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分散メモリ型並列計算機上での木に対する並列スケルトンの実現
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データ構造 “木” は, 式の解析などで用いる構文木や, XMLなどの構造をもった文書などで使用される有用
なデータ構造であるが, 構造が不規則・不均等になりうるために, 均衡がとれていない木は簡単には並列プロ
グラムに組み込むことができなかった. 本稿では, “木”に対する並列スケルトンについて, 分散システム上で
も効率よく実行できる実装法を提案する. 本稿の実装法では, m-bridge を利用して木を分割し, 分割された
先の値を表す変数を含む式の形で計算することにより, 並列に計算を行うことが可能になっている. また, 実
験を行い, 均衡のとれていない木に対しても効率性が確認された.

1 はじめに

近年では, PCクラスタなど分散メモリ型の並列計
算機を利用できる環境が身近になってきている. しか
し, 並列に効率よく動作するプログラムを作成するこ
とは非常に難しい仕事である. なぜなら, 効率のよい
並列プログラムを作成するためには, 資源の配置・プ
ロセッサ間の通信・処理の同期など, 背後にあるアー
キテクチャを意識してユーザがプログラミングを行

う必要があるからである. さらに, 分散メモリ型並列
計算機では通信時間が大きいという問題があるので,
効率のよい実装のためには, 資源をうまく配置してプ
ロセッサ間通信のコストを減らすことが必要で, より
並列プログラミングが難しいものになっている.

これらの困難を解決する一つの手法として,「並列
スケルトンプログラミング」が提案された [3]. 並列
スケルトンプログラミングは, 並列性を持つスケルト
ンを組み合わせることで, プログラミングを行う手
法である. これにより, ユーザは背後にあるアーキテ
クチャをそれほど意識する必要がないという利点が

ある.

これまで, 並列スケルトンに関する研究は, 主に
データ構造 “リスト”に対して行われてきた [2]. リ
ストはよく利用される,非常に規則的なデータ構造で

ある. このリストの上での並列スケルトンとして, 基
本的な 3つの並列スケルトン map, reduce, scanが
研究されてきた. また, 並列スケルトンの適用性の問
題を解決するため, これらの基本的な並列スケルトン
を組み合わせてより広い範囲の問題に適用すること

ができる, 逆融合変換 [1]なども提案されている.

“木”は, 式の解析などで用いる構文木や, XMLな
どの構造をもった文書などで使用される有用なデー

タ構造である. しかし, “木” は構造が不規則・不均
等になりうるために, 均衡がとれていない木に対して
は,これまで簡単に並列プログラムに組み込むことが
できなかった. データ構造 “木”に対する並列計算の
研究としては, Tree Contractionが過去に提案されて
いる [4, 5]. しかし, Tree Contractionは主に共有メ
モリ型並列計算機を対象とした実装しかない.

本稿では, “木”に対する並列スケルトンについて,
分散システム上でも効率よく実行できる実装法を提

案する. 本稿の実装法では, m-bridge を利用して木
を分割し, その木の分割に基づいて並列スケルトンの
計算を行う. その際, 分割された先の値を変数とし,
その変数を含む式の形のまま計算することにより, 各
プロセッサが並列に計算を行うことが可能になって

いる. また, 実験を行い, 均衡のとれていない木に対
しても効率よく計算されることが確認された.
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map fL fN (Leaf n) = Leaf (fL n)
map fL fN (Node n l r) = Node (fN n) (map fL fN l) (map fL fN r)

reduce f (Leaf n) = n
reduce f (Node n l r) = f n (reduce f l) (reduce f r)

uAcc f (Leaf n) = Leaf n
uAcc f (Node n l r) = Node (f n (root lt) (root rt)) lt rt

where lt = uAcc f l
rt = uAcc f r

dAcc fN fL fR (Leaf n) acc = Leaf (fN n acc)
dAcc fN fL fR (Node n l r) acc = Node (fN n acc)

(dAcc fN fL fR l (fL n acc))
(dAcc fN fL fR r (fR n acc))

図 1: 木に対する 4つの並列スケルトンの定義

2 木に対する並列スケルトンプログラミ
ング

二分木に対する重要な 4つの並列スケルトンとし
て map, reduce, upwards accumulate, downwards
accumulateが提案されている [5]. これらの形式的
な定義を図 1 に示し, 以下では直感的な意味を説明
する.

map map fL fN はすべての葉, 内部ノードに対し
て, それぞれのノードの情報だけから計算することが
できる関数 fL, fN を適用する操作である.

reduce reduce f はノードの値,左の部分木の値,右
の部分木の値から計算される関数 f をボトムアップ

に適用して, 木を 1つの値にまとめる操作である.

upwards accumulate uAcc f は reduce同様に関
数 f をボトムアップに適用して, 途中の結果を残し
た木を生成する操作である. したがって, 部分木の値
をボトムアップに累積させた木を求めることになる.

downwards accumulate dAcc fN fL fR は根か

ら各ノードまでの経路に沿って, 各ノードには fN ,左
の子には fL, 右の子には fR をトップダウンに適用

し, 途中の結果を残した木を生成する操作である.

この 4つの並列スケルトンを用いたプログラムと
して, 構文木上の計算の例を挙げて説明する.

葉には実数, 内部ノードには二項演算子 +, −, ×
のいずれかが入っている構文木があったとする. こ
の構文木から, 部分式を評価したときにその結果が閾
値 θ を超える部分式の個数を求めたいとする. この
ような並列プログラムは並列スケルトンを用いて次

のように簡潔に書ける.

reduce sum3 ◦ map (fil θ) ◦ uAcc eval
where sum3 n l r = n + l + r

fil θ n = (n > θ) ? 1 : 0
eval ’+’ l r = l + r

eval ’−’ l r = l − r

eval ’×’ l r = l × r

まず, 途中の結果を残して部分式を評価し, 次に, 閾
値 θ を超えるものを 1にする. 最後に和をとること
で個数を求めることができる.

3 木の分割

分散メモリ型の並列計算機ではプロセッサ間通信

のコストが高いため, データをどのように分配させる
かが重要な問題の一つである. データ構造 “木”を分
割する際には, ノード数ができるだけ均等になるだ
けではなく, それらの各プロセッサに割り当てられた
ノードがつながっているという大きく 2つの性質を
満たすことが望まれる.
このような性質を満たす木の分割として, m-bridge

[4] を利用して分割する. この m-bridgeを利用した
木の分割には次のような利点がある.

• 各プロセッサに割り当てられるノードがつながっ
ている. さらに, もとのデータが二分木であると
き,この二分木を分割した際のプロセッサ間の関
係もまた二分木となる. この性質により, プログ
ラミングが容易になる.

• 分割された各部分木のノード数は, どのような
二分木に対しても 4n/p (nはノード数, pはプロ
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(a) 木の初期状態 (b) 木を分割した結果 (c) 内部で reduceを行った結果

図 2: reduceの実装: 構文木を評価する関数の計算過程

セッサ数) を超えない. この性質により, 実装の
効率性が保証される.

実装では,分割された部分木同士の関係 (すなわち,
プロセッサ間の関係) と, 子の部分木がどこに接続し
ていたかを示すフラグL, Rを用いることで木の分割

を表現している.

本実装における木の分割の例を図 2 (a), (b)に示す.

4 木の分割に基づいた並列スケルトンの
実現

本章では,第3章のように分割された木に対して,基
本的な 4つの並列スケルトンmap, reduce, upwards
accumulate, downwards accumulateの実装を示す.

reduce, upwards accumulate, downwards accu-
mulateの各計算は, 子または親の値が求まらないと
計算できないため, そのままでは各プロセッサが並列
に計算を行うことができない. 本手法では, 各部分木
の計算において Tree Contraction[4, 5]で用いられて
いる考え方を利用することで, この問題を解決した.
分割された先の計算結果を変数とし, 各計算をこの変
数を用いた式を用いて行うことで, 各プロセッサが並
列に計算を行うことができる.

これらの並列スケルトンの計算は, 大きく次の 3つ
の段階から構成される.

1. 前プロセッサ内計算: 分割された各部分木の内
部の計算を, 各プロセッサ上で行う. この計算で
は, 分割された先の値を変数として, この変数を
用いた式を求める. この計算では, プロセッサ間
通信を行わない.

2. プロセッサ間計算: 部分木同士の関係に基づい
て, プロセッサ間で通信を行い, 1. で求めた式
に含まれる変数に値を代入していくことで木全

体の計算を行う.

3. 後プロセッサ内計算: 2によって, 分割された先
の値が求まっているので,この値を用いて各部分
木の内部を再計算する.

本稿では, reduceの実装についてその詳細を述べ,
残りの 3つのスケルトンについては概要のみ示す.

4.1 reduceの実装

分割された木に対する reduceは次の 2つの段階か
ら計算される. ここでは, 構文木を評価する関数の例
(図 2) を用いて説明する.

1. 部分木の内部の reduce

各部分木について, その内部を reduceする. 分割
された先の計算結果はこの段階では分からないため,
それらを 2つの変数 L, Rで表し, これらの変数を含
む式として計算する. この計算は, 各プロセッサが
並列に行うことができ, m-bridgeの分割の性質より,
この計算時間はノード数 n, プロセッサ数 pの時に,
O(n/p)となる.
構文木の例では, 部分木の内部を reduce すると,

aLR + bL + cR + d (ただし, a, b, c, dは実数) と表現
することができ, 計算結果は図 2 (c) のようになる.
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表 1: 並列スケルトンの計算量
部分木の計算 通信コスト

map O(n/p) 0

reduce O(n/p) O(logp)

upwards O(n/p) O(logp)

downwars O(n/p) O(logp)

n:木のノード数, p:プロセッサ数

2. 木全体の reduce

ボトムアップに, 1 で求めた各部分木の式の変数
L, Rに子の値を代入して計算を行う. これにより求
める値を得ることができる. この計算には逐次では
O(p)で, Tree Contractionを用いるとO(log p)の計
算時間で行うことができる.

4.2 その他の並列スケルトンの実装

本節では, 残りの 3つの並列スケルトンの実装法に
ついて, その概要を示す.

mapは各ノードが独立に計算される. したがって,
各プロセッサが独立に各部分木に対してmapの計算
を行うことで計算される.

upwards accumulateは reduceに似た操作であり,
reduceの計算の後, さらに部分木の内部で upwards
accumulateすることで求める木を得ることができる.

downwards accumulate では, ルートの親のノー
ドがわからないので, それを変数でおいて, upwards
accumulateと同様に計算することで, 求める木を得
ることができる.

本実装の場合の計算量は表 1の通りである. 本実
装の並列スケルトンの適用条件は Tree Contraction
のそれと同じである.

5 実験と考察

本稿の実装法の有効性の検証として, 第 2章で例と
して挙げた並列スケルトンプログラムを実際に C++
と MPI ライブラリを用いて実装し, 実験を行った.
1,000,000ノードからなる木に対する実験結果は図 3
のようになった. 横軸はプロセッサ数, 縦軸は 1プロ
セッサに対する相対時間である. また, 実線は実験結
果,下の破線は理想的な場合の計算時間の上限 (n/p),
上の破線は理想的な場合の計算時間の上限の 4倍の
値 (4n/p) である.

m-bridgeによる木の分割はノード数が 4n/pを超
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図 3: 実行結果

えることはなく, 実際にグラフでも理想的な場合の計
算時間の上限の 4倍 (4n/p) より良い結果となって
いる. したがって, 全体的には台数効果が得られてい
ると結論付けることができる.

6 まとめと今後の課題

本稿では, データ構造 “木”に対する並列スケルト
ンについて, 分散システムでも効率よく計算すること
が可能な実装法を提案した. 特に, 本稿の実装法では,
木が均衡がとれていない場合でも効率よく計算する

ことができる. また, 実際に並列スケルトンプログラ
ムを実装して有効性の検証も行った.
今後の課題としては,逐次再帰プログラムから並列

プログラムを導出する手法 [1]を木に拡張すること,
実装をコンパイラに組み込んでより容易に並列スケ

ルトンを利用できるようにすることを考えている.
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