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ディスアグリゲーテッドコンピューティングが世界を変える
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ディスアグリゲーテッドコンピュータに
向けたメモリセントリックアーキテクチャ
ディスアグリゲーテッドコンピュータは，一見ハードウェア検討
の割合が大半を占めるようにみえます．しかし，仮にハードウェア
資源が物理的にフラットに光で接続された世界が実現されたとして
も，既存のソフトウェアを用いるだけでは，効率的なコンピューティ
ングを実現することはできません．本稿では，CPU を中心として
発展してきた既存のソフトウェアの問題と，ディスアグリゲーテッ
ドコンピュータ実現に向けた新たなデータ交換モデルとして，メモ
リセントリックアーキテクチャについて紹介します．
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ウェア処理モデルを取っています．こ

クアーキテクチャ（メモリセントリッ

のような CPU が処理に介在する処理

ク）について検討しています．

モデルを，CPU セントリックなコン

ムーアの法則と呼ばれる，1965年に

ピューティングモデルと呼びます．
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配置を行うことをきっかけとして，デー
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性能は急速に進化してきました．この

ムーアの法則の限界といわれるように，
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したデータ交換モデルです．例えば，

トレージ・ネットワークは緩やかな進

ています．また，高速ストレージであ
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化をしています．こうした背景から，
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御や FPGA への処理実行の制御を行っ
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ていたところを，本来のネットワーク
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タの性能を引き出すための新たなソフ
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処理を仲介するための CPU リソース

例 え ば， ス ト レ ー ジ I/O（Input/
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Output）については，メモリ上に蓄

そこで，私たちは多種多様なハード

消費を抑えるとともに CPU 処理にか

積される I/O 対象のデータに対して

ウェアを組み合わせたソフトウェア処

かわる遅延時間削減が期待できます
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理モデルを検討するにあたり，アクセ

の調整を行うことで，効率的な I/O 処
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また，メモリ上に展開されたデータ

理を実現しています．また，複数のア
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有メモリ領域へのデータ配置 1 回のみ
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で済むことから，より効率的な処理モ

アとして，分散データ処理のオープン

MDC のコンセプト向けに開発したソ

デルとなっています（図 1 ）．

ソースソフトウェアである Apache

フトウェアであり，オープンソースと

Sparkの拡張機能であるSparkle（2），（3）

して公開されていますが，評価検討を

を用いて評価を実施しました．

着手した際には2016年時点で開発が止

メモリセントリックに近いコンセプ
ト と し て は，Hewlett Packard
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（a） Sparkのデータ交換（localhost内のネットワーク通信の場合）
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（b） Sparkleのデータ交換（共有メモリを介したデータ交換）

B

Process 2

Process 3

Process 4

演算処理

演算処理

演算処理

演算処理

演算結果の格納

C

通信後処理
・格納

Process 1

A

データ読込
（メモリ参照）

B

C

データ読込
（メモリ参照）

共有メモリ

データ読込
（メモリ参照）
データ
領域

通信後処理
・格納

C

演算結果を格納するだけで他の
プロセスからアクセス可能に

データ転送（kernelメモリ参照）

ネットワーク転送用の処理をCPUが実行することで
他のプロセスから参照できる

図2

52

データ交換方法の差

処理が遅延時間増加要因となっていま

Streaming を用いてストリーミング

や空き領域管理，割り当てなどのメモ
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のグラフを図 3 ， 4 に示します．図 3

モリを利用する方法としては同一ファ

恵を容易に受けられるようなソフト

は Shuffle 処理を含む基本的な 5 つの

イルを複数のプロセスでメモリマップ

ウェアの研究がメモリセントリックの

処理の性能比較結果です．処理によっ

する方法が一般的となっており，共有

実現に向けた重要な研究課題となって

て処理全体に占める Shuffle 処理の比

メモリ領域へのアクセスは一般的な C
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言語のポインタアクセスを用いる必要
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して，共有メモリを介したデータ交換
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近年のアクセラレータや不揮発性メモ
リなどのハードウェアの進化に伴い，ハー
ドウェアとソフトウェアの関係性は大き
く変化しつつあります．その中で，さま
ざまなサービスを効率的に動作させるた
めのプラットフォームとして，基盤ソフ
トウェアの研究開発を進めていきます．
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