PC クラスタにおけるベンチマークと並列ツールの紹介
廣安 知之，三木 光範，大向 一輝， 吉田 純一
同志社大学 工学部 知識工学科
知的システムデザイン研究室
一般の PC 用のベンチマークは多数存在する．また、並列計算機用のベンチマークとしては linpack
や Nas Para のベンチマークが有名である．しかしながら計算機の特性全てはそれぞれのベンチ
マークで把握できるものではなくいくつかの特徴がある．そこで、本発表ではいくつかのこれら
のベンチマークを紹介する．特に流体計算結果に比較的近い値を出すと言われている姫野ベンチ
や同志社大学で開発した遺伝的アルゴ リズムを利用したベンチマークの使用結果を報告する． ま
た、近年、Linux の普及に伴い、Linux 上で作動する free で open な並列処理ツールの数が増え
てきている．本発表の後半ではその中からいくつかのツールについて報告する．
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はじめに
安価で高速な並列コンピュータとして，PC ク

ベンチマークプログラム

3.1

ベンチマークとは

ラスタが注目されている．通常の利用でも十分に

ベンチマーク（ benchmark ）という語には，一

その高速性は実感できるが，実際にど の程度のパ

般的に「基準となるもの」という意味がある．しか

フォーマンスが得られているのかはわかりにくい．

しながら，コンピュータ用語としてのベンチマー

また，
「 安価で高速」というものの汎用のスーパー

クとは，コンピュータのハードウェアやソフトウェ

コンピュータとの性能の比較や，コストパフォーマ

アの処理速度を計測する試験問題，およびそれに

ンスの比較も興味のあるところであろう．そこで，

よる性能評価という意味を持つ．つまり，計算機

本発表では，PC クラスタの性能を厳密に評価する

システムの性能を計測すること自体を指す言葉と

ために，いくつかのベンチマークプログラムを紹

して使われている．コンピュータは，プログラム

介する．また，クラスタの利用をより便利にする

によってさまざ まな挙動を示すうえ，その用途も

ようなフリーの並列ツールについても紹介する．

さまざ ま絵あるため，比較の指標を一意に決める
ことは困難である．そこで，各用途に応じた性能
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今回使用したクラスタ
本発表で紹介するプログラムは Linux ベースの

評価の指標を決定し ，その尺度にもとづいて性能
を評価するということが重要になる．その結果と
して，さまざ まな用途に応じた性能を評価するた

めのベンチマークが必要になるのである．
PC クラスタにおいてテストを行った．我々のクラ
ベンチマークの対象となる機能を分類すると次
スタは以下のような仕様になっている．

✏ のようになる．
・OS：

・演算性能ベンチマーク

Debian/GNU Linux(kernel2.2.12)
・構成台数：

・I/O 性能ベンチマーク
・グラフィックス関連性能ベンチマーク

1+8 台（ うち２台はメンテナンス中）
・CPU：

・ネットワーク関連性能ベンチマーク

Pentium III 500MHz × 2
・DRAM：

・アプ リケーション指向ベンチマーク

128MB（ Master のみ 256MB ）
・ネットワーク構成：

本発表ではこの中でも特に PC クラスタに関係

100BASE + Swiching HUB

・データベース性能ベンチマーク
・並列/大規模計算ベンチマーク

が深いと考えられる，並列計算ベンチマークとネッ

・並列ライブラリ：

ト ワーク性能ベンチマークについていくつかのプ

MPI, PVM3

ログラムを紹介する．並列計算ベンチマークとし

✒

✑ て，Nas Parallel Benchmark，ScaLAPACK，姫野

ベンチ，GA Benchmark を紹介する．また，ネッ
トワーク性能ベンチマークとしては netperf を紹
介する．
一般に，PC クラスタは安価で高速な並列・分散
計算環境と認識されているが，実際にど の程度の
性能があるのかはわかりにくい．以下に紹介する
ベンチマークプログラムをもちいることで，汎用の
スーパーコンピュータとの性能比較も可能となる．

3.4

姫野ベンチ（ Himeno Benchmark ）

姫野ベンチマークは理化学研究所の姫野龍太郎
氏が非圧縮流体解析コード の性能評価のために考
案したベンチマークでポアッソン方程式解法をヤ
コビの反復法で解く場合に主要なループの処理速
度を計るものである．
コードは非常に短く簡単にコンパイル・実行でき
るので、即座に実測速度を求めることが特徴であ

3.2

Nas Parallel Benchmark

NAS Parallel Benchmarks（ NPB ）は 、NASA
Ames Research Center で開発された 、並列コン

る．Windows や Machintosh でも利用可能である．

3.5

GA Benchmark(GAPPA bench)

ピュータのためのベンチマークである．NPB は，5

GA Benchmark は我々の研究室で開発中の PDC

つの Parallel Kernel Benchmarks と３つの Parallel

汎用 GA プログラムを応用したベンチマークであ

CFD（ Computational Fluid Dynamics ）Application Benchmarks から構成されている．それぞれ

用した，確率的最適化手法である．なかでも，分

の問題に対し ，問題サイズや反復回数が異なる５

散遺伝的アルゴ リズムでは，母集団を複数のサブ
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る．遺伝的アルゴ リズム（ GA ）は生物の進化を応

つのクラス が定義されており，それぞれの環境に

母集団に分割して GA を実行するため並列化に適

応じたベンチマークを行うことができる．NPB は，

したモデルであるといえる．

並列コンピュータの実効性能を知るうえで 、権威
あるベンチマークの１つであるといえる．
また 、NASA Ames Research Center より定期

GA ベンチマークでは分散遺伝的アルゴ リズム
を用いた関数の最適化に要する時間を計測し ，並
列計算性能を評価する．

的に WWW などで発行されているレポート（ NAS

Parallel Benchmark Results ）では、プログラム実
行に要した経過時間（ elapsed time ）と、Y-MP/1
または C90/1 との性能比などについて報告がなさ
れており，大規模計算機と PC クラスタの性能の
比較も可能である．

3.3

ScaLAPACK

テネシー大学の Jack Dongarra によって開発
され た ，線形代数問題の LU 分解を 行うベンチ
マーク LINPACK の並列版である．LINPACK は，

N ×N 行列について，単精度および倍精度で y(i) =
y(i)+a∗x(i) を演算する．演算の特性上，ベクトル
化による効果が顕著に表れるベンチマークである．
また，LINPACK は世界のスーパーコンピュータ
ランキングである「 TOP500 Supercomputer 」の
ベンチマークに採用されている．

3.6

netperf

netperf ベンチマークはネットワーク性能に対す
るベンチマークプログラムである．一般にネット
ワークベンチマークは
・実ネットワークの性能評価
・ネットワーク・スタックの性能評価
等に利用される．また，ネットワークの性能は
次の２点で決定される．
・スプールネット：
単位時間における処理量を示す指標
・遅延：
レイテンシ（待ち時間）と RTT2 （ 往復時間）

ScaLAPACK では，行列を分割し，それぞれを

netperf はネットワークに接続された２ノード 間

1 つのプロセスが担当する．プ ロセス間通信には
MPI もしくは PVM を用い，これによって PC ク

プールネットおよび ，ネットワーク遅延を計測す

ラスタでも実行・計測が可能になっている．

るベンチマークである．

1
2

S(ample), W(orkstation), A, B, C の５つ．C が一番難
易度が高い
Round Trip Time

における TCP および UDP を利用し た通信のス
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姫野ベンチマーク実行結果
我々のクラスタにおいて，姫野ベンチマークを実

行した結果を挙げる．図 1 は使用したプロセッサ数
と性能の関係を示したものである．1CPU の場合
に約 65MFLOPS ，7CPU の場合に約 340MFLOPS

単な Tcl/tk プログラムである．このプログラムは，

rsh を利用しているため，ルート 以外のいかなる
ユーザーでも実行可能である．インストールや設
定は簡単なのに対し ，非常に有効なソフトウェア
である．

と，完全に比例する値は出ないが，グラフに見ると
おり，プロセッサ数に応じて順調に性能が上がって
いることがわかる．この傾向は，32CPU，64CPU
といった並列計算機においても同様である．

図 3: Beowulf Watch

5.2

XPVM

並列プログラムを作成して実行した場合に，そ
のプログラムが良いのか悪いのか，悪いとすれば
ど こが悪いのか，ど のように実行されているのか
など 誰もが知りたいところである．このような要
図 1: 姫野ベンチの結果

求に応えるのが XPVM である．

また，表 2 は姫野ベンチマークの HP に掲載さ

XPVM は PVM のためのグ ラフィカルなコン
ソールとモニタであり，PVM で書かれたプ ログ

れていた，他の並列計算機の結果との比較（ 一部）

ラムの実行状況を簡単に確認することができる．

である．

図 2: 他のマシンとの性能比較

図 4: XPVM
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並列ツールの紹介

5.1

Beowulf Watch

クラスタでは多数のノード の状況を把握するの
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おわりに
ここで 紹介し たベン チマークプ ログ ラムや並

列ツールは次節に示し たサ イト から 入手可能で

は難しい．すべてのノード の状況を一覧表示して

ある．また ，これらのプ ログ ラムの イン スト ー

くれるプログラムがあれば便利である．

ル 方 法など は 超 並 列 計 算 研 究 会の ホ ー ム ペ ー

Beowulf Watch（ bWatch ）はクラスタの各ノー
ド のメモリやプロセスの状態を表示するための簡

ジ（ http://www.is.doshisha.ac.jp/SMPP/ ）上で
紹介していく予定である．
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関連サイト
本発表で紹介したプログラムの入手先をまとめ

た．ダウンロード の方法などは各サイトの説明を
参照のこと．

7.1

7.2

Beowulf Watch : :
http://www.sci.usq.edu.au/staﬀ/jacek/bWatch/
XPVM :
http://www.netlib.org/utk/icl/xpvm/xpvm.html

ベンチマークプログラム

NAS Parallel Benchmark :
http://www.nas.nasa.gov/Software/NPB/

並列ツール

7.3

その他

ScaLAPACK Project :

Beowulf-underground(並列ツール全般) :

http://www.netlib.org/scalapack/
姫野ベンチマーク :

http://www.beowulf-underground.org/software.html
Netlib（ 並列関連アーカイブ全般） :

http://w3cic.riken.go.jp/HPC/HimenoBMT/
GA Benchmark :

http://www.netlib.org/
TOP500 Supercomputing Sites :

http://mikilab.doshisha.ac.jp/dia/
Netperf :

超並列計算研究会 :

http://www.netperf.org

http://phase.etl.go.jp/top500/
http://www.is.doshisha.ac.jp/SMPP/

