺ一ジ・バッファに

保持し，その順序番号を番号リストから取り除き，Step−3を行う．

第3章

Step−3

並列処理実行系の実現方式

33

すべてのフラグメントが格納されているぺ一ジ・バッファがある場合は，そ

のぺ一ジ・バッファの中のぺ一ジに関してぺ一ジ転送の報告を行い，ぺ一ジ・
バッファを解放して，動作を終了する．そうでない場合は，動作を終了する．

l1生成者側実体

生成者側実体は，2変数ind，reqを管理している．indは，層4への転送報告を終
えているデマンドに対応するぺ一ジの最大順序番号を表す．reqは，層4から転送要
求されたぺ一ジの最大順序番号を表す．

また，npageとは，この層が制御できるぺ一ジ・バッファの数を表す定数である．
これは，プリミテイブch釦㎜e1によって設定される．すなわち，ダブル・バッファリ
ング機構が設定されている場合は2，そうでない場合はユである．

生成者側の実体は，上位層からのぺ一ジ転送要求（PageJeq），再計算開始記号転
送要求（RestartJeq），下位層からの番号リスト転送報告（List」一nd）に応じる．し
かし，この実体は，再計算開始記号転送の要求に対しては，動作を伴わない．したがっ

て，ここでは，残り2動作アルゴリズムを示す．

Page＿req

S七ep4

ぺ一ジ・バッファを確保し，そこにぺ一ジを格納する．そして，そのぺ一ジ

をフラグメントに分けて，その各々に順序番号をつけて，フラグメント転送を
要求する．

List」nd

S杜ep−1

indがnpageより小さく，番号リストに最小順序番号（0）が含まれる場合

は，Step−2を行う．そうでない場合は，Step−3を行う、
S竜ep−2

req，indをそれぞれ初期値（一1）に設定して，再初期化記号転送の報告を行

い，Step−3を行う．

S也ep−3

引数で受け取ったリストが空である場合は，動作を終了する．そうでない場

合は，そのリストからフラグメント順序番号を1つ取り出し，その順序番号に
ついてStep−4，Step−5を順に行う．

Step4

その順序番号に対応するフラグメントが属するべきぺ一ジの順序番号が，（
ind一＿npage）より大きく，かつ，req以下である場合は，そのフラグメント
順序番号に対応するフラグメント転送の要求を行う．

S吃ep−5

その順序番号に対応するフラグメントが属するべきぺ一ジの順序番号がind

より大きい場合は，Step−6を行う．そうでない場合は，Step−3に戻る．
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そのぺ一ジに属するべきフラグメント順序番号群すべてを，引数として受

け取った番号リストから取り除き，デマンド転送の報告を行い，ぺ一ジ・バッ
ファを解放する．そして，Step−3に戻る．

3，212．4

層2，および，層1一ネットワーク制御部一の動作

層2，および，層1は，ネットワーク制御部の機能に対応する層である．
層2において，上位層からのフラグメント転送要求，番号リスト転送の要求の動作
アルゴリズムは，上位層の実体群のどの実体からサービスが要求されたかを判定し，

その実体が属しているチャネルを調べ，アドレス・種別を付けて，メッセージを送信
する．

下位層からのメッセージ受信報告の動作アルゴリズムは，メッセージとともに受信
したアドレス・種別を参照して，上位層の実体群のどの実体へのどのサービス報告で
あるかを判定し，各々のサービスを報告することである．

層1は，想定してあるデータグラムサービスを提供する．

3．2．3

並列処理実行系の実現

上述した並列処理実行系の実現方式にしたがって，共有メモリ型並列処理環境，お
よび，ネットワーク型並列処理環境上に実現を行った．

共有メモリ型並列処理環境としては，OMRON
ネットワーク型並列処理環境としてSUN

SPARC

LUNA88K［34］を用いた．また，

Station［55コ，および，IBM

PC／AT

［12］をEthemet［1！コにて結合した環境を用いた．

312．2節において示した各実体の実現において，プロセスの数を少なくするために，
プロセスの割り当てを以下のように行う．

（1）各関数インスタンスについて，1プロセスを割り当てる．
（2）各計算機ごとに存在するネットワーク制御部のうち，ネットワークからのデー
タ受信の制御を行う部分に，1つのプロセスを割り当てる．

割り当てられたこれらのプロセスが，各層のデータ転送機能を手続きとして呼び
出す、

ここで用いているプロセスは，CPUへの割り当ての単位であり，CPU以外の資
源割り当てや保護の単位ではない．本実行系のプロセスについては，軽量プロセス
（1ight−weight

process）［53］を用いて実現した．すなわち，本実行系のプロセスは，オ

ペレーティング・システムにおいて用いられる概念であるプロセスを用いて実現した
ものではない．この実現では，文献［53］において示されている軽量プロセスを用いた．

層1は，データグラムサービスを提供しているUDP（Intemet

User

Datagram
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Protoco1）［37］を用いて実現した、

3．3

並列問い合わせ実験

並列処理実行系の実現方式の主要な目的は，問い合わせ処理において並列性を抽出

することにある．本節では，ネットワーク型並列処理環境上に実現された並列処理実
行系を評価するために行った問い合わせ処理実験におけるプロセッサの台数と処理時
聞の関係，および，ストリーム要素群のグラニュラリテイと処理時間の関係に関する
実験結果を示し，それらの結果について考察を行う．

3．3，1
3．3，1．1

実験方法
実験環境

実験に用いたネットワーク型並列処理環境としては，5台のSparcStationl
（Sun

OS

3−3．1．2

ELC

Re1ease4．1．2）をEthemetによって結合した環境を用いた．

データベース演算

実験で用いたデータベース演算を次に示す．本並列処理実行系においては，これら
の各データベース演算は，関数インスタンスとして実行される．

reαd
この演算は，二次記憶上のデータベース∫np伽）Bからデータを順次アクセスにて
読み込み，ストリーム要素群として出力する．

一・一

ωγ枇e

この演算は，入カチャネルの各ストリーム要素を読み込み，二次記憶上の0砒μ

伽

へ書き込む．

ルれC几

この演算は，任意のデータベース演算を疑似的に表す関数として用いる．

この演算は，ユ入力引数としてストリーム型のストリーム要素群を読み込み，各ス
トリーム要素中にあるid型データについて，二次記憶上のデータベース∫耐εr1プB冗
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からそのid型データに対応する実データを取り出すデータベース演算である．この
関数の返り値となるストリームの各要素のデータ長，および，ストリーム要素数は，
入力引数のストリームのそれらと同じに設定する．

この演算は，入力引数numを持つ．この演算では，各ストリーム要素について，デー
タベース∫枇εヅDBnに几砒m回アクセスする．2回目以降のデータベースヘのアクセ
スについては，直前にデータベース加亡ぴ1）B几から読み込んだデータ中のid型デー
タに対応する実データをデータベース加亡εrDB冗から取り出す．この操作を再帰的に
繰り返す回数によって，1ストリーム要素あたりの計算量（計算深度：compu七ationa1−

depth（cd））を変化させることができる．この計算深度を変えることにより，1スト

リーム要素あたりの操作時間を変化させることができる．並列処理の場合には，計算

深度を深く設定すると，このデータベース演算内の処理が，プロセッサ間（関数イン
スタンス問）のストリーム転送操作に対して，相対的に重くなることになる．

3．3．1．3

データベース

データベース演算reαd，加nCnがアクセスするデータベース∫η

〃右1フB，肋加rDみ

を，次の性質を満たすように，2次記憶上に配置した．各データ要素については，乱
数として自動生成した．
⑧

ストリーム要素長1128（by七es）

⑧

ストリーム要素数：10000（stream−e1ements）

3．3I1．4

問い合わせ

問い合わせは，次のような式とした．
ω・伽（μれ・1（∫㎝・2（∫㎜・3（ザεαd（）））））

本実験において行ったプロセッサ割り当てを表3．4に示す．演算ωr伽，ヅeαdに

は，各々1台のプロセッサを割り当て，残り3つの演算に対して，1台から3台のプ
ロセッサを割り当てる．

μれc几に与える引数nαmを，次のように設定した．まず，numを1にした場合
のル几c几の実行時間を測定する．そして，μnc肌のみの実行時間が，numを1と
した場合（cd−1）の時間の2，3，4，5，6倍になるようなnumの値を求め，それぞれ
cd．2，3，4，5，6とした．

以下，関数インスタンス間の1デマンドに対応して転送されるストリーム要素群の
数をグラニュラリティとよぶ．ここでは，チャネル内のぺ一ジ・バッファの容量をグ
ラニュラリティと同じに設定した、ストリーム型並列性を抽出するために，各チャネ

第3章

並列処理実行系の実現方式

37

表3．4：関数インスタンスのプロセッサ割り当て

Processor
f uncl f unc2 f unc3

A

write

5

4

i C ;

3

2
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U

)

read

B

f uncl f unc2

write

read

f urLc3

read

C

f wac3
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図3．4：ぺ一ジ・バッファの容量と実行時問どの関保（割り当て案A）

ルには，ダブルバッファリング機構を実現している．また，各チャネル内のぺ一ジ・
バッファの容量を同一に設定し，その大きさを，1ストリーム要素が格納できる大き

さの2，4，8，16，32，64，128，256，512．1024．2048．4096倍に変化させて実行
時間の変化を調べた．

3．3．2

実験結果、および、考察

3．3．1節に示した方法によって行った実験結果を図3−4，図3．5，図3．6，図3．7に

示す．図3．4，図3．5，図3．6はぺ一ジ・バッファの容量と問い合わせ実行時間との
関係との関係を示しており，図3．7は，プロセッサの総数（ωr伽，reαdに割り当て
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図3．5：ぺ一ジ・バッファの容量と実行時間との関係（割り当て案B）

たプロセッサも含む）と問い合わせ実行時間との関係（ぺ一ジ・バッファの容量は128
ストリーム要素）を示している．

図3．4，図3．5，図3．6は，それぞれ表3．4の割り当て案A，B，Cに対応し，1デ
マンドにより受け渡されるストリーム要素数（グラニュラリテイ）の変化による実行
時間の変化を各計算深度ごとに示している．図3．4（プロセッサ数3台）の場合には，
ルncれの処理は逐次化されており，グラニュラリティが100（strea㎜一e1ements）以上

では，各計算深度に比例して，実行時間が長くなっている．すなわち，各関数内の計
算時間によって実行時間が支配されている．図3．5，図3．6では，関数群が異なるプロ

セッサに配置されているので，通信のオーバヘッドによる影響が実行時間に表れてい
る．特に，図3．6では，計算深度による実行時間の差異は顕著でなく，むしろ，関数間

のストリームの通信処理時間が実行時間を支配している．これらの結果より，この実
験環境においては，本並列処理実行系は，グラニュラリティを128（stream−e1em㎝ts）

近辺に設定した場合に，実行時間が最短となっている、また，各図において，グラニュ
ラリテイが小さい（10（strea㎜一eIem㎝ts）以下）領域では，関数間でのストリームの受

け渡しがボトルネックなっていることがわかる．
図3．7は，図3．4，図3．5，図3．6において得られた効率的なグラニュラリティ（128

ストリーム要素）に設定した場合について，プロセッサ台数による実行時間の変化を
示している．計算深度が浅い場合（cdユ，2）には，関数間のストリームの通信がボト

ルネックとなり，プロセッサの台数効果が現れない．一方，計算深度が深くなるにし
たがい，プロセッサの台数効果がより顕著に現れており，最大深度（cd−6）において，

台数効果により，実行時間が最も短縮されている．
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図3．6：ぺ一ジ・バッファの容量と実行時間との関係（割り当て案C）

以上に示したように，グラニュラリティの設定による処理時間への影響は大きい．
本実行系では，グラニュラリテイの設定をプリミティブch㎝皿e1のパラメータによっ

て柔軟に行うことが可能であるので，最適なグラニュラリティの設定により，最大限
の処理効率を引き出すための環境が提供されている．グラニュラリテイの最適な設定

の計算方式については，後述する第5章にて議論する．
また，問い合わせ処理で用いられるデータベース演算の計算深度によるプロセッサ
の台数効果への影響は大きい．本実行系では，関数インスタンスが，プロセッサ，およ

び，ネットワークのアーキテクチャから独立しており，関数インスタンスのプロセッ

サヘの割り当てを柔軟に変更することが可能になっている．すなわち，本実行系は，

関数の計算深度と利用可能なプロセッサ台数に応じて，並列処理の効果を最大限に引
き出すためのサイト割り当てが決められた場合，そのサイト割り当てを実現するため

の柔軟な環境を提供している．最適なサイト割り当てについては，後述する第4章に
て議論する、

3．4

まとめ

本章では，ストリーム指向型並列処理方式を行うためのプリミティブセットの解釈・

実行系の構成を示し，さらにその実行系における通信に関する部分の実現方式を示し

た．そして，ネットワーク型並列処理環境上に実現した並列処理実行系を用いた並列
問い合わせ処理の実験を行い，本実現方式の性能に関する特徴を明らかにした．

本章では，ネットワーク型並列処理環境として，Ethemetを用いた環境を対象と
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図3．7：プロセッサの総数と実行時間との関係

した実現を行った．現在，Ethemet以外に，数多くのネットワークが現在利用可能と

なっている．これらのネットワークは通信路の数に着目すると，次の2種類に分類で
きる［57］．

（1）ブロードキャスト（broadcast）型ネットワーク

すべての計算機が単一の通信路を共有している．
（2）ポイント・ツー・ポイント（point−to−point）型ネットワーク

対となる計算機群の各々に独立な通信路が存在する．

Ethemetを用いたネットワークは，ブロードキャスト型ネットワークに分類され
る．現在，高速なネットワークが汎用的に使用可能な環境が整備されつつある．それ

ら多くは，ブロードキャスト型ネットワークに分類される．本章において提案した実

現方式は，ブロードキャスト型に分類されるネットワークに対して適用可能な実現
方式である．ただし，そのネットワーク自身が通信の信頼性を保証するようなネット

ワークの場合，本章において示した層の振る舞いにおいて信頼性を保証する部分が通

信のオーバヘッドとなる．信頼性を実現する層を省いて実現することにより，より効
率のよい通信が実現されることになる．

また，ネットワーク機器の低価格化により，高速なネットワークの通信路を大量に
用いたポイント・ツー・ポイント型ネットワークを構築することが可能となっている．

このネットワークの利点は，ネットワークの帯域が大きくなる点にある．このような

ポイント・ツー・ポイント型ネットワークの場合は，送信先のサイトまでの経路制御

が必要となる．本章において示した実現方式においては，経路制御を行う場合の実現
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を示していない．しかし，全体の層構成の中に経路制御を行う層を加えることにより，

実現可能である．その場合における実現方式の拡張については今後の課題とする．

42

第4章
サイト割り当て方式

データベースの問い合わせ処理において，計算機の各種資源割り当ては，問い合わ
せ処理の実行時間に大きな影響を与える．聞い合わせ処理を並列分散処理環境上にお
いて行う場合，計算サイトの資源割り当てが重要となる．

一般に，分散並列処理環境上において，与えられた問い合わせを最も効率よく処理
するために，問い合わせ構成する演算プロセス群を実行するプロセッサ（サイト）を決

定する問題は，プロセッサ資源割り当て間題と呼ばれる．この問題は，対象となる演

算プロセスの種類や演算プロセス問の関係，実行対象である並列分散処理環境の種類
などによって分類され，それぞれの場合において，最適解を求めるアルゴリズムが数
多く提案されている［5］．

ストリーム指向型並列処理方式に基づくデータベース処理システムおいて，応用分

野における基本演算群は関数として定義され，それらを組み合わせた式により表現さ

れる問い合わせは並列に実行される．このとき，問い合わせを構成する関数群をどの

サイト上で実行するかを決定するサイト割り当ては，問い合わせ処理の実行時間に大
きな影響を与える．

本章では，2．3．1節において示したネットワーク型並列処理環境において，ストリー

ム指向型並列処理方式を用いて問い合わせに内在する並列性を十分に抽出することに
より問い合わせ処理の開始から終了までの時問を最短にするためのサイト割り当て方

式を提案する．本章において提案する割り当て方式の特徴は，入出力処理，演算処理
時間および分散処理を行うためのデータ転送処理時間を対象とした最適化を行ってい
る点にある．

本章においては，ストリーム要素に偏りがなく，画一的で均質な処理を行うデータ
ベース処理を対象としている．データの内容によってその処理が大きく異なるような
データベース処理の場合は，処理の偏りに着目したサイト割り当てが考えられる［16］

が，本章において提案する割り当て方式ではそれらのデータベース処理を対象として
いない．本章において提案する割り当て方式が特に有効となる対象としては，第6章
。において示すような連続メディアデータの加工・統合処理が挙げられる．
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図4．1：サイト割り当て

ストリーム指向型並列処理方式において，並列処理の基本単位（プロセス）は，関
数インスタンスである．すなわち，複数の関数インスタンスの実行を同時に行うこと
により，並列性の抽出を行う．本章において提案する割り当て方式は，大容量のスト
リーム・データの処理を行うデータベース処理を対象としている．このような処理の

場合，問い合わせ全体の処理時間に対する問い合わせを構成する全ての関数インスタ
ンス群が同時に実行可能となる時間の割合が大きいという特徴がある．

一方，問い合わせを最も効率よく処理するためには，メモリ資源割り当ても重要な

課題となる．後述する第5章では，ストリーム指向型並列処理方式におけるメモリ資
源割り当て方式の提案を行っている．第5章において提案している方式は，サイト割
り当てが決定している問い合わせを対象として，問い合わせ処理時問を最短とするメ

モリ資源割り当てを行う方式である、すなわち，本章において提案するサイト資源割
り当て方式は，提案したメモリ資源割り当て方式を適用する前段階としてサイト割り
当てを行う方式と位置づけることができる．

本章にて提案するサイト割り当て方式の目的は，永ツ下ワーク型並列処理環境上に

おいて，1つの問い合わせを並列に処理する場合に，その

問い合わせの開始から終了

までの時問（問い合わせ処理時間）を最短にすることである．

4．1

サイト割り当て間題

本章では，次に示すネットワーク型並列処理環境を対象とする．

嚢問い合わせに使用できるサイトのプロセッサの性能は全て同じである．
⑧

問い合わせに使用できるサイトは，問い合わせを構成する関数インスタンスの

数以上存在する．

⑱すべての関数は任意のサイトに割り当て可能である．

第4章

サイト割り当て方式

44

対象とする環境において，w個の関数インスタンスから構成される問い合わせに対
するサイト割り当て侯補数は，0（Ww）となる．すべての侯補の中から最適な侯補を

探し出す計算は侯補数が膨大であるため，現実的ではない．ここでは，以下に示すサ
イト割り当ての制約を設定する．

関数インスタンス∫の引数を生成する関数インスタンスgが関数インスタン

ス∫と異なるサイトに配置される場合，関数インスタンスgを根とする部分問
い合わせを構成する関数インスタンス群のいずれも関数インスタンス∫と同じ
サイトには配置されない（図4．1）．

この制約のもとでは，割り当て侯補数は0（2N）となる．したがって，本方式が対
象とする資源割り当て問題は，制約を満たすすべての割り当て侯補の中から，問い合

わせの実行時間を表す関数TQEを最小とする割り当てを求める問題と定義できる．

4．2

目的関数

問い合わせ全体の処理に要する時問TQEは，ある1サイトにおいて，プロセッサ
が実行状態にある時聞の合計（実行時問）玲Eとプロセッサがアイドル状態にある時
間の合計（アイドル時間）T3∫との和として表すことができる．

巧E二丁3風十丁81・｛

（づ∈S），

（4．1）

T3夙：サイトづの実行時間，
T5∫｛：サイトづのアイドル時間，

S：利用可能なサイトの集合．
4，2．1

同一サイトに配置される関数インスタンス

ー般に，ストリームの生成者と消費者という関係にある2関数は，合成された1関
数と見なすことが可能である．すなわち，関数∫のインスタンスとその関数インスタ
ンスの引数を生成する関数gのインスタンスとが同一のサイトに配置される場合，そ

のサイトでは関数∫と関数gの合成関数である関数ん

（ん三∫。g）のインスタンス

が実行されているとみなすことができる．前節において示した制約を満たすサイト割
り当てを行う場合，同一サイトに配置されている生成者・消費者関係にある関数イン

スタンス群を合成関数インスタンスとみなすことを再帰的に繰り返すことにより，1
サイトには1合成関数インスタンスが配置されているとみなすことができる．このと
き，与えられた問い合わせの構造は，合成関数インスタンスをノードとする木構造と
見ることができる．

本方式における問い合わせ時問の見積もりにおいては，各サイトにおいて，同じサ
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図4．3：合成関数インスタンスのタイムチャート（その2）

イトに割り当てられた関数インスタンス群を合成して得られる1つの合成関数インス
タンスが実行されているとして議論をすすめる．

4．2．2

問い合わせ処理時間

問い合わせ処理を構成する関数群は，前処理部分，ストリーム要素群の繰り返し処
理部分，後処理部分から構成される．本方式において対象としている関数群の特徴は，

全体の処理に要する時間に対する繰り返し部分の処理に要する時間の割合が非常に大
きい点にある．本方式においては，基本関数の繰り返し部分の処理に着目して問い合
わせ時間を見積もる．

サイトづのアイドル時間巧∫｛は，このサイトにおいて実行される合成関数インス
タンスの実行中に発生するアイドル状態の合計時間である．このアイドル状態が発生

する状況は，次の2通りである．
（1）合成関数インスタンスがん回目の繰り返し部分を開始する時点において，その

合成関数インスタンスの引数となるストリームの生成を行うサイト（以下，上
流サイトとよぶ）がそのん回目の繰り返し部分の実行時において消費されるス
トリーム要素群を生成し終えていない状況（図4．2）．

（2）合成関数インスタンスがん回目の繰り返し部分を終了した時点において，その
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時間

時間

サイクル サイクル サイクル サイクル
時聞

時間

時間

時聞

時間

図4．4：サイクル時問を用いた問い合わせ処理の見積もり

合成関数インスタンスの値となるストリームの消費を行うサイト（以下，下流
サイトとよぶ）が（ん十1）回目の繰り返し部分の実行時に生成されるストリー
ム要素群の生成要求を発行していない状況（図4．3）．

隣接するサイトにおいて行われる処理は並列に行われる．すなわち，サイト｛にお
けるん回目の繰り返し処理の実行と，サイトづの（ん十1）回目の繰り返し処理におい
て消費されるストリーム要素群の上流サイトによる生成処理の実行とは，同時に行わ

れる．下流サイトの消費処理の実行時間と上流サイトの生成処理の実行時間との間に

差がある場合，長い時間を要するサイトが短い時間を要するサイトを待機させる状況
となる．

本方式においては，あるサイトに配置される合成関数インスタンスが1ストリーム
要素を生成するためにプロセッサが実行状態にある時間と，その1ストリーム要素を
生成するために消費されるストリーム要素群がそのサイトの上流サイトにより生成さ

れるまで待機することにより発生するアイドル状態にある持間との和をサイクル時間
丁ヒと定義する．ここで，プロセッサが実行状態にある時間には，合成関数を構成する

各関数のインスタンス群聞のストリームの転送処理を行う時問，および，他のサイト

に配置される関数インスタンス間のストリーム転送を行う時間を含む．問い合わせ構
造において根の部分となる関数インスタンスが配置されるサイト（以下，ルートノー
ドのサイトとよぶ）におけるサイクル時間丁0、。。亡を用いて問い合わせ全体の実行時問
を見積もる．

問い合わせの開始時におけるアイドル状態は，このサイトに配置される合成関数イ
ンスタンスが最初のストリーム要素を生成するために消費すべきストリーム要素群が

上流サイトにより生成される間，待機することにより発生する．サイクル時間の定義
より，消費されるべきストリーム要素群が上流サイトにより生成される時間は，高々，

サイクル時問である．したがって，合成関数インスタンスをノードと見たときの問い
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合わせの木の高さを∬とすると，ルートノードのサイトにおける問い合わせ開始時の
アイドル時間を（∬＿1）xTo、。として近似する（図4．4）。これにより，ルートノー

ドのサイトにおいて合成関数がNE、。。ま個のストリーム要素を生成するとき，問い合

わせ処理全体の時間は，次の式を用いて表すことができる．
丁鯛＝（帖、。。亡十H−1）・To、。。亡・

412．3

（4．2）

サイクル時間

本方式では，再帰的にサイクル時問を求める．すなわち，サイトづの上流サイト群
の集合SC｛に含まれるサイトの各々のサイクル時問叱ゴ

（ゴ∈SC｛）を用いて，サ

イト｛のサイクル時間丁σ｛を導出する．

はじめに，サイトづに配置される合成関数インスタンスが1ストリーム要素を生成
するために，サイトづのプロセッサがその処理を行っている実行時間を考える．サイ
ト｛のプロセッサが，このサイトに割り当てられている関数インスタンス群の集合軋

に含まれる関数インスタンスの全てを処理するために要する時間巧｛は，各々の関数
インスタンスを処理するために要する時間咋ん

（ん∈F｛）の合計値と関数インスタン

ス間においてストリーム要素の転送に要する時間の合計値叶との和である．

塒、：Σ咋た十叶・

（4・3）

ん∈F｛

したがって，サイト乞に配置される合成関数インスタンスがw凪個のストリーム要
素を生成するとすると，合成関数が1ストリームを生成するためにプロセッサが実行
している時問は，巧｛／w風である．

一方，サイトづに配置される合成関数インスタンスが1ストリーム要素を生成する

ために，上流サイトプ

（ゴ∈SC｛）が生成するストリーム要素をNE〜個必要とす

る．このとき，サイト乞に配置される合成関数インスタンスが1ストリーム要素を生
成するために消費されるストリーム要素のうち，上流サイトゴがそれらのストリーム

要素を生成するのに要する時間は，wENゴ×Tqとなる．サイト乞の上流サイト群に
おける各々のストリーム生成処理は並列に行われるため，必要とするストリーム要素

群すべてを上流サイト群によって生成されるのに要する時間は，各上流サイトが必要
とするストリーム要素群を生成する時間の最大値となる．

以上より，サイトづのサイクル時間叱｛は次の式によって表すことができる．

丁夙

丁σ1＝maX（可徴（似×T・））・

（4．4）
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図4．5：割り当てテーブルの作成

4．3

アルゴリズム

本節では，問い合わせが与えられたとき，制約を満たすすべての割り当て侯補案と，

その各々の侯補案における各サイトのサイクル時間叱を求めるアルゴリズムを示す．

本アルゴリズムにおいては，問い合わせを構成する各関数インスタンスごとに，割
り当てテーブルを作成する（図4．5）一このテーブルの各行は，この関数インスタンス

を根とする部分問い合わせのサイト群割り当て侯補に対応する．関数インスタンスF
を対象とする割り当てテーブルは，次に挙げる項目から構成される．

∫棚εz

3

このテーブルの各行を識別できるように付け弓れた変数．

関数インスタンスFの引数を生成する子関数インス

タンスを同じサイトに配置

するかを表す変数、ん番目の子関数インスタンスが同じサイトに配置される場
合は，8（ん）二1となり，異なるサイトに配置される場合は，3（ん）＝Oとなる．

α

関数インスタンスFの引数を生成する子関数を頂点とする部分問い合わせにつ
いて，どの割り当て案を用いるかを表す変数．ん番目の子関数を頂点とする部
分問い合わせの割り当て案として叫を用いる場合は，α（ん）＝αんとなる。この

変数は，子関数インスタンスについて作成された割り当て案テーブルの∫棚εz
への参照となる．

η。ρ

関数インスタンスFが1ストリーム要素を生成するために，関数インスタンス
Fと同じサイトに割り当てられている関数インスタンス群（関数インスタンス

Fを含む）がプロセッサ上で動作する時間の合計値．
叫α。

関数インスタンスFを頂点とする部分問い合わせにおいて，関数インスタン
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スFが1ストリーム要素を生成するために，関数インスタンスFと異なるサ
イト毎のプロセッサ上で関数群が動作している時間の最大値．

∬

関数インスタンスFを頂点とする部分問い合わせにおいて，サイトをノード
とした時の木の高さ．

関数インスタンスFを対象とする割り当てテーブルは，関数インスタンスFの引
数を生成する子関数インスタンス群を対象とする割り当てテーブルが全て作成されて
いるときに，それらのテーブルを用いて作成することができる、すなわち，αと8の
すべての侯補値に対して，η。p，叫、。，∬の各々を計算し，割り当てテーブルに書き

込むことによって関数Fの割り当てテーブルを作成する。このとき，η。ρ，叫、。，亙
は以下の式により表される．

TF
〜＝再十、ゑN蝋3（｛叫［α（づ）］
十ΣN蝋（3（乞）叶M、十珊叶w、），

（4．5）

｛∈FC

㌫α。＝maX（W蝋×maX（

竺

・（4）（叫。ρ｛［α（づ）1＋巧仙），叫、。｛［α（づ）1）），

H二max（8（づ）十凪［α（づ）1），

（4．6）

（4・7）

づ∈FC
だたし，

1−／l㌫㌫．
wE

関数インスタンスFが生成するストリーム要素の総数．

FC

関数インスタンスFの子関数インスタンスの隼含．

η。ρ、関数インスタンスFのづ番目の子関数インスタンスの割り当てテーブル中の
叫。ρ・

叫、z、関数インスタンスFのづ番目の子関数インスタンスの割り当てテーブル中の
叫α。．

凪

関数インスタンスFの4番目の子関数インスタンスの割り当てテーブル中の
∬．

NE凡

関数インスタンスFが1ストリーム要素を生成するために必要となる子関数
インスタンスづが生成するストリーム要素数．

叶凧

子関数インスタンスづが生成した1ストリーム要素を異なるサイトに転送する
ために要する時問．

巧凧

子関数インスタンスづが生成した1ストリーム要素をサイト内で転送するため
に要する時間．
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この時，サイクル時問叱は次の式によって表現される．

T0＝mαZ（叫αω，η。ρ）・

（4，8）

尚，問い合わせ構造において葉となる関数インスタンスを対象とした割り当てテー
ブルは1行のみとなり，その行のη。p，｝αω，Hは以下の式により表される．

咋

η・ゾ可
叫α。＝0，

∬：1．

（4．9）

（4．10）
（4．11）

問い合わせ構造において葉となる関数インスタンスから根となる関数インスタンス
に向かって，割り当てテーブルを再帰的に作成することにより，すべての関数インス
タンスの割り当てテーブルを作成することができる．

問い合わせ全体の実行時間は，根となるの関数インスタンスの割り当てテーブル中
の値を用いて，次の式により算出することができる．
TQE＝（NE、。。士十∬一！）・m・・（η。。，叫、）・

（4・12）

〜、。。士根となる関数インスタンスが生成するストリーム要素数．

根となる関数インスタンスの割り当てテーブルの各割り当て侯補について巧Eを
計算し，その値が最小となる侯補が問い合わせ処理時間を最短とする割り当て案とな
る．この時，割り当てテーブルに書き込まれているα，8を用いて葉となる関数インス

タンスの方向に向かって再帰的に割り当てテーブルを検索することにより問い合わせ
全体のサイト割り当て案を求めることができる．

4．4

サイト割り当て実験

4．3節のアルゴリズムを実装した．その実装されたプログラムを用いてアルゴリズ
ムの有効性を検証する実験を行った．

4．4．1

問い合わせ

実験には，構造が同じである3問い合わせを用いた．実験に用いた問い合わせの構
造を図4．6に示す．

関数インスタンスF，M1ラおよびM2は，1ストリーム要素を生成するために，各入
カストリーム要素を1つ必要とする．すべてのストリームにおいて，ストリーム要素
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○翠警スタンス

図4．6：サイト割り当て実験における問い合わせの構造

長は同じであり，ストリーム要素数は同じとする．関数インスタンスR1，R2および

R3が1ストリーム要素を生成する処理時間はネットワーク転送の時問と同じとし，
関数インスタンスWが1ストリーム要素を消費する処理時間もネットワーク転送の

時間と同じとする．また，関数インスタンスM1およびM2が1ストリームを生成す
る処理時間は，サイト内転送にかかる時間と同じとする．また，ネットワーク転送の

時間は，サイト内転送にかかる時間の10倍とする．

本実験では，関数インスタンスFが1ストリーム要素を処理する時間が異なる3
問い合わせを設定した．問い合わせ（1）では，サイト内転送にかかる時間と同じとし
た．問い合わせ（2）では，ネットワーク転送の時間と同じとした，問い合わせ（3）で

は，ネットワーク転送の時間の2倍とした．

本実験では，1ストリームをサイト内転送するために要する時間を1単位，各スト
リームを流れるストリーム要素数を1024として，問い合わせ処理時間を計算した．

4．4．2

実験結果，および，考察

実験により求めた，各問い合わせの実行時間の見積もり値を表4．1に示す．この表
は，各問い合わせにおいて，提案方式により導出さ牝た軍適なサイト割り当てによる
問い合わせ実行時間（「提案方式」）と，問い合わせを構成するすべての関数をユつの
サイトに配置した場合の問い合わせ処理時間（「逐次」），各々の関数インスタンスを
別々のサイトに配置した場合の問い合わせ処理時間（「分散」）を示してある．
問い合わせ（ユ）の場合，図4．7（a）に示す2種の割り当てが最適割り当てとして導出

された．この場合，関数インスタンスW，R1，R2，およびR3が最も負荷が大きい処
理を行っているため，本アルゴリズムでは，それらの関数インスタンス群を各々別の

サイトに割り当てようとする．すなわち，関数インスタンスM2の引数を生成する関

数インスタンス群がそれぞれ異なるサイトに配置されるため，関数インスタンスM2
が配置されるサイトでは転送にかかる負荷が大きくなる．同様の理由により，関数イ

ンスタンスM1が配置されるサイトでも転送にかかる負荷が大きくなる．この結果，

関数インスタンスM1とM2はそれぞれ異なるサイトに配置される．この時，関数イ
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表4．1：サイト割り当て実験における見積もり時間の計算結果

問い合わせ（1）
割り当て案 見積もり時間
逐次

31868
50225

分散

31868

提案方式

問い合わせ（2）

割り当て案

見積もり時聞

提案方式

31868
59450
31868

逐次
分散

問い合わせ（3）

割り当て案

見積もり時問

提案方式

41080
69700
41120

逐次
分散

ンスタンスFを根とする部分問い合わせに対する割り当て侯補は，すべての関数イン

スタンスを同一サイトに配置する場合と，各々異なるサイトに配置する場合との2候
補がある．しかし，その2種の割り当て侯補のいずれにおいても，各サイトの負荷は，

関数インスタンスM1が配置されるサイト，関数インスタンスM2が配置されるサイ
トのいずれの負荷を超えない．また，問い合わせ全体の木の高さ∬に変化を与えな
い．したがって，2割り当てが最適解として導出される．

問い合わせ（2）の場合，問い合わせ（1）と比較して，関数インスタンスFの負荷が

大きくなった．しかし，関数インスタンスFを根とする部分問い合わせの2割り当
て侯補のいずれにおいても，各サイトの負荷は，関数インスタンスM1が配置される

サイト，関数インスタンスM2が配置されるサイトのいずれの負荷を超えない．した
がって，問い合わせ（！）と同じ2割り当てが最適解として導出される．
問い合わせ（3）の場合，図4．7（b）に示す4割り当てが導出された．4割り当てに共

通する点は，関数インスタンスW，Mが同じサイトに割り当てられている点にある．

これは，関数インスタンスFの負荷が十分大きいため，関数インスタンスW，M1を
各々別のサイトに割り当てて並列処理を行っても，処理速度の向上が出来なくなって
いる状態になっていることを表している．4種類の割り当て結果の相違点は，関数イ

ンスタンスM2を根とする部分問い合わせの割り当て方法の違いである．これは，こ
の部分問い合わせをどのように割り当てた場合でも，問い合わせ全体の木の高さHが
変化しない，かつ，どの割り当て案においても，各サイトの負荷が関数インスタンス
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（a）問い合わせ（1）および（2）の結果

（b）問い合わせ（3）の結果

図4．7：サイト割り当て実験の結果

Fが配置されるサイトの負荷を超えないためである．サイトの有効利用を考えると，

3関数が同じサイトに割り当てられる場合が最も有効的であるが，本方式では，その

他の3割り当ても，最適解として導出される．

4．5

まとめ

本章では，関数インスタンスの最適サイト割り当て方式を提案した．この方式を分
散問い合わせ処理に適用することにより，ネットワーク型並列処理環境上においてス
トリーム指向型並列処理方式に基づいて問い合わせを並列処理する際に，問い合わせ
に内在する並列性を最大限に抽出することが可能となる．

この提案方式は，並列分散処理を対象とした問い合わせ処理の最適化手法の一手法
である．ストリーム指向型並列処理方式において，関数の定義にしたがって処理を行
う関数インスタンスが並列処理の基本単位となる．問い合わせを構成する関数インス

タンス群をどのサイトに割り当てるかというサイト割り当ては問い合わせ処理の効率
に大きな影響を与える．したがって，関数インスタンス群を適切にサイト群に割り当
てることにより，問い合わせ処理をより高速に処理することが可能となる．

本章においては，同一性能の単一プロセッサを有するサイトがネットワークにより

結合されているネットワーク型並列処理環境を対象とした関数インスタンス群の最適
サイト割り当て方式を提案した、本章において提案したアルゴリズムは，入力として
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問い合わせを与えると，その問い合わせを最も高速に処理するために必要となるサイ
ト数と各々のサイト毎に割り当てるべき関数インスタンス群の集合が出力されるアル

ゴリズムである．したがって，本章において提案したアルゴリズムは，問い合わせに
内在する並列性の尺度を測定する道具としても利用可能である．

本章において対象としたネットワーク型並列処理環境は，同一性能の単一プロセッ

サを有するサイトがネットワークにより結合されている環境に限定した．ストリーム

指向型並列処理方式では，異なる性能となるプロセッサ群を有するサイトがネット
ワークにより結合されている環境に対しても，実現可能である．このような，異なる

性能を有するプロセッサ群から構成されるネットワーク型並列処理環境や，統合環境
を対象とした最適サイト割り当て方式を求めることは今後の課題とする．
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第5章
メモリ割り当て方式

データベースの問い合わせ処理において，メモリ資源は，ソースデータや中間結果
の格納，および，二次記憶へのアクセス回数を軽減するためのI／oバッファとして用
いられる．メモリ資源の割り当ては，問い合わせの処理効率に重大な影響を与えるこ

とが広く認識されており，最適なメモリ資源割り当てのための方法が数多く提案され
ている［4，8，26，39，59］．それらの方法は，関係デ」タベースの問い合わせ処理を
対象としている．

関係データベースシステムにおいて，問い合わせは，データベース演算の組み合わ

せによって構成される．使用されるデータベース演算は，固定的に定められた関係
データベース演算である．したがって，従来のメモリ資源割り当て方式では，各関係

データベース演算の性質に依存したメモリ資源割り当てを求めることにより，問い合
わせの処理効率を向上させる方法を用いていた．しかし，近年，データベースの応用

分野が拡大するにつれ，対象とする応用分野に適したデータ構造やデータベース演算
を柔軟に定義する機能が，データベース・システムに求められている．それらの機能
を提供するデータベース・システムでは，利用されるデータベース演算が固定化され
ていないため，データベース演算に依存したメモリ資源割り当て方法を確定すること

は困難である．したがって，任意のデータベース演算を対象としたメモリ資源割り当
ての方法が必要となる．

データベース・システムの応用分野の多様化とともに，データベース処理を行う
ハードウェア環境も大きく変化している．ハードウェア技術の進歩に伴い，マルチプ
ロセッサ・システムおよび，ネットワークを用いた並列分散処理環境が容易に利用で
きるようになっている．これらの環境を利用して，データベース処理を高速に行うた

めの研究も活発である［3，6，15，221．これらの環境を利用した問い合わせ処理にお
いても，メモリ資源割り当ては，その効率に大きな影響を与える．したがって，この
ような環境を用いた問い合わせ処理を効率よく行うためのメモリ資源割り当ての方法
が必要となる．

文献［26，28，35］において，ストリーム指向型並列処理方式を対象とした共有メモ
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図5．1：ネットワーク型並列処理環境におけるメモリ資源割り当て

リ資源割り当て方式およびその拡張方式が提案されている．これらの方式は，単一の

プロセッサシステム，または，共有メモリをもつマルチプロセッサ・システム上にお

いて，ストリーム指向型並列処理方式による問い合わせ処理を行う場合に，その処理
時聞を最短にするメモリ資源割り当てを求めるための方式である．

本章では，2．3．1節において示した共有メモリ資源を持たないネットワーク型並列
処理環境を対象としたメモリ資源割り当て方式を提案する．提案方式の特徴は，問い
合わせの実行効率に影響するすべての処理の要素，すなわち，入出力処理，演算処理，

および，プロセス切り替えに要する時間を対象とした最蓮化を実現できる点にある．

5．1

メモリ資源割り当て方式

本章では，木構造の問い合わせに対して，各関数インスタンス間に設定されるバッ

ファヘのメモリ割り当てを求める方式を提案する．木構造の問い合わせを構成する各
関数インスタンスのサイト割り当ては，図5．1に示すように，チェイン型を構成する
サイト割り当てとする、

提案するメモリ資源割り当て方式の目的は，分散処理環境上において，1つの問い
合わせを並列に処理する場合，その問い合わせ処理の開始から終了までの時聞（問い
合わせの処理時間）を最短にすることである．
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図5．2：バッファ・サイズ・テーブル

ストリーム指向型並列処理におけるメモリ資源割り当て方式として，次の2種類が
考えられる．

（1）静的メモリ資源割り当て方式

問い合わせが与えられたとき，予め獲得している統計情報をもとに，静的にメ
モリ資源を割り当てる方式．
（2）動的メモリ資源割り当て方式

問い合わせ処理の実行時に，各関数インスタンスの実行状態をモニタリングす
ることにより，統計情報を獲得し，問い合わせ処理の実行途中において，メモ
リ資源割り当て計算を行った後，メモリ資源の動的割り当てを行う方式．
文献［27］において，関係データベース処理を対象とした動的メモリ資源割り当

てを行う場合，予め，静的メモリ資源割り当て方式を適用することにより，よ
り効率的な問い合わせ処理が行われることが示されている．
ここでは，静的メモリ資源割り当て方式に着目して議論する．

ネットワーク型並列処理環境上において，ストリーム指向型並列処理方式を用いて

問い合わせを並列に処理する場合，問い合わせを構成する関数インスタンス群は，各

サイトに分散して配置される．したがって，分散処理環境における問い合わせの処理
時間は，あるサイトがそのサイトに配置された関数インスタンスを実行している時間
（実行時間）と，そのサイトがアイドル状態になっている時問（アイドル時間）の合計

である．各サイトにおける実行時間とアイドル時間の合計は，同一となる．本章にお
いて提案するメモリ資源割り当て方式は，各サイトにおける実行時問とアイドル時間
の合計を最短にするための最適なバッファ・サイズを求める方式である．

5．2

メモリ資源割り当て間題

本方式では，問い合わせの処理時間が，バッファ・サイズをパラメータとする関数

として表される．各サイトにおいて用意されるバッファには，ネットワークを介し
たストリーム要素の受け渡しに用いられるバッファ（N易＿1，N夙）

（以下，ネット
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ワーク・バッファをよぶ）とそれ以外の岬個のバッファ（凪1。易2ゾ．．，凪m｛）があ
る（図5．1）．ネットワーク・バッファには，ダブルバッファリング機構が実現される．

本方式では，各サイトづにおけるネットワーク・バッファWB｛＿1，N易以外の各バッ
ファ（易1，易2ゾ．．，易m｛）で利用されるメモリの総量（m3｛）（以下，メモリ・サイズ

とよぶ）が与えられたとき，それらの各バッファの大きさ（63｛1，63｛2，＿，68｛m｛）の最

適値を示すバッファ・サイズ・テーブル（図5−2）が文献［26］および［35］に示した方

式により求められているものとする．これをサイト内最適化とよぶ．したがって，問
い合わせの処理時間は，各サイトにおいて利用されるメモリ・サイズm8｛，および，

各サイト間に用意されたバッファN夙のサイズ（砧8づ）を変数とする関数として表
される（ここで，砧8づは，1グレイン・サイズを表す変数とする）．

本方式が対象とするメモリ資源割り当ての問題は，次のように定義することがで
きる．

目的関数
皿inTQE（m・1，m・2，・．．，m・肌，n6・・，沽2，…，沽卜1）

制約条件

0＜m31＋柵51≦〃31，
0＜沽｛一！＋m・1＋n6・1≦〃3｛（2≦乞≦n−1），

0＜肋3卜1＋m8π≦〃8冗，
このとき，

m｛

m3FΣ6吻（1≦乞≦n），
ゴ＝1
n

l

サイトの総数，

丁鯛1

問い合わせ処理全体にかかる時間を表す関数，

mペ

サイトづに割り当てるメモリ・サイズの変数，

〃8｛：

桃3づ：

サイトづにおいて利用可能なメモリ・サイズ，

サイトづとサイトづ十1の間のバッファ・サイズ（w易の大きさ），

68ポ

サイトづのバッファ夙ゴの大きさ，

岬：

サイト乞のW易，W易＿1以外のバッファの個数．

この問題では，問い合わせの処理時間を表す関数巧亙を設定する必要がある。その
関数巧亙の変数であるm31，．．．，m8れ，肋81，＿，肋8几＿1の取り得る値すべてについ

て，その関数値を計算することにより，最適なバッファ・サイズを求める方法が考え
られる．しかし，その方法は，計算量が膨大となるため現実的ではない．本方式は，
この目的関数を式（5．1）に示すように複数個の式を組み合わせた形で与え，各式につ

いて順に，割り当てを求めていくことにより，最適なメモリ資源割り当てを求るもの

である．この方式により，最適なメモリ資源割り当てを求めるための計算量を減らす
，ことが可能となる、
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図5．3：問い合わせ処理のタイムチャート

丁蝸㍉・，
μ1＝F。（X1，μ2），

μ2＝F2（X2，μ3），

眺：夙（X｛，眺十1），

伽：Fn（Xn）。

（5．1）

ここで，

n
UXド｛m・・，…，m・mnあ・・，…，沽・一・｝・
｛＝1

5．2．1

目的関数の構成

問い合わせを処理する各サイトのプロセッサのタイムチャートは，図5．3のように

表される．問い合わせの処理時間丁鯛は，ある1サイトにおけるプロセッサの実行
時間丁肥とアイドル時聞丁5∫の和として表すことができる．

TQザ丁肥、十丁・∫、（1≦1≦几），
T3易1
T8ペ
れ1

サイト乞の実行時問，
サイトづのアイドル時間，

サイトの総数．

（5・2）
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式（5．2）において，サイトづにおけるアイドル時間丁31｛は，次の3要素に分解でき
る（式（5．3））．

（5．3）

T31｛＝1T8几｛十丁8∫則十丁3∫、｛

〜ぺ

問い合わせ処理の開始時におけるアイドル時間．これは，問い合わせ処理の

開始時においてN易に最初のストリーム要素群が格納されるまでの問に，サ
イトづのプロセッサがアイドル状態となっている時間を表す．
T3∫。｛：

問い合わせ処理の終了時におけるアイドル時問．これは，サイトづに配置さ

れているすべての関数インスタンスが終了してから，問い合わせ処理全体が終
了するまでの時間を表す．

T8伽： T8乃｛，T8∫、｛以外のアイドル時問．
式（5．3）において，T8乃｛とT3∫、｛は問い合わせの形とバッファ・サイズのみに依存

して発生するアイドル時間である．したがって，これらを表す一般的な式を導き出す

ことは容易である．しかし，T8畑は，問い合わせの中間結果が生成されるタイミン
グや各サイトのスケジューリングの方法などに依存して発生するアイドル時間である
ため，それを表す一般的な式を導き出すことは困難である．

そこで，次の方法によって，巧亙を，定式化する．

この定式化において，ボトルネック・サイトとは，そのサイトにおけるプロセッサ
の実行時間丁肥，問い合わせ処理の開始時におけるアイドル時間丁舳，および，問い
合わせの終了時におけるアイドル時間巧∫。の合計時間が最も長いサイトとする．そ
して，問い合わせの処理時間TQEは，ボトルネック・サイトの丁肥，T3乃，および，
恥∫。の合計時間とする．したがって，サイトづにおける丁晒，丁晒，および，丁舳｛
の合計を巧〃、とおくと（式（5・4）），問い合わせの処理時問巧Eは・丁鯛、（1≦乞≦n）
の最大値として表される（式（5．5））．

一

丁鯛、＝丁肥、十丁肌、十丁8∫、、（1≦づ≦n），

（5．4）

TQE亀maxTQ風
1≦｛≦n
＝畏落｛丁蝸・丁肌・T・仏｝・

（5．5）

式（5．5）における時間を表す変数丁8亙，T5乃，T3∫、を，各サイトが利用するメモリ・

サイズm3づ（1≦づ≦n），および，サイト間のバッファ・サイズ桃8づ（1≦づ≦n−1）
を変数とする関数として定義する．T8亙、は，他のサイトのメモリ割り当てには依存し
ないため，m8｛，砧8｛＿1，肋8｛を変数とする関数として定義される。また，丁舳｛は，

サイトづ十1，．．．，nの処理によってN易にストリーム要素群が格納されるまでのアイ
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ドル時間を表し，m5づ，．．．，m3n，砧3｛ゾ．．，砧8冗＿！を変数とする関数として定義され

る．T3∫、｛は，サイトづのデータベース演算が終了してからサイト1，＿，乞一1の演算
がすべて終了するまでの時間を表し，m81，．．．，m8｛＿1，肋81，．．．，桃8｛＿1を変数とす

る関数として定義される。したがって，問い合わせの処理時間を表す関数TQEは式
（5，6）のように表される．
TQE（m81，．．．，m8n，肋81ゾ。．，肋8卜1）

＝m・XT鯛、（m・・，＿，m・。，沽1ゾ．。，沽。一。）

1≦｛≦n

一…／・肥。（…，伽）
十丁5几、（m81，＿，m8n，肋81，＿，肋8n＿1），

T5夙（m8｛，肋5｛＿1，励5｛）

（5．6）

十丁肌｛（m81，＿，m8η，n681，＿，沽トユ）
十丁8∫、｛（m51，．．．，m8｛＿互，肋81，．．，肋8｛＿1），

T3E、（m5几，桃8ト1）
十丁肌、（m・・ゾ・・lm・ト・1伽1…1｛・一・）｝・

ここで，サイトゴ十1の処理が終了してからサイトゴの処理が終了するまでの時問を
叫ゴとする（1≦ゴ≦乞一1）．理ゴは，m3ゴ，砧8ゴ＿1，柵8ゴのみを変数とする関数とし
て定義される．このとき，問い合わせ処理の終了時におけるアイドル時間丁3∫、｛は，
式（5．7）のように表される．

T51∫、｛（m51，＿，m8仁1，肋81，＿，励8｛＿1）
｛一1

＝ΣTεゴ（m・ゴ，几6・ト・，れ6・ゴ）（2≦1≦・）・

（5．7）

ゴコ1

式（5．7）を式（5．6）に代入し，さらにΣ二；古叫ゴを展搦すろことにより，巧Eは，式
（5．8）のように表される．

TQE（m81，＿，m8n，肋81，＿，肋8づ＿1）
＝maXT卿、（m・1，＿，m・。，几b・・，．．．，η68れ一。）

1≦｛≦n
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＝m・X｛丁肥王（m・1，n68・）

十丁5几1（m81，＿，m8几，肋81，＿，肋8n＿1），

T，1（m31，肋81）

十maX｛r肥、（m8。，沽1，沽2）
十丁肌。（m・2，＿，m・れ，沽・，＿，n6・ト・），

乃。（m・2，沽1，沽2）
十maX｛T8風（m81，桃1−1，沽1）
十丁8凧（m到，．．．，m5n，肋8｛，＿，肋8卜1），
T、｛（m8｛，η

68｛＿1，肋8｛）

十maX｛丁肥、一1（m・卜。，η6・卜・）

十丁5∫b冗＿1（m8卜1，m5冗，肋8卜1），

T、、＿1（m8卜！，肋8n＿1）
十丁5 、（m8η，肋8ト1）｝｝＿｝
（5．8）

式（5．8）では，1メモリ・サイズ変数，および，ネットワーク間のバッファ・サイズ

変数が，乃∫bのパラメータとして複数の部分関数に含まれている．したがって，丁胆

を最小にするような解を求めるためには，すべてのメモリ・サイズ変数およびバッ
ファ・サイズ変数の侯補値の組み合わせを列挙していかなければならない．しかし，

サイト割り当てがチェイン型の場合，問い合わせ処理の開始時におけるアイドル時間
丁肌｛を変動させる大きな要因は，そのサイトのバッファ割り当て（すなわち，m8｛），

1つ下位のサイトとの間のネットワーク・バッファの大きさ（肋8H），および，1つ
下位のサイトのバッファ割り当て（m8H）である．それ以外のパラメータの変動によ
る丁肌｛の変動量は，それら3要因の変動による変動量に比べて無視できるほど小さ

い。したがって，本論文においては，巧ルは，m31，肋81＿ユ，m8Hを変数とする関
数として定義する．これより，問い合わせの処理時間TQEは，式（5，9）のように複数
の部分式の組み合わせとして表現される．式（5．9）に

おいて眺は，サイト4を根とし

たときの部分問い合わせの処理時間を示している（図5．4）．

丁鯛＝眈
眈＝F互（m81，m82，n681，μ2）

：maX｛丁肥1（m8。，沽。）十丁5几、（m81，m・2，n6・1），
几、（m・、，沽1）刊・｝
物：乃（m・2，m83，沽。，n6・2，晩）
＝㎜・・｛丁舶、（m・・，沽・，ηb・・）十丁3乃，（m・・，m・・，沽・），

几，（m・。，沽・，几6・・）十晩｝

眺＝夙（m81，m糾1，η681−1，冗681，糾1）
＝m・・｛丁肥、（m・1，沽H，n6・1）十丁8几、（m・1，m・1＋・，n6・1），
T、…（m・｛，桃1一，nb・1）十眺十玉｝
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一一一＿アイドル状鰯

処理時間TQ屋
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画

Y蘭舳

1
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処理開始

11
1

1

1

1

1

処理終了

図5．4：部分問い合わせの処理時問

μ1＋1＝夙十1（m糾1，m81＋2，沁1，沽1＋1，糾2）
二m・X｛T5E、斗、（m・1＋・，nb・1，ηb・1＋・）十丁8∫・、。1（m・1＋・，m・1＋・，れb・1＋・），

Tε、。、（m・1＋・，沽1，n6・1＋・）十糾・｝

伽＝Fn（m8冗，肋8卜1）
（5．9）

二丁肥冗（m8n，砧8卜1）．

式（5．9）を構成する丁肥，T3乃，T、の詳細を以下にしめす．

T8凪（m3｛，肋8｛＿1，砧8｛）二

易（m・1）十∫剛（れ6・1一・，W氷・）十∫れ。。1（沽1，N31），
巧乃｛（m3づ，m3づ十1，肋3づ）＝
ma・x｛∫か的十1（m3｛十1，柵3づ）十ん〃（砧8｛，肋8｛〉一舳61｛（m8づ），0｝，

叫｛（m8｛，n68づ＿1，柵8づ）＝

一

㎝∂1（m現，沽1）十∫肌。。1（沽1，沽1）十∫榊（沽1一・，N抄・伽・1−1（沁1））・

易（m8｛）：

サイトづのプロセッサが，サイズm3づのメモリ資源を用いて，このサイ

トに割り当てられている部分問い合わせを実行する時間．

∫か的十1（m8｛十1，桃8｛）：

サイト4＋！のプロセッサが，サイズm8づ十1のメモリ資源

を用いて，最初のストリーム要素群（肋3｛個分）を分生成するのに要する時閻．

3必1づ（m8｛）：

サイト｛のパイプライン以外の関数インスタンスが，サイズm8づの

メモリ資源を用いて最初のストリーム要素群を生成するのに要する時間．
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サイトづのプロセッサが，サイズm3｛のメモリ資源を用いて，

バッファN易を介して受けとった最後のストリーム要素群（桃8｛分）を消費す
るのに要する時間．

んμ（肋8，N8）：

バッファ・サイズが桃3に設定されているネットワーク・バッ

ファを介して，ストリーム要素数w3分のストリームを送信するのに要する時
間．

ム妙（桃8，w3）：

バッファ・サイズが桃3に設定されているネットワーク・バッ

ファを介して，ストリーム要素数N8分のストリームを受信するのに要する時
問．

W3proぬCe｛（肋8｛）ニ

サイトづにおいて，1つ下位のサイトとの問のネットワーク・

バッファW易から桃5｛個のストリーム要素群を消費した時に，1つ上位のサ
イトとの問のネットワーク・バッファN易＿1に生成するストリーム要素数．

N3｛：

ネットワーク・バッファN易を介して転送されるストリーム要素の総数．

これらの実行時間を見積もる関数群の内，凪，μr的十1，舳61｛，eれφは，問い合わせ

を構成する各関数インスタンスの実行時間を表す関数から構成される．関数インスタ

ンスの実行時間を表す関数は，その関数インスタンスが消費するストリーム量をパ
ラメータとし，接続されるチャネルのバッファ・サイズを変数とする．消費するスト
リーム量などは，統計情報などから求めることができる．また，その関数インスタン

スに設定されているバッファのバッファ・サイズは，そのサイトで利用するメモリ・

サイズm8から一意に定まるように，すでに割り当てが済んでいる．

5．3

アルゴリズム

本節では，式（5．9）で表される丁鯛を最小にするm81，．。。，m8几，砧3！，＿，桃8卜1

の値を効率良く求めるためのアルゴリズムについて述べる．
式（5．9）において，m3｛十1。肋8づは，夙斗1および夙のパラメータとして設定されて

いる．したがって，眺十1の計算時にm8｛十1，桃3づの値を決定することができない。

本アルゴリズムは，m8｛，肋8Hのある侯補値について，眺の値を最小とする
m8づ十1，桃8｛の値を決定する．この決定を，m8｛，舳8づ＿1のすべての侯補値について行

う。これらを，ひト1ゾ．．ラ眈に対して順に適用することにより，丁卿を最小とする
m31，．．．，m8れ，肋8五，．．．，柵8卜1の値を求める．
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図5．5：割り当て侯補テーブルの生成

本アルゴリズムでは，問い合わせの処理時間を表す各式毎に，メモリ割り当ての
侯補値を表すテーブル（以下，

割り当て侯補テーブル

とよぶ）を，伽に対応する

亡α6Zenから順に式ひ1に対応する亡α6Zε1まで生成する（図5．5）．この割り当て侯補

テーブル亡α6Zε｛は，m3｛および励3Hの侯補値，そのときの晩の最小値，および，

最小値を与えるm糾1，肋8づの値の組から構成される．
ここで，m5｛の各侯補値に対する最適な6軸ゾ、。，6到m壱の値を表すバッファ・サイ

ズ・テーブル（図5．2）は，文献［26，35］に示した方式により，各サイト毎に求められ

ているものとする．以下に，メモリ資源割り当ての問題を解くアルゴリズムを示す．

Step−11

m3πおよび肋8卜1のすべての侯補値について伽を計算し，割り当て侯

補テーブル（亡α6Zen）を生成する（図5．5）．

S竜ep−2：

問い合わせ全体の処理時間を表す式蜘についての割り当て侯補テーブル

古α61ε1が求められるまで，づ＝n−1ゾ．．，1の順にS叱ep−3を繰り返す．

Step−31

m8｛，桃8Hのある侯補値に対して，晩の値を最小とするm8づ十1，桃8｛の値

を決定し，m3づ十1，砧8づ，腕を亡α61e｛に書き込む（図5．5）．これを，m5づ，柵3づ＿1

のすべての侯補値に対して行う．
S危ep−41

最終的に求められた亡α脆！において，眈の値が最小となるm81，m32，肋81

の値を獲得し（これがm81，m82，n681の最適値である），このときのm32，桃81
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の値と亡α6Ze2からm33，肋82の値を獲得する（これがm83，舳82の最適値であ
る）．同様に，地6Zε3ゾ．．，亡α61enにより，m84ゾ．．，m3n，肋83ゾ．．，舳8卜1の

値を獲得する（これらがm84，．．．，m8冗，肋83ゾ．．，肋8卜1の最適値である）．ま

た，あらかじめ作成されているバッファ・サイズ・テーブル（図5．2）におい
て，最適なm81の値に対応する各バッファ・サイズ6軸ゾ．．，681m｛の値を，最
適なバッファ・サイズとして獲得する．

5．3．1

計算の複雑さ

本アルゴリズムのStep−3において，割り当て侯補テーブル亡α6Ze｛を生成するため

に，2つの変数m8づ，肋8Hのすべての候補値の組み合わせについて，割り当て候
補テーブル亡α61e｛十1の各値とのつき合わせを行う．よって，割り当て侯補テーブル
亡α61e｛のテーブルを生成するための計算量は，式（5．10）で表される．
〃3｛（〃3｛十1）

2

〃3｛十1（〃3｛十1＋1）

×

（510）

2

したがって，すべてのサイトが利用するメモリ・サイズを求めるための計算量は，
各サイトに対応する式の計算量の総量となる（式（5．11））．

n−1
Σ帆（蝸十1）苧十1（狐王十1）・

3・（苧十1）

（・…）

｛＝1

ここで，各サイトにおける利用可能なメモリ・サイズの最大値がすべて等しい大き
さ（M8）であるとすると，計算量は式式（5．12）のように表される．

几一1

〃32＋〃3

。（〃34・〃33・〃32）・

。

（…）

また，m8および桃8の侯補値の間隔（以後，ステップ・サイズと呼ぶ）を8TPと
すると，計算量は式（5．13）のように表される。

宇／（制4・（蒜）3・（品）2／

・1峠）2・品／
したがって，メモリ資源割り当てを求めるための計算量のオーダは，

・（・・鳥）
となる．

（5ユ3）
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図516：メモリ資源割り当て実験に用いた問い合わせの構造

5．4

メモリ割り当て実験

5．4．1

間い合わせ

本実験では，4つのフイルタ演算からなる4種類の問い合わせ（卿e伽〜Wぴリ4，
図5．6（a）），および，3つのマージ（ストリーム・マージ）演算からなる3種類の問
い合わせ（岬er脆〜岬erひ8，図5．6（b））について，本論文において提案したメモリ

資源割り当て計算を行い，その割り当てを適用した場合の問い合わせの処理時間の予
測値と利用メモリ・サイズについて評価を行った．これらの問い合わせは，図5．6に
示すような構造を持つ．

実験において用いたフィルタ演算，および，マージ演算は，任意のデータベース演
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算を疑似的に表す演算とした．フイルタ演算は，入カストリームを1つ持つ演算であ

り，マージ演算は，入カストリームを2つ持つ演算である．これら2種類の演算は，
入カストリームの各ストリーム要素に対して処理を行い，その演算の返り値となるス
トリーム要素群を生成する．これら2種類の演算の処理時問を表す式において，次の
3パラメータを設定した．

⑧

1入カストリーム要素あたりの処理時間

竃出カストリーム要素のデータ長
⑧入カストリーム要素の総数に対する出カストリーム要素の総数の割合（選択率）

ここで，1入カストリーム要素あたりの処理時間が短い演算は，関係データベース
演算の選択演算のように，簡単な処理を行う演算に対応する．逆に，1入カストリー
ム要素あたりの処理時問が長い演算は，オブジェクト指向型データベースにおいて識

別子参照が幾度も行われる演算のように，複雑な処理を行う演算に対応する．実験で

は，各演算の3パラメータをそれぞれ変化させた問い合わせを対象として行った．
中問ストリーム要素数およびストリーム要素サイズを表5．1のように設定した．ま
た，ハードウェア・パラメータを表5．2のように設定した．

これらの値は，実際のネットワーク型並列処理環境上に実現したストリーム指向型
並列処理システムにおいて実測することにより求めたものである．このネットワーク

型並列処理環境は，5台のSparcStationl

ELCをEthemetによって結合したハー

ドウェアによって実現されている［41］．

岬er眈，岬er脆，および，岬erひ8は，申間ストリーム要素数，および，ストリー
ム要素サイズがすべて同じとなる場合である．

卯erひ2は，各フィルタ演算が入カストリーム要素数の1／2のストリーム要素を生
成する場合である．また，ストリーム要素サイズは一定である．

Wer蝸は，各フイルタ演算が入カストリーム要素サイズの1／2倍のサイズのスト
リーム要素を，また，岬θヅμ4は2倍のサイズのストリーム要素を生成する場合である．

Weヅμ6は，各マージ演算が各入カストリーム要素数の合計と等しい数のストリーム
要素を生成する場合である．

Weヅμ7は，各マージ演算が各入カストリーム要素数の合計の1／4倍の数のストリー
ム要素を生成する場合である．

卯ぴひ8は，他の岬erμと異なり，問い合わせを構成するマージ演算毎に、1スト
リーム要素あたりの内部処理に要する時間が異なる問い合わせである．

5．4．2

実験結果、および、考察

実験結果を表5．3，および，表5．4に示す．この実験は，各バッファヘのメモリ資源

割り当て侯補値をすべて選択可能となるように，利用可能メモリ・サイズ（M8）を
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表5．1：メモリ資源割り当て実験に用いた問い合わせの中間ストリーム要素数およびサイズ

（a）μ伽〜岬ヅひ4
qαe「蜘

quεヅひ2

卿eγ一μ3

岬θヅ眺

W31

8192

512

8192

8192

E31

64

64

16

256

W32

8192

1024

8192

8192

E32

64

64

32

128

W33

8ユ92

2048

8192

8192

E83

64

64

64

64

N84

8192

4096

8192

8192

E84

64

64

五28

32

N35

8192

8！92

8192

8192

E35

64

64

256

16

（b）querひ5〜queγ・ひ7
岬eブμ5

queザひ6

卯εヅひ7

qαe「ひ8

W8！

8192

8192

1024

E31

64

64

64

N32

8192

4096

2048

E32

64

64

64

W33

8！92

4096

2048

E33

64

64

W84

8192

2048

4096

E34

64

64

64

W35

2048

4096

E55

8！92
64

64

64

N86

8192

1024

8192

亙56

64

64

64

N37

8192

1024

8192

E87

64

64

64

W3［Stream

・・、64

e1ement1：流れるストリーム要素の総数

E3［by七e／stream

e1ement］：1ストリーム要素の大きさ
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表5．2：メモリ資源割り当て計算に用いたハードウェア・パラメータ

フイルタ碩

の

100

［μsec／stream−e1ement1

100

［μs㏄／stream−e1ementl

90

［μsec／stream−eヱementl

！00

［μsec／stream−e1ement1

110

［μsec／stream−eヱement1

12

［μs㏄／strea㎜一e1ement1

24

［μsec／stream−e1ement1

16

［μsec／stream−e1ement1

内部処理に要する時問

卯eザリ5〜Werμ7
におけるマージ演算の

内部処理に要する時間

岬岬8における
マージ演算（merge1）の

内部処理に要する時問
卯eヅひ8における

マージ演算（merge2）の

内部処理に要する時間

Werμ8における
マージ演算（meヅge3）の

内部処理に要する時間
傾 の

内部処理に要する時間
碩 の
内部処理に要する時間
ス リーム 糸の

受け渡しに要する時間
コンァキス 切 臼
えに

154

［μ…1

要する時間

設定して行った．この時の利用可能メモリ・サイズは，与えられた問い合わせの各ス
トリームにおいて，全ストリーム要素を一度に格納できるバッファを確保できるメモ
リ・サイズの合計値である．各問い合わせについて，「均等方式（equa11y

partitioned

a11ocation）」は，最適化を行わず，各バッファ毎に，そこを流れる全ストリーム要素の4
分の1が格納できる大きさに割り当てた場合である．「提案方式（optina1a11ocation）」

は，本論文において提案したメモリ資源割り当て方式を適用した場合である．

5．4．2．1

問い合わせの処理時間

図5．7は，卯eヅ眈について，各サイトの利用可能メモリ・サイズの合計値による問
い合わせの処理時間の変化を示している．
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表5，3：メモリ資源割り当て計算のWθ伽から岬e榊までの実験結果
榊εヅμ2

岬ε「μ1

均等方式

M Sl
M S2

[byte]

mS1
ms2

[byte]

[byte]

[byte]

bsl [stream element]
bs9̲

[stream element]

bs3 [stream element]

bs4 [stream element]

nbsl [stream element]
[sec]

提案方式

1572864
1572864

393216
393216
2048
2048
2048
2048
2048

57344
122880

3.22

2 . 72

320
320
832
832
256

榊θ「晩

均等方式

M S1
M S2

[byte]

msl
ms2

[byte]

[byte]

[byte]

bsl [stream element]

bs2 [stream element]
bs3 [stream element]

bs4 [stream element]

nbsl [stream element]
[sec]

提案方式

3686400
3686400
28672
921600
309248
921600
256
19200
256
9600
1024
2400
632
1200
256
4800
4.89

3.14

均等方式

提案方式

933888
933888
14336
233472
794624
233472
32
1216
64
1216
1216
4096
81 92
1216
128
1216
2.18

1.92

岬eヅ拠
均等方式 提案方式

3686400
3686400
196608
921600
14336
921600
1200
2400
9600
19200

456
560
128
128

4800

128

4.89

3 . 04

〃3：利用可能メモリ・サイズ

m8：利用メモリ・サイズ
68：バッファ・サイズ
桃8 ネットワークを介したバッファ・サイズ

図5．7のグラフより，利用可能メモリ・サイズのすべての設定において，問い合わ

せの処理時間は，均等方式の場合に比べて提案方式の場合の方が短い．提案方式を適
用した場合，利用可能メモリ・サイズが大きくなるにしたがって間い合わせの処理時
間が短くなってきているが，利用可能メモリ・サイズがある大きさ（230Kbyte）以上
では，処理時間が一定となっている．この結果から，提案方式を適用することにより，

メモリ供給による問い合わせの処理時間の短縮を最大限に行うことができることが判

る．また，処理時間が一定となりはじめるメモリ資源量（230Kbyte）以下のとき，す
なわち，メモリ資源が不足している状況においても，提案方式を適用することにより，
問い合わせの処理時間を短縮することができる．

各問い合わせにおいて，提案方式を適用した場合におけるメモリ利用量は，均等方

5
5.4: )(

')

i

: U

:C"'‑'‑'"+

A4:[SI [byte]

MS2 [byte]
MS3 [byte]
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図5．8：利用可能メモリ・サイズと利用メモリ・サイズ（岬θγひ1）

式の場合に比べて小さい．また，提案方式を適用した場合における問い合わせの処理
時間は，均等方式を適用した場合に比べて短い．これは，メモリ資源が過分に提供さ
れている場合に，均等方式では過分なメモリ資源を排除することができないのに対し，

提案方式では，過分なメモリ資源を最適化の計算に去って排除できることによる．均
等方式では，バッファ・サイズが最適値よりも大きいため

，ストリーム型並列性が引

き出されず，処理効率が悪化していることを表している．

卿e閉について，本方式を適用した場合の利用可能メモリ・サイズと利用メモリ・

サイズの関係を，図5．8のグラフに示す．このグラフと図5．7のグラフから，本方式
を適用することにより，過剰なメモリ供給により問い合わせの処理時聞が長くなって
しまう現象が引き起こされないことが判る．

提案方式では，サイト内最適化，および，本論文で提案しているサイト間の関係に
依存する最適化の両最適化において，各々独立に，過分なメモリ資源の排除を行うこ
とができる．提案方式では，3．1節で述べたように，サイト内最適化は，同じサイト

に割り当てられている関数群から構成される部分問い合わせを対象とする．サイト内

最適化により，サイトの内部に配置される各バッファヘの最適なメモリ資源割り当て
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図5．9：問い合わせの処理時聞と割り当て計算時聞の関係（卯ε伽）

が決定される．サイト内最適化の計算には，文献［26，35コにおいて示されている方法

を用いている．この方法は，単独の計算機（シングルプロセッサの計算機，および，

共有メモリ型マルチプロセッサの計算機）の環境を対象としている．提案方式では，
このサイト内最適化によるサイト内の処理を考慮した過分なメモリ資源の排除に加え

て，サイト間の処理の依存関係により発生する過分なメモリ資源を排除することが可
能となる、これは，提案方式において，問い合わせを構成する各部分問い合わせにお
いて使用する最適なメモリ資源量を，サイト問の処理の依存関係を考慮して求めるこ
とにより実現される．

5．4．2．2

割り当て計算時間

5．3．1節の式（5．13）より，メモリ資源割り当てを求めるための計算量は，メモリ・サ

イズのステップ・サイズと利用可能メモリ・サイズに大きく影響されている．

ステップ・サイズが小さすぎる場合，割り当て討算時間が非常に長くなる．した
がって，ステップ・サイズを問い合わせの処理時間に影響tない範囲で大きく取るこ
とにより，割り当て計算時間を減少させることが必要である．図5．9は，卯e伽につ

いて，ステップ・サイズによる問い合わせの処理時間および割り当て計算時聞の変化
を示している．このグラフより，ステップ・サイズが大きくなると，きめ細かいメモ
リ資源割り当ての最適化を行えなくなるので，問い合わせの処理時間が長くなってい
る．しかし，処理時間の変化に対し，割り当て計算時間は急激に短くなっている．し
たがって，ステップ・サイズの設定においては，その値を比較的大きく設定すること
により，問い合わせの処理時間に対して，ほとんど無視できる時間でメモリ資源割り
当てを求めることが可能となることがわかる．

このようなステップ・サイズの値は，ストリーム要素の流量と各演算の1ストリー
ム当たりの処理時間から求めることができると考えられる．その設定方法については，
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今後，さらに検討を行っていく予定である．

5．5

まとめ

本章では，分散メモリ資源の最適割り当て方式を提案した．この方式を問い合わせ

処理に適用することにより，分散問い合わせ処理において各サイト間の並列性を最大
限に抽出することができ，かつ，問い合わせの実行時間を最短化することができる．
また，本章では，メモリ資源割り当てのための計算時間を短縮する方法を示した．さ

らに，提案方式を実際に計算機上に実現し，それを用いたメモリ資源割り当ての実験
により，問い合わせの処理効率を向上できることを示した．

この提案方式は，ストリーム指向型並列処理方式を対象とした問い合わせ処理の最
適化手法の一手法である．ストリーム指向型並列処理方式では，関数インスタンス間
を結ぶチャネルにおいて用いるバッファ，および，関数内部において用いるI／oバッ

ファなど，問い合わせにおいて用いるバッファに対するメモリ資源の割り当てが問い

合わせ処理の効率に大きな影響を与える．したがって，メモリ資源を各バッファに適
切に割り当てることにより，問い合わせ処理をより高速に処理することが可能となる．

本章においては，共有メモリ資源をもたないネットワーク型並列処理環境を対象と

した分散メモリ資源の最適割り当て方式を提案した．本章において提案した方式が対

象とする問い合わせ構造は，チェイン型の構造である．また，提案方式では，第4章
において示したサイト割り当て方式により，問い合わせを構成する各関数インスタン
スのサイト割り当てが行われた問い合わせを対象としている．

第4章において示した最適サイト割り当て方式により求まるサイト割り当ては，木
構造となるサイト割り当てとなっている．本章において提案した分散メモリ資源割り
当て方式においては，対象とする問い合わせの構造をチェイン型に限定した．サイト
割り当てが木構造となる場合においても，ボトルネソク．・サイトの実行時間などを用
いて問い合わせ処理時間を見積もることは可能である．し一たがって，提案した方式を

拡張することにより，木構造となる問い合わせに対しても，最適な分散メモリ資源割
り当て方式を求めることは可能であると考えている．その拡張方式については，今後
の課題とする．
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本章では，ストリーム指向型並列処理を用いて，複数のコンティニュアス・メディ

ア・データから，新しいマルチメデイア・データを生成する機能の実現方式を提案
する．

現在，多様なメデイアによって表現された様々な情報がネットワーク上に広く存在
しており，それらを分散的にデータベース化し，効率的に検索，加工，および，合成す

るシステムの実現が重要な課題となっている．特に，動画，音声などのコンティニュ

アス・メデイア・データを効率的に加工，編集，合成し，表示・演奏するシステムの
実現が重要である［24，25，33，38コ．我々は，複数のコンティニュアス・メディア・

データから新しいマルチメデイア・データを生成する機能の実現を目指して，マルチ
メディア・データベース・システムの構築を行っている［23］．マルチメディア・デー

タベース・システムに求められる主な機能は，（1）分散的に格納されている各メディ

アデータからマルチメディアーデータを生成する機能，および，（2）生成されたマル

チメディア・データを表示・演奏する機能である．本章では，（1）の機能をストリー
ム指向型並列処理方式を用いて実現する方式を提案する．

本システムが対象とするコンテイニュアス・メデイア・データは，そのデータ自身
が表示・演奏される時間に関する概念を有している．従って，マルチメディア・デー
タを表示・演奏する機能を実現するためには，マルチメディア・データの表示・演奏の

実行時に，素材であるコンテイニュアス・メディア・データ自身の表示・演奏の時間
概念，および，各メデイア・データ間において関連付けられた時間的，および，空間的
制約を考慮して，各メディア・データの表示・演奏を実時間制御しなければならない．

マルチメデイア・データの表示・演奏の実行と同時にマルチメディア・データの生成
処理を行う場合，生成処理も同様に実時間制御しなければならない．本システムは，

生成されるマルチメデイア・データの素材となる各メディア・データとして，本シス
テム内部のデータベースにおいて管理されるメディア・データ，および，本システム
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図6．1：マルチメデイア・データ生成システム

の外部に存在する既存のデータベースから収集したメデイア・データを対象とする．
素材となる各メデイア・データが，各々別のデータベースに分散的に格納されている
場合，それらを対象としたマルチメディア・データの生成処理を実時間制御すること
は困難である．本システムにおいては，マルチメディア・データの表示・演奏機能，

および，マルチメデイア・データの生成機能の実現を各々別のサブシステムにおいて
行う．すなわち，マルチメディア・データ表示・演奏システムは，メディア・データ
自身が有している時間概念の制約，および，各メディア間で関連付けられた時間的，

および，空間的制約を表示・演奏の実行時に解決するシステムであり，マルチメデイ

ア・データ生成システムは，表示・演奏システムが時聞的，および，空聞的制約条件
を解決するのに適したマルチメディア・データを効率よく生成するシステムである．

複数のコンテイニュアス・メデイア・データから新しいマルチメディア・データを
生成する処理にストリーム指向型並列処理を適用する丈ゆに，コンテイニュアス・メ
ディア・データの流れ，すなわち，コンテイニュアス・メナィア・データ自身，およ

び，生成処理途中の中間結果をストリームとして扱う．システムの設計者は，システ

ムで取り扱う各種のコンティニュアス・メデイア・データの操作を関数群によって定
義する．利用者は，それらの関数を組み合わせることにより，マルチメディア・デー
タ生成のための問い合わせを記述する．システムは，問い合わせをストリーム指向型
並列処理方式によって，並列に処理する．

ストリーム指向型並列処理によるマルチメディア・データ生成を行うシステムの特
徴を次に列挙する．

（1）データベースから，任意のフォーマットのコンテイニュアス・メディア・デー

タを収集することができる．すなわち，データベースヘの問い合わせ処理を柔
軟に記述でき，かつ，任意のフォーマットから復号化できる．
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図6．2：コンティニュアス・メデイア・データのストリーム性

（2）多様なコンテイニュアス・メディア・データを対象することができる、今後，

新しいコンテイニュアス・メディアの出現，および，新しいフォーマットの設
定が想定される．また，新しいコンティニュアス・メディアでは，そのメディ

アに特有の加工操作の存在が想定される．本システムでは，設計者が定義した
コンテイニュアス・メデイア・データに対する操作を関数として取り込むこと

により，新しいコンティニュアス・メデイアや，フォーマットに柔軟に対応す
ることが可能となる．
（3）利用者は，システムによって生成されるデータのフォーマットを自由に選択す

ることができる．これは，利用者が用いるフォーマットヘの変換操作を関数と
して柔軟にシステムに取り込むことができることによる．
（4）システムの実現に際して，ハードウェア環境を特定しない．すなわち，利用者

が求める性能に応じて，自由にハードウェアを選択できるように，個々のハー
ドウェアに依存しない，上位レベルに基本操作群一てプリミティブ・セット）を

設定している．これにより，ハードウエア技術の逢歩に柔軟に対応することが
可能となる．
（5）マルチメディア・データの生成処理を高速に行うことができる．

6，1

コンティニュアス1メディア1データのストリーム性

コンテイニュアス・メデイア・データは，時間系列に従って連続的に表現されてい
るデータ群の並びである．すなわち，コンティニュアス・メディア・データは，同じ型

のデータの列と捉えることができる．例えば，動画像データは，時間的に連続した静
止画像の列であり，また，音声データは，時間的に連続した音素の列である（図6．2）。

これらのコンテイニュアス・メディア・データは，本質的にストリーム性を有してお
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り，ストリーム指向型並列処理方式を適用する対象として適している．

6．2

ストリーム指向型マルチメデイア1データ生成システム

マルチメディア・データ生成処理にストリーム指向型並列処理を適用し，ストリー
ム指向型マルチメデイア・データ生成システムを実現する方式について述べる、マル

チメディア・データ生成処理とは，コンティニュアス・メデイア・データの内容に対
する加工処理，および，複数のコンテイニュアス・メデイア・データ間の関連情報を
付加する統合処理を行うことにより，利用者の要求に応じたマルチメディア・データ
を生成する処理のことである．統合には，それぞれのコンティニュアス・メディア・

データが表示・演奏されるタイム・スケジュールを定める時間的統合，それぞれのコ

ンテイニュアス・メデイア・データが表示・演奏されるレイアウトを定める空間的統
合がある．したがって，本システムの設計者は，データベース演算を定義する場合と

同様に，コンティニュアス・メディア・データを対象とした基本操作を関数として定
義する、そして，利用者は，それらの関数を組み合わせることによりマルチメディア・
データ生成のための問い合わせを構成する．

本章において提案するストリーム指向型マルチメデイア・データ生成システムは，
タイム・スケジュール，メディアの加工情報，および，出カデータ・フォーマット情報

を含んだ問い合わせを受けとり，その問い合わせを解釈し，最適化を行い，ストリー
ム指向型並列処理方式によって並列に処理するシステムとして位置付けられる．また，

本システムは，生成したマルチメディア・データの表示・演奏機能を有しない．すな
わち，本システムは，マルチメデイア・データの表示・演奏機能を有するシステムの
ためのデータを生成するシステムとして位置付けられる．

6．2−1

関数

ストリーム指向型マルチメデイア・データ生成処理においては，その対象となるコ

ンテイニュアス・メデイア・データの種類，および，そのフォーマットごとに，操作
群が必要となる．問い合わせは，コンティニュアス・メディア・データをストリーム
として入力し，加工されたストリームを出力する基本操作を組み合わせることにより
構成することができる．基本操作群は，次に挙げる4種類に分類される（図6．3）．

収集（CO11eC愈iO犯）

与えられた所在情報をもとに，システムの外部からシステム内

ヘコンテイニュアス・メデイア・データを転送し，復号化（decode）を行い，ス
トリーム化する操作．システムの外部からコンテイニュアス・メディア・データ

を取り込むためのインタフェース機能を有する．この操作群は，所在情報を入
力として，コンティニュアス・メディア・データをストリームとして出力する．
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図6．3：基本操作群の分類

加工（e箭㏄吃）収集したコンテイニュアス・メディア・データおよび他の操作によっ
て得られた中間結果に対する操作、例えば，コンテイニュアス・メディア・デー

タから一部分を取り出すクリッピング操作などを指す．この操作は，ストリー
ムとして表現されたコンティニュアス・メディア・データを入力とし，ストリー
ムを出力する操作である．

メディァ内統合（ho㎜oge鵬o蝸㎜edia

integra士ion）同一種類のメディア・デー

タに対して，時間的および空聞的統合情報を付加する操作．この操作は，複数
のストリームを入力とし，統合情報が付加された単一ストリームを出力する操
作である．

メディア間統合（he叱erogeneo鵬㎜edi＆in竜egra在ion）．異なる種類のメデイアに
対して，利用者の用いる情報フォーマット，および，タイム・スケジュールに従

い，時間的，および，空間的統合を行う操作．システムの外部ヘマルチメディ

ア・データを渡すためのインタフェース機能を有する．この操作は，複数のコ

ンテイニュアス・メディア・データをストリームとして入力し，利用者の求め
る形態のデータを出力する操作である．

設計者は，これらの基本操作群を，各コンティニュアス・メディア，各データ・
フォーマットごとにストリームを引数とする関数として定義する．定義された関数は，

SMASHプリミティブを含むオブジェクト・コードに変換され，システムに組み込ま
れる．
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メデイア間
統合関数

．㍗警￠匁．．
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加工関数宇学学学
蟹

竃

図6．4：メデイア・データ生成の問い合わせ例

6．2，2

間い合わせ

ストリーム指向型マルチメデイア・データ生成処理において，問い合わせとは，使
用するコンテイニュアス・メデイア・データの位置情報，各メデイアに対しての加工
情報，メデイア間の空間的・時間的統合の関係情報，出力するマルチメディア・デー
タのフォーマットなどの記述に対応する．本システムにおいて，問い合わせは，定義
された基本関数群を組み合わせることによって記述される．本システムは，基本関数

の組み合わせによって構成される式に対して，最適化を行い，SMASHプリミテイブ
を含むオブジェクト・コードを生成する．その問い合わせを表すオブジェクト・コー
ドが並列処理実行系において処理され，マルチメディア；データが生成される．

6．3

プロトタイプ1システムにおける関数の実現

SMASHシステム上に，ストリーム指向型マルチメデイア・データ生成システムの
実装を行った．実装システムにおいて，対象となるコンティニュアス・メディア・デー

タとして，情報が物理的な量として符号化されている8bit

GraySca1eの動画像，お

よび，PCM（音声）を用いた．それらのコンティニュアス・メディアにを対象とし
て，前節で述べた基本操作ごとに関数を定義した（表6．1）．

収集

、

ファイルシステムからこれらのデータを読み込み，ストリーム化する関数を定

義した．ストリーム化されたデータ構造，すなわち，ストリーム要素の型は，
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表6．1：定義した加工・メデイア内統合関数群

（1）．加工関数

Div

ストリーム要素の乗算・除算

ClipTi鵬

ストリーム要素の抜き出し

ChpSpace

ストリーム要素内部の抜き出し

Conv〇二Lution

画像を対象とした行列演算

Affine

画像を対象とした線形変換
（2）．メデイア内統合関数

Merge

2

Mult ipl e

2

AddBlank
C onc at enat e

HE7

( BL

; :)

)

))

h l) ‑J

) u7

C );

h *) ‑

) : .‑

h *) ‑

: .

'I

) i

l

;

);

h *) ‑

;

ft;

動画像においては静止画像1フレーム，また，PCM（音声）においては単位時
間内の音素の列である．

加工

構造化されていないコンティニュアス・メデイアデータを対象とした基本加工
操作を加工関数として定義した．表6．1（1）に加工関数群を示す。これらの関数

を組み合わせることにより，様々な加工操作を行うことが可能である．動画像
に対しての加工関数の組み合わせ例として，以下のものが挙げられる．
1洲（0㎝り・1肋・n（A〃伽・（・・α…一dα亡α）））

これは，動画像データに対して，画像の拡大を行い，平滑化を行い，輝度情報
の変更を行う加工を示している．

メディア内統合

構造化されていないコンティニュアス・メディア・データを対象と

したシングル・メディア内の空間的，および，時問的統合のための基本操作を
関数として定義した．表6．1（2）に基本メディア内統合関数を示す．これらの関

数を組み合わせることにより，様々なタイムスケジュール，および，空間情報
をもつ問い合わせに対して柔軟に対応可能である．

メディア間統合

現在開発を行っている表示・演奏システム［23］において用いられ

るデータ・フォーマットに統合する関数を定義した．このデータ・フォーマッ

トは，表示・演奏のタイム・スケジュールに従い，インタリーブ問隔（同期間
隔）ごとに各メディアのデータを並べて表現するインタリーブ・フォーマット
である．
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表6．2：実験に用いたコンテイニュアス・メデイア・データ

6．4

audio source type

8khz pcm

audio source size

196608bytes

video source type

8bit GrayScale movie

video source size

2304000bytes

マルチメデイア1データ生成実験

同じ性能の4台のIBM

Pc／ATをEthemetにより結合した並列分散環境上に実

現したストリーム指向型マルチメディア・データ生成システムを用いて，問い合わせ
の並列処理実験を行った．この実現の第一の目的は，ストリーム指向型並列処理方式
によるコンテイニュアス・メディア・データの加工・統合システムの実現可能性を実

証することである．さらに，そのシステムによる問い合わせ処理における並列分散処
理の効果について検討を行うための実験環境を形成することである．本実験により，
本方式，および，本システムによるコンティニュアス・メディア・データを対象とし

た並列・分散処理の実現可能性を実証することができた。実験に用いたIBM

のCPUは，Inte1

PC／AT

Pentium（90Mhz）であり，各々，16MBytesの主記憶，およ

び，1GBytesの2次記憶（EIDE）を有している。

6．4．1

問い合わせ

実験は，同じデータ量の音声データを2種，同じデータ量の動画像データを2種，

合計4種のデータを統合する問い合わせを設定した．実験に用いたコンテイニュア
ス・メデイア・データの概要を表6．2に示す．問い合わせは，各メディア・データに

対する4部分問い合わせとそれら部分問い合わせが生成するメディア・データを統合
するメディア間統合関数から構成される．統合を行う際のインタリーブ間隔は1秒に

設定した．各関数聞のストリームに対するグラニュラリテイは，インタリーブ間隔分
のコンテイニュアス・メデイア・データの大きさと同じに設定した．

本実験では，問い合わせを構成する各関数のサイト割り当て方法は，マルチメディ
ア・データ群を格納するメディア・データ・サーバ・システムの実現形態を想定して，

図615に示す5方法を定めた、

方法O

単一サーバ方式

問い合わせを構成するすべての関数群を1サイトに割

り当てて実行する方法、すなわち，この方法では，問い合わせは逐次処理され

る．この方法は，マルチメディア・データ・サーバがユサイトだけ存在する状
況に対応している．
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図6．5：メデイア・データ生成実験におけるサイト資源割り当て方法
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2サイトを用いて，2

音声データを対象とする2部分問い合わせ，および，2動画像を対象とする2
部分問い合わせを各々異なるサイトで実行する方法．方法1では，統合関数は
動画像データに対する部分問い合わせが実行されるサイト上で実行される．こ

の方法は，メデイアの種類毎にサーバが存在し，メデイアに対する加工関数群
がそのサーバ上で実行される状況に対応している．

方法2

メディア毎に1サイトを割り当てる分散サーバ方式

2サイトを用いて，2

音声データを対象とする2部分問い合わせ，および，2動画像を対象とする2
部分問い合わせを各々異なるサイトで実行する方法．この方法は，方法1と同
様に，メデイアの種類毎にサーバが存在する状況に対応している．統合関数が

音声データに対する部分問い合わせと同じサイトに配置される点が方法1と異
なる．

方法3

データ。サーバと統合処理を分散する方式

2サイトを用いて，1サイト

上でメディア・データを対象とする部分問い合わせを実行し，他のサイト上で

メデイア間統合関数を実行する方法．この方式は，方法0と同様に，マルチメ

デイア・データ・サーバが1台だけ存在する状況に対応する．しかし，メディ
ア間統合関数を別のサイト上で行う点が方法0と異なる．

方法4

メディア毎に2サイトを割り当てる分散サーバ方式

4サイトを用いて，各

メディア・データを対象とする4部分問い合わせを各々異なるサイトを割り当
て，メデイア問統合関数を動画像を対象とする部分問い合わせと同じサイトに
割り当てる方法．この方法は，各メディア・データ・サーバが複数のサイトに

分散的に実現されている状況に対応している．ここでは，音声，および，動画

像のメディア・データ・サーバが各々2サイトによって実現されている環境を
想定している．

各部分問い合わせの実行時間を変化させる方法と

して，各コンティニュアス・メ

デイア・データに適用する加工関数の1ストリーム要素あたりの計算量（以下，計算
深度とよぶ）を変化させる方法を用いた．各引数を生成する関数群は実行時間がほぼ
同じ関数を用いて構成した．具体的には，コンティニュアス・メディア・データの加

工には，同種のコンテイニュアス・メデイアーデータに対して同じ関数を適用し，2
種のメディア・データに適用する関数は，実行時間がほぼ同じものを適用した．

各部分問い合わせは，1つの収集関数と1つの加工関数から構成される．計算深度
Aの部分問い合わせにおける加工関数は，まったく加工を行わない関数である．計算
深度Bの部分問い合わせにおける加工関数は，各ストリーム要素に簡単な加工操作を

行う関数である．計算深度Cの部分問い合わせにおける加工関数は，1ストリーム要
素あたりの計算量が計算深度Bの部分問い合わせで用いた加工関数に対して約2倍と
なる関数である．それぞれの部分問い合わせにおいて用いた加工関数は，その操作の
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表6．3：メデイア問統合関数，および，部分問い合わせの実行時問

計算深度

音声を対象とする
部分問い合わせ

深度A
深度B

動画を対象とする
部分問い合わせ

実行時間［。。。］

0．21

8．78

深度C

14．43

深度A

1．41

深度B

深度C
メディア間統合関数

9．79
！8．20

2．97

3
2．5

2
■
恒1．5
幽
蟻

1
0．5

0

方法1

方法2

方法3

方法4

図6．6：各割り当て方法を適用した並列処理の速度向上比

前後でデータ量を変化させない．メデイア間統合関数，および，部分問い合わせの実
行時問を表6．3に示す．

6I4，2

実験結果、および，考察

各計算深度の部分問い合わせ群を用いた問い合わせに，各サイト割り当て方法を適
用した場合の処理時問を表6．4に示す．割り当て方法0を適用した逐次処理に対して，

割り当て方法1，2，3，および4を適用した並列処理の速度向上比のグラフを図6．6
に示す．

割り当て方法3を除くすべての割り当て方法において，計算深度を深くするにつれ

て，速度向上比は，大きくなっている．割り当て方法3においては，2台のサイトの
負荷が均等でないため，計算深度を深くしても，速度向上比は1をわずかに超える程
度にしかならない、一方，2台のサイトの負荷がほぼ均等である割り当て方法1，2を
適用して並列に処理した場合，逐次処理に対して最大1．75倍速く処理が行われたこ

とがわかる（方法！，計算深度C）．最も計算深度が深い計算深度Cの問い合わせに
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表6．4：メディア・データ生成問い合わせの処理時問

計算深度

深度A

深度B

深度C

割り当て方法

方法0

処理時間［SeC1
10．98

方法1

10．30

方法2

17．83

方法3

14．69

方法4

13．34

方法O

44．67

方法1

27．25

方法2

28−52

方法3

41．59

方法4

19．34

方法0

78．70

方法1

45．06

方法2

45．91

方法3

75．71

方法4

28．46

おいては，割り当て方法王。2を適用して並列に処理することにより，逐次処理の1．7

倍以上速く処理できる．また，割り当て方法4において最も計算深度が深い計算深度
Cの問い合わせを処理した場合，逐次処理に対して2．7倍速く処理できる．したがっ
て，計算深度が深い場合，この割り当て方法は有効であることがわかる．

次に，ネットワーク転送量に関する並列問い合わせの処理時間変化について考察す
る．割り当て方法1および2におけるネットワーク転送量は，各々，約0．4Mbyte，約

4．6Mbyteである．ネットワーク転送量の少ない割り当て方法1においては，比較的
計算深度が浅い計算深度Bの問い合わせにおいても，並列性を抽出することができて
いる．一方，ネットワーク転送量が多い割り当て方法2においては，計算進度が深い

場合に，並列性を抽出することができる．ネットワーク転送量と，各部分問い合わせ
の実行時間の関係には，定性的な関係が存在すると考えられる．その関係の導出は，
今後の課題である．

さらに，統合情報の異なる2つの問い合わせを設定し，統合情報の違いによる実行
時問の変化を実験した．この実験は，速度向上比が最も大きい計算深度Cの問い合わ

せを割り当て方法4を用いて実行する問い合わせに対して行った．統合例1は，前の
実験と同様に，4種類全てのコンティニュアス・メデイア・データの表示演奏開始時

間を同期させる統合とした．統合例2は，音声と動画像の1つずつを1組とする2組
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3
2．5

2
■
恒1，5
趣
蝿

1
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0

統合例1

統舎例2

図6．7：統合例1と2における速度向上比

のコンティニュアス・メディア・データに分け，それぞれの組ごとに表示演奏開始時
聞を同期させて，組問での開始時間をユ2秒ずらした統合とした．逐次処理に対して，
各統合例に基づいた並列問い合わせ処理の速度向上比のグラフを図6−7に示す．

ストリーム指向型並列処理方式では，要求駆動型評価に基づいて処理を行うため，

統合例1の場合，4種類のコンテイニュアス・メデイア・データに適用する加工関数
群に同時にストリーム要素の生成要求が発行され，それら関数群は同時に処理を開始

する．それに対し，統合例2では，表示演奏の開始時間が組ごとに異なるため，4種
類のコンテイニュアス・メデイア・データに適用する部分問い合わせ群に，異なる時
刻にストリーム要素の生成要求が発行される．したがって，それら関数群の処理が開

始される時刻が異なる．すなわち，統合例1に基づいた問い合わせ処理は，統合例2
に基づいた問い合わせ処理より高い並列性を抽出できる．

以上，メディア間統合関数に着目して，その関数の引数を生成する部分問い合わせ
の実行時間，ネットワーク転送量，および，統合情報に応じて，問い合わせを構成す
る各関数の割り当てを適切に定めることにより，ストリーム指向型並列処理方式によ
るマルチメデイア・データ生成処理を効率的に実現できることがわかる．

6．5

まとめ

本章では，コンテイニュアス・メデイア・データとストリーム処理との親和性につ
いて考察し，マルチメデイア・データ生成処理にストリーム指向型並列処理を適用す
る方式を提案した．その方式によるストリーム指向型マルチメディア・データ生成シ

ステムを実現し，マルチメディア・データ生成の並列処理実験を行った．この実験で
は，生成するマルチメディア・データの素材となるメディア・データが格納されてい
るメディア・データ・サーバの実現形態を想定して各関数をサイトに割り当てた．こ

のとき，引数を生成する各部分問い合わせの実行時間，ネットワークを介して転送さ
れるデータ量，および，統合情報に応じて，サイトを割り当てることにより，ストリー
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ム指向型マルチメデイア・データ生成の並列処理が効果的に実現できることが確認で
きた．この実験より，本章において提案した方式，および，ストリーム指向型マルチ
メディア・データ生成システムによるコンテイニュアス・メデイア・データを対象と
した並列分散処理の実現可能性を実証することができた．

今後は，並列性を抽出するための，ネットワーク転送量と部分問い合わせの計算量
の定性的な関係を求める研究を進めていく．

90

第7章
結論

本論文は，ストリーム指向型並列データベース処理システムに関する研究をまとめ
たものである．特に，このデータベース処理システムにおいて，並列処理実行を行う

サブシステムの実現方式に関する研究，問い合わせ処理に対する最適化方式に関する

2つの研究，および，本システムを用いた応用分野の実現方式に関する研究について
述べた．

第1章では，本研究を行うにあたっての背景および動機について述べた．ここでは，

現在までのデータベース・システムの研究についてまとめ，その問題点について議論
を行った．そして，次世代のデータベース・システムに求められる機能をまとめた．
その機能を実現するいくつかの方法について議論を行った．

第2章では，ストリーム指向型並列処理方式について概説した．ストリーム指向型

並列処理方式とは，複雑な構造に対応可能かつ高速なデータ処理可能なシステムを実
現するために提案された方式である．ストリーム指向型並列処理方式の特徴は，関数
型計算の概念をデータベース処理に適用し，データベース処理に内在する並列性を抽
出する点にある．この章では，関数型計算とデータベースー処理，並列処理との関連に

ついて議論をした．また，このストリーム指向型並列処理方式を実現するソフトウェ
ア・アーキテクチャの基本命令セットとなるプリミティブ・セットについて述べ，シ

ステムの概要を示した．また，ストリーム指向型並列処理方式に基づいて行われる問
い合わせ処理の最適化方式について議論を行った．

第3章では，並列処理実行系の実現方式を述べた．並列処理実行系とは，ストリー
ム指向型並列処理方式を行うためのプリミテイブセットの解釈・実行を行うサブシス

テムのことである．この並列処理実行系の構成を示し，さらにその実行系における通

信に関する部分の実現方式を示した．そして，ネットワーク型並列処理環境上に実現
した並列処理実行系を用いた並列問い合わせ処理の実験を行い，本実現方式の性能に
関する特徴を明らかにした．
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第4章および，第5章において，分散並列処理環境上において，与えられた問い合
わせをストリーム指向型並列処理方式を用いて並列処理する場合の問い合わせに対す

る最適化方式に関する2研究について述べた、
第4章では，最適な計算機資源割り当て方式について述べた．この最適計算機資源
割り当て方式を分散問い合わせ処理に適用することにより，ネットワーク型並列処理
環境上においてストリーム指向型並列処理方式に基づいて問い合わせを並列処理する
際に，問い合わせに内在する並列性を最大限に抽出することが可能となる．

提案した最適計算機資源割り当て方式は，並列分散処理を対象とした問い合わせ処
理の最適化手法の一手法である．ストリーム指向型並列処理方式において，関数の定
義に基づいて処理を行う関数インスタンスが並列処理の基本単位となる．問い合わせ
を構成する関数インスタンス群をどのサイトに割り当てるかというサイト割り当ては

問い合わせ処理の効率に大きな影響を与える．したがって，関数インスタンス群を適

切にサイト群に割り当てることにより，問い合わせ処理をより高速に処理することが
可能となる．

ここでは，同一性能の単一プロセッサを有するサイトがネットワークにより結合さ
れているネットワーク型並列処理環境を対象とした関数インスタンス群の最適サイト

割り当て方式を提案した．提案したアルゴリズムは，入力として問い合わせを与える

により，その問い合わせを最も高速に処理するために必要となるサイト数と各々のサ
イト毎に割り当てるべき関数インスタンス群の集合が出力されるアルゴリズムである．

したがって，提案したアルゴリズムは，問い合わせに内在する並列性の尺度を測定す
る道具としても利用可能である．

第5章では，分散メモリ資源割り当て方式について述べた．この最適分散メモリ資
源割り当て方式を問い合わせ処理に適用することにより，分散問い合わせ処理におい
て各サイト間の並列性を最大限に抽出することができ，かつ，問い合わせの実行時問
を最短化することができる．また，メモリ資源割り当てのための計算時間を短縮する

方法を示した．さらに，提案した最適分散メモリ資源割り当て方式を実際に計算機上
に実現し，それを用いて行ったメモリ資源割り当ての実験により，問い合わせの処理
効率を向上できることを示した．

この最適分散メモリ資源割り当て方式は，ストリーム指向型並列処理方式を対象と
した問い合わせ処理の最適化手法の一手法である．ストリーム指向型並列処理方式で

は，関数インスタンス間を結ぶチャネルにおいて用いるバッファ，および，関数内部

において用いるI／Oバッファなど，問い合わせにおいて用いるバッファに対するメ
モリ資源の割り当てが問い合わせ処理の効率に大きな影響を与える．したがって，メ

モリ資源を各バッファに適切に割り当てることにより，問い合わせ処理をより高速に

処理することが可能となる、提案したアルゴリズムは，問い合わせに用いるすべての
バッファの最適割り当てを求めるアルゴリズムである．
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第6章では，複数のコンテイニュアス・メディア・データの編集・統合によるマル
チメディア・データの生成をストリーム指向型並列処理により実現する方式について
述べた．まず，コンテイニュアス・メデイア・データとストリーム処理との親和性に

ついて考察し，マルチメデイア・データ生成処理にストリーム指向型並列処理を適用

する方式を提案した．その方式によるストリーム指向型マルチメディア・データ生成
システムを実現し，マルチメディア・データ生成の並列処理実験を行った．この実験
では，生成するマルチメデイア・データの素材となるメデイア・データが格納されて
いるメディア・データ・サーバの実現形態を想定して各関数をサイトに割り当てた．

このとき、引数を生成する各部分問い合わせの実行時間，ネットワークを介して転送
されるデータ量，および，統合情報に応じて，サイトを割り当てることにより，スト

リーム指向型マルチメディア・データ生成の並列処理が効果的に実現できることが確
認できた．この実験より，提案した方式，および，ストリーム指向型マルチメディア・

データ生成システムによるコンティニュアス・メディア・データを対象とした並列分
散処理の実現可能性を実証することができた．

今後の課題としては，システム全体の完成がある．現在は，図2．4に示した3サブ
システムの中，実装が終了しているシステムは，第3章において実現方式を示した並
列処理実行系のみである．関数定義系，および，問い合わせ解析系はそれぞれ言語を

設計することにより実現できると考えている．関数定義系のためには，関数の計算規
則を定義しやすい言語が必要であり，問い合わせ解析系のためには，式を記述できる
言語が必要である．

また，本システムを様々な分野に応用することにより，さらに研究を進めていく必
要があると考えている．

今後，ネットワークに接続されたコンピュータが各家庭，各個人毎で利用されるこ
とが予想される．すなわち，数多くの計算機がネットワークを介して相互接続され，
その緒果，その計算機群を用いて，協調計算が可能と青る、．それらの計算機群の中に

は，常に稼働率の高い計算機ばかりではなく，比較的稼働率の低い計算機も数多く存
在することになる．これらの稼働率の低い計算機群の有効的な利用方法として，本シ
ステムの方式を用いた新情報の生成の並列処理は有効な手段の一つであると考える．

また，ネットワーク的に遠隔地にあるデータを利用して新情報の生成を行う場合，そ

の中継されるネットワーク内に，稼働率の低い計算機が存在する可能性がある．その

時に，中継ネットワーク中の稼働率の計算機群を用いて新情報の生成に必要となる情
報の転送処理を行いつつ，かつ，生成処理を並列処理するといった応用も考えられる．

これらの応用においては，利用できる計算機の種類は多種多様に及ぶことが考えら

れる．ストリーム指向型並列処理方式は多種多様な計算機の上に実現可能な方式であ
る．本論文において示した2種の最適化方式は，それぞれ同一性能を有する計算機が

ネットワークにより接続された環境を対象とした最適化方式である．異なる性能を有
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する計算機がネットワークにより接続された環境を対象とした場合，本論文において

提案した最適化方式を拡張することにより対応可能であると考えているが，その拡張
方式に関する研究は今後の課題とする．

また，これらの応用分野においては，用いられる問い合わせの構造は複雑になると
考えられる．ストリーム指向型並列処理方式では，問い合わせの構造に制限はない．

しかし，本論文において示した2種の最適化方式では，それぞれ，問い合わせの構造

に制限を加えている．したがって，本論文において対象とした構造以外の問い合わせ
に対する最適化方式が必要となる．問い合わせの構造に関する制限を可能な限りなく
した最適化方式を研究し提案することも，今後の課題である．
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