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概要：ソーシャルグラフや Web グラフのような大規模グラフデータの分析処理を高速に行うために分散グ
ラフ処理技術の重要性が高まっている．分散グラフ処理では，入力となるグラフデータを分割し各計算機
に割り当ててから分析処理を行う．ここで，最初のグラフ分割の品質によって分析処理中の通信コストお
よびロードバランスは大きく左右される．そこで本稿では，分散グラフ処理における分析処理を高速化す
るようなグラフ分割手法を提案する．本手法は，Modularity に基づくグラフクラスタリングにクラスタの
等粒度性という観点を加え，通信コストの削減と計算負荷の均衡化をバランスよく両立する．我々は提案
手法を既存の分散グラフ処理フレームワーク上に実装し，従来手法を用いた場合との性能比較を行った．
その結果，従来手法である HDRF を用いた場合と比較して PageRank の分析処理を最大 3.2 倍高速化でき
ることを確認した．
キーワード：グラフ分割，グラフマイニング，分散処理
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Abstract: There is a large demand for distributed engines that eﬃciently process large-scale graph data,
such as social graph and web graph. The distributed graph engines execute analysis process after partitioning input graph data and put them into distributed computers, so the quality of graph partitioning largely
aﬀects to the communication cost and load balance among computers during analysis process. We propose
an eﬀective graph partitioning technique that achieves low communication cost and good load balance among
computers at the same time by extending modularity-based clustering to merge similar sized clusters. We implemented our technique on top of distributed graph engine, PowerGraph, and made experiments intensively.
The results show that our partitioning technique improves the response time of PageRank computation 3.2
times faster at most than HDRF, a streaming-based partitioning approach.
Keywords: graph partitioning, graph mining, distributed processing

1. はじめに

ザ数は，2016 年 6 月時点で 11.3 億人であったと報告され
ている *1 ．ここで，Facebook のユーザを頂点，ユーザ間

近年，ソーシャルグラフや Web グラフのような大規模な

のつながりをエッジとすると，Facebook のユーザ間の関

グラフデータがさまざまな分野でよく見られるようになっ

係性をグラフデータで表現することができる．このような

た．例えば，Facebook の 1 日当たりの平均アクティブユー

大規模なグラフデータを高速に分析処理するための技術と
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して，分散グラフ処理技術への注目が高まっている．
著名な分散グラフ処理フレームワークとして，Pregel[1]
や GraphLab[2]，PowerGraph[3]，GraphX[4] 等が挙げら
*1

https://investor.fb.com/investor-news/press-releasedetails/2016/Facebook-Reports-Second-Quarter-2016Results/default.aspx
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れる．これらのフレームワークは共通して，入力となるグ

テップからなる．一つ目のステップでは，各クラスタの等

ラフデータを計算機台数と同数の部分グラフに分割し，そ

粒度性を保ちつつ，Modularity[8] の値が大きくなるよう

れらを各計算機に割り当ててから分析処理を行う．各計算

にクラスタをマージしていく．Modularity[8] とは，グラ

機は自身に割り当てられた部分グラフに対する処理に責

フクラスタリングの品質を評価するための指標のひとつで

任を持ち，部分グラフ中の各頂点および各エッジに紐付け

ある．一般的に，Modularity の値が大きくなるようにグラ

られたデータを繰り返し処理によって更新していく．ここ

フ分割を行うと，クラスタ内のエッジは密に，クラスタ間

で，分散グラフ処理におけるグラフ分割は，分析処理中の

のエッジ（切断エッジ）は疎になるという特徴がある．し

通信コストおよびロードバランスに大きな影響を与える重

たがって，Modularity の値を大きくすることによって切

要な要素である．例えば，グラフ分割によって切断された

断エッジ数を削減することができる．二つ目のステップで

頂点またはエッジは計算機間をまたがって存在することに

は，最終的に得られるクラスタの等粒度性が高くなるよう

なるが，分析処理時にはそれらを通じて計算機間でデータ

にクラスタをマージしていく．このステップでは隣接する

のやりとりが行われる．したがって，切断エッジまたは切

クラスタの組をマージすることによって切断エッジ数を削

断頂点の数が少なくなるようにグラフデータを分割するこ

減するものの，各クラスタの内包エッジ数が同程度になる

とで，分析処理中の通信コストを削減することができる．

ように調整することを第一の目標としている．三つ目のス

また，グラフデータに対する分析処理の多くは，処理する

テップでは，前述の処理で得られた edge-cut 方式のクラス

エッジ数が多いほど計算負荷が増大する [5] ことから，他の

タを vertex-cut 方式のクラスタへ変換する．これにより最

計算機に比べ多くのエッジを割り当てられた計算機は，分

終的な計算負荷の偏りをさらに小さくすることができる．

析処理に要する時間が長くなる．処理を早く終えた計算機

提案手法は，一つ目のステップにおいてクラスタの逐次集

は，全ての計算機が処理を終えるまで待機状態となるため

約手法 [9] を採用することによって，大規模なグラフデー

非効率的である．各部分グラフの内包エッジ数が同程度と

タであっても高速に，かつ高品質に分割することができる．

なるようにグラフデータを分割することで，計算負荷の偏

本稿では，提案手法を既存の分散グラフ処理フレームワー

りを抑え，分析処理時間を短くすることができる．ここで

クである PowerGraph に組み込み，従来のグラフ分割手法

本稿では，各部分グラフの内包エッジ数が同程度であるよ

を用いた場合との比較実験を行った．その結果，従来のグ

うな状態のことを等粒度性が高いと表現することとする．

ラフ分割手法である HDRF[6] に比べ各計算機の送信バイ

また，切断エッジ数が少なく，かつ等粒度性が高くなるよ

ト量を最大 94%削減した．また，PageRank の分析処理を

うなグラフ分割のことを，品質の高いグラフ分割と表現す

最大 3.2 倍高速化できることを確認した．

ることとする．品質の高いグラフ分割によって，分散グラ
フ処理における分析処理を高速化することができる．

本稿の構成は以下の通りである．2. 章で本稿の前提とな
る知識について概説する．3. 章で提案手法の詳細について

既存の分散グラフ処理フレームワークに用いられている

説明し，4. 章にて提案手法の評価と分析を行う．5. 章で関

著名なグラフ分割手法として，oblivious[3] や HDRF[6] な

連研究について述べ，6. 章で本稿をまとめ，今後の課題に

どが挙げられる．これらの手法は，頂点やエッジのデータ

ついて述べる．

が読み込まれた時点で割り当て先となる計算機を逐次決
定することにより，大規模なグラフデータを高速に分割す

2. 前提知識

ることができる．また，これらの手法は頂点を切断して各

2.1 レプリケーションファクタとロードバランスファクタ

エッジをいずれかの計算機に一意に割り当てる vertex-cut

近年の分散グラフ処理フレームワークには，負荷分散に

方式のグラフ分割手法である．vertex-cut 方式は，エッジ

優れていることから，頂点を切断しエッジの割り当て先を

を切断して各頂点をいずれかの計算機に一意に割り当てる

一意に決める vertex-cut 方式のグラフ分割を採用するもの

edge-cut 方式に比べ負荷分散に優れており [3][7]，oblivious

が多い．vertex-cut 方式のグラフ分割の品質を評価するた

と HDRF も多くの場合において最適に近い等粒度性を実

めの指標として，レプリケーションファクタとロードバラ

現することができる [3][6]．しかし，これらの手法は負荷分

ンスファクタがある．レプリケーションファクタ [3] は通信

散には優れているものの通信コストは大きくなる傾向があ

コストを評価するための指標であり，元のグラフデータの

り，それが分析処理性能を悪化させる要因となりやすい．

頂点数に対し，実際の分析処理において計算機上に格納さ

したがって本稿では，通信コストの削減と計算負荷の均

れる頂点の複製数がどれぐらい多いかを表す．vertex-cut

衡化とをバランスよく両立し，分散グラフ処理における分

方式では，頂点が切断されると，その頂点と連結するエッ

析処理を高速化するグラフ分割手法を提案する．提案手法

ジが割り当てられた計算機上に頂点の複製が格納される．

は全ての頂点が異なるクラスタに属した状態から処理を始

同じ頂点から生成された複製間では，分析処理中にデータ

め，クラスタの組をマージさせていくことで最終的に計算

の整合性を保つための通信が行われる．したがって，グラ

機台数と同数のクラスタを導出する．提案手法は三つのス

フ分割によって生成される頂点の複製数が少ないほど通信
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コストを抑えることができる．グラフデータの頂点集合を

V ，頂点 v ∈ V の複製の集合を R(v) とした時，レプリケー
ションファクタ RF は以下の式で定義される．

RF =

1 ∑
|R(v)|.
|V |

(1)

v∈V

上式の RF の値が小さいほど，分析処理中の通信コストを
抑えることができる．
一方，ロードバランスファクタは計算負荷の偏りを評価
するための指標である．vertex-cut 方式を採用しているフ
レームワークでは，ロードバランスを評価するために以下

m∈M

{

∆Qij = 2

|Eij |
−
2|E|

(∑

k∈C

|Eik |

2|E|

)(∑

k∈C

|Ejk |

2|E|

)}

.

(5)

上式の ∆Qij が大きくなるようなクラスタの組 i, j をマー
ジすることによって，グラフデータ全体の Modularity を

のような式 [3] が用いられる．

max |E(m)| < λ

提案手法では，式（4）の Q の値が大きくなるようにク
ラスタのマージを行う．しかし，マージするクラスタの
組の候補全てに対し，それらをマージした場合の式（4）
を計算すると計算コストが非常に大きくなる．したがっ
て提案手法では，マージするクラスタの組を決定する際
に，Clauset らが導出した Modularity の変化量を求める指
標 [10] を用いる．隣接するクラスタの組 i, j をマージした
場合の Modularity の変化量 ∆Qij は以下のように定義さ
れる．

|E|
.
|M |

向上させることができる．提案手法では，上記の ∆Qij の

(2)

値とそれぞれのクラスタが内包するエッジ数の比率を合成
した指標を用いる．詳しくは 3.1 節で述べる．

ここで，E はグラフデータのエッジ集合，M は全計算機か
らなる集合，E(m) は計算機 m に割り当てられているエッ

3. 提案手法

ジ集合を表す．また，λ は 1 以上の小さな実数であり，グ

提案手法は，等粒度性を保ちつつ Modularity の値を大

ラフ分割によるタスク量の偏りをどの程度許容するかを表

きくすることで切断エッジ数を削減し，分散グラフ処理に

すパラメータである．すなわち式（2）は，計算機に割り当

おける分析処理を高速化する．提案手法は，三つのステッ

てられる最大のエッジ数を，計算機当たりの平均エッジ数

プを経て，最終的に k 個（計算機台数個）のクラスタを導

の何倍まで許容するかということを表している．ここで，

出する．一つ目のステップは Modularity クラスタリング

式（2）から以下のような指標を導くことができる．

ステップである．このステップでは，各クラスタの等粒度

|M |
λ=
max |E(m)|.
|E| m∈M

(3)

性を保ちつつ Modularity の値が大きくなるようにクラス
タをマージしていく．最終的なクラスタの等粒度性を高め

本稿では，式（3）の λ をロードバランスファクタと呼び，

るため，このステップでは k 個よりも多いクラスタを導出

等粒度性を評価するための指標として用いる *2 ．

するにとどめる．二つ目のステップは等粒度クラスタリン
グステップである．このステップでは，最終的に得られる

2.2 Modularity

クラスタの等粒度性が高くなるように隣接するクラスタを

提案手法では，切断エッジ数を削減するために Modu-

マージしていく．三つ目のステップは，edge-cut 方式から

larity[8] の値が大きくなるようにクラスタのマージを行う．

vertex-cut 方式への変換である．このステップでは，クラ

そこで，本節ではグラフクラスタリング指標の一つである

スタ間エッジを内包エッジ数の少ない方のクラスタに振り

Modularity について概説する．

分けることで変換を行う．以下に本手法の詳細について述

Modularity は，グラフデータのクラスタリング結果が，

べる．

元のグラフデータと頂点数および各頂点の次数が同じであ
るランダムグラフのクラスタリング結果からどの程度乖離
しているかを表す数値である．一般的に，Modularity の値

3.1 Modularity クラスタリングステップ
Modularity クラスタリングステップでは，各クラスタの

が大きくなるようにグラフデータを分割すると，クラスタ

等粒度性を保ちつつ Modularity が高くなるようにクラス

内のエッジは密に, クラスタ間のエッジ（切断エッジ）は疎

タをマージしていく．このステップでは，クラスタ i に対

になるという特徴がある．そのため，Modularity の値を大
きくすることで切断エッジ数を削減できると考えられる．
グラフ分割により得られるクラスタの集合を C ，クラスタ

i からクラスタ j へ接続されているエッジの集合を Eij と
した時，Modularity の値 Q は以下の式で定義される．
{
}
∑
∑ |Eii | ( j∈C |Eij | )2
−
.
(4)
Q=
2|E|
2|E|
i∈C

*2

ロードバランスファクタが大きいほど計算負荷の偏りが大きくな
り，等粒度性が低くなる
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し，脇田らが提案した指標 ∆Q′ij [11] の値が最大となるよ
うなクラスタ j をマージさせる．
(
)
|Ei | |Ej |
∆Q′ij = min
,
× ∆Qij .
|Ej | |Ei |

(6)

ここで，Ei はクラスタ i が内包するエッジの集合であり，

∆Qij は，2.2 節で述べたクラスタの組 i, j をマージした場
合の Modularity の変化量（式（5）
）である．式（6）右辺
の ∆Qij の値が大きくなるようなクラスタの組 i, j をマー
ジすることで Modularity の値が向上し，切断エッジ数を
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(
削減することができる．一方，min

|Ei | |Ej |
|Ej , |Ei |

)
は等粒度

性を評価するためのものであり，クラスタ i, j の内包エッ
ジ数の差が少ないほど高い数値を示す．式（6）を指標と
して用いることで，各クラスタの内包エッジ数の偏りを抑
えつつ Modularity の値を大きくすることができる．

Modularity クラスタリングステップでは，既存の Modularity に基づくクラスタリング手法の中で最も高速である
塩川らによるクラスタの逐次集約手法 [9] を用いる．この
手法は，Louvain 法 [12] と同等の品質でクラスタリングが
可能であり，かつクラスタのマージを逐次行うことでマー
ジ判定の際に参照するエッジ数を削減し高速なクラスタリ
ングを可能にする．
なお，Modularity クラスタリングステップでは k 個のク
ラスタを導出するということはせず，クラスタ数が k より
も多い状態で二つ目のステップに移る．理由は二つある．
一つ目は，式（6）でも等粒度性が低くならないように工夫
しているものの，このステップだけでクラスタのマージを
行っていくと多くの場合，各クラスタの内包エッジ数に偏
りがでてしまうからである．二つ目は，Modularity に基づ
くクラスタリングでは最終的に得られるクラスタ数はグラ
フデータの構造によって決まるため，このステップだけで
は望むクラスタ数を導出することができないからである．
提案手法では，クラスタ数が Modularity の値を大きくす
るようなクラスタの組が存在しなくなるか，クラスタ数が

a × k になった時点で二つ目のステップに移る．ここで，a
はユーザが指定する 1 以上の実数である．

3.2 等粒度クラスタリングステップ
等粒度クラスタリングステップでは，最終的に得られる
クラスタの等粒度性が高くなるようにクラスタをマージし
ていく．このステップでは，内包エッジ数の多いクラスタ
上位 k 個を種クラスタとし，種クラスタと隣接クラスタと
をマージしていくことで最終的に k 個のクラスタを導出す
る．内包エッジ数が多いものを種クラスタとすることで，
内包エッジ数が多いクラスタ同士のマージにより等粒度
性が大きく損なわれるという状況を防ぐことができる．ま
た，種クラスタと隣接クラスタとをマージすることで，ク
ラスタ間に存在していたエッジが種クラスタに内包される
ため，切断エッジ数を削減できる．なお，現実世界で見ら

Algorithm 1 等粒度クラスタリングステップの流れ
Input: C, k
Output: R

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:

R ← top k clusters(C, k)
C←C−R
while C ̸= ∅ do
m ← arg minr∈R {|inner edges(r)|}
N ← neighbors(m) ∩ C
if N = ∅ then
break
end if
for each n ∈ N do
merge cluster m and n, generate cluster m′
delete n from C
delete m from R, insert m′ into R
if m′ ̸= arg minr∈R {|inner edges(r)|} then
break
end if
end for
end while
merge f lag = true
while C ̸= ∅ and merge f lag do
merge f lag = f alse
for each c ∈ C do
N ← neighbors(c) ∩ R
if N ̸= ∅ then
merge f lag = true
m ← arg minn∈N {|inner edges(n)|
+ |cut edges(n, c)|}

26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:

merge cluster m and c, generate cluster m′
delete c from C
delete m from R, insert m′ into R
end if
end for
end while
for each c ∈ C do
delete c from C
N ← neighbors(c) ∩ C
while N ̸= ∅ do
for each n ∈ N do
merge cluster c and n, generate cluster c′
delete n from C
c ← c′
end for
N ← neighbors(c) ∩ C
end while
m ← arg minr∈R {|inner edges(r)|}
merge cluster m and c, generate cluster m′
delete m from R, insert m′ into R
end for
return R

れるようなグラフデータの中には，ある頂点からどれだけ
エッジを通じても辿りつけない頂点が存在するような非連
結なグラフも存在する．等粒度クラスタリングステップで

さいことから，この処理により切断エッジ数を削減しつつ

は，種クラスタからエッジを通じて辿りつけないクラスタ

等粒度性を高くすることができる．

が存在した場合，そのようなクラスタ同士でマージを行う．

等粒度クラスタリングステップの処理の流れをアルゴリ

その後，得られたクラスタを内包エッジ数が最も少ない種

ズム 1 に示す．また，主な記号の定義を表 1 に示す． アル

クラスタとマージする．実データでは多くの場合，種クラ

ゴリズム 1 は，入力としてクラスタ集合 C と最終的に得た

スタと非連結なクラスタはグラフ全体から見ると極めて小

いクラスタの数 k を受け取る．ここで，入力クラスタ集合

C は Modularity クラスタリングステップの出力として得
c 2031 Information Processing Society of Japan
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アルゴリズム 1 で使用されている主な記号の定義

Table 1 Definition of main symbols
記号

意味

C

入力クラスタ集合

k

導出したいクラスタの数

R

出力クラスタ集合

top k clusters(C, k)

C 内の内包エッジ数の多いクラスタ上位 k 個

inner edges(c)

クラスタ c の内包エッジ集合

neighbors(c)

クラスタ c の隣接クラスタ集合

cut edges(n, m)

クラスタ n, m 間の切断エッジ集合

(a) 初期状態
図 1

(b) 終了状態

等粒度クラスタリングステップのマージ例

Fig. 1 Example in load-balancing clustering step

られるクラスタ集合である．最初に，C 内の内包エッジ数

が小さいクラスタから優先してマージを行うとすると，ク

の多いクラスタ上位 k 個を種クラスタとして取得し出力ク

ラスタ 2 とクラスタ 3 がマージされる．その結果クラスタ

ラスタ集合 R に加える（1 行目）
．以降の処理では，R 内の

2 の内包エッジ数が 35 となるが，内包エッジ数が最少の種

種クラスタと C 内のクラスタをマージしていき C にクラ

クラスタはクラスタ 2 のままなので，クラスタ 2 のマージ

スタが存在しなくなった時点で R を出力する．このアルゴ

処理を続けクラスタ 5 とマージされる．クラスタ 2 の内包

リズムは，大きく三種類の処理に分けることができる．一

エッジ数が 55 となり，今度はクラスタ 1 が内包エッジ数

つ目の処理は，R 内で最も内包エッジ数の少ない種クラス

が最少の種クラスタとなるため，クラスタ 1 とクラスタ 4

タとその隣接クラスタをマージしていく処理である（3 行

がマージされる．これでクラスタ 1 の内包するエッジ数は

目〜17 行目）．内包エッジ数が最少の種クラスタからマー

65 となる．どちらの種クラスタも種クラスタ以外の隣接ク

ジを行うことで種クラスタの等粒度性を高めていく．ここ

ラスタが存在しなくなったため，残ったクラスタ 6 と内包

で，内包エッジ数が最少の種クラスタから優先してマージ

エッジ数が最少の種クラスタであるクラスタ 2 とをマージ

を行うのは，最終的に得られるクラスタの平均内包エッジ

する．最終的に，図 1(b) のような状態になる．内包する

数などは実行時には分からないためである．内包エッジ数

エッジ数はクラスタ 1，クラスタ 2 ともに 65 であり，切断

が最少の種クラスタとマージできるクラスタが存在しな

エッジ数は 10 となる．

くなった場合，以降の処理に移る．二つ目の処理は，内包
エッジ数が最少の種クラスタ以外の種クラスタと隣接する
クラスタのマージを行う処理である（18 行目〜31 行目）．

3.3 vertex-cut 方式への変換
提案手法は前述の二つのステップを経て edge-cut 方式

この処理では，C 内のクラスタに着目し，C から取得した

の k 個のクラスタを導出する．分散グラフ処理において

クラスタと隣接する種クラスタの中で最も内包エッジ数の

は，edge-cut 方式よりも vertex-cut 方式の方が負荷分散に

少ないものとをマージしていく．C 内に種クラスタと隣接

優れている [3][7] ため，提案手法では三つ目のステップで

するクラスタが存在しなくなった場合，次の処理に移る．

edge-cut 方式のクラスタから vertex-cut 方式のクラスタへ

三つめの処理は，種クラスタからエッジを通じて辿りつけ

の変換を行う．vertex-cut 方式への変換を行うためには，

ないクラスタのマージを行う処理である（32 行目〜46 行

クラスタ間をまたがるエッジをいずれかのエッジに振り

目）．まず，C からクラスタを取得し，取得したクラスタ

分ける必要がある．提案手法では，各クラスタ間エッジご

とそのクラスタからエッジを通じて辿りつける全てのクラ

とに，両端のクラスタのうち内包エッジ数が少ない方への

スタとをマージする（33 行目〜42 行目）
．そうして得られ

振り分けを行う．エッジを振り分けられたクラスタは内包

たクラスタを最も内包エッジ数の少ない種クラスタとマー

エッジ数を更新する（内包エッジ数に 1 を加える）．上記

ジする（43 行目〜45 行目）
．この処理により，種クラスタ

の処理によってクラスタ間エッジがバランスよく振り分け

の等粒度性を向上しつつ切断エッジ数を削減することがで

られ，最終的に等粒度性の高い vertex-cut 方式の k 個のク

きる．

ラスタを導出することができる．また，この方法では，切

等粒度クラスタリングステップにおけるマージの例を図

断エッジ（クラスタ間エッジ）をクラスタに振り分ける処

1 に示す．図中の円がクラスタを表し，円内の数値が内包

理によってのみ頂点が切断される．したがって，切断エッ

エッジ数を，線分上の数がクラスタ間エッジ数を表す．例

ジ数を削減することは切断される頂点を削減することにも

では，k = 2 であり，図 1(a) のグラフを二つのクラスタに

つながり，分析処理中の通信コストを抑えることが可能と

分割するとする．まず，種クラスタとして内包エッジ数が

なる．

多いクラスタ上位二つであるクラスタ 1 とクラスタ 2 が選
ばれる．次に，種クラスタ内で内包エッジ数が最少である
クラスタ 2 と隣接クラスタとのマージを行う．添字の数値

c 2031 Information Processing Society of Japan
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比較実験で用いたデータセット

を分割するヒューリスティックな手法である．HDRF は

Table 2 dataset
データ名

email-EuAll[13]

oblivious を改良した手法であり，多くのグラフデータにお

|V |

略称

|E|

Q

いて oblivious と同等かそれ以上の品質でグラフデータを

Eu

265,214

420,045

0.779

St

281,903

2,312,497

0.914

com-DBLP[13]

DB

317,080

1,049,866

0.806

スタリングステップの終了条件となるクラスタ数 a × k（a

web-NotreDame[13]

No

325,729

1,497,134

0.931

はユーザ指定の 1 以上の実数，k は計算機台数）を変化さ

amazon0505[13]

am

410,236

3,356,824

0.852

web-BerkStan[13]

Be

685,230

7,600,595

0.930

せて上記の性能評価を行った．本実験で用いたデータセッ

web-Google[13]

Go

875,713

5,105,039

0.974

トを表 2 に示す．いずれも，ソーシャルグラフや Web グ

soc-Pokec[13]

Po

1,632,803

30,622,564

0.633

ラフなどの実世界のデータに関するグラフデータである．

CA

1,965,206

2,766,607

0.992

なお，表中の略称は，図 2 中の表記と対応している．また，

wiki-Talk[13]

Ta

2,394,385

5,021,410

0.566

soc-LiveJournal1[13]

Li

4,847,571

68,993,773

0.721

uk-2002[14]

uk

18,520,486

298,113,762

0.986

webbase-2001[14]

ba

118,142,155

1,019,903,190

0.976

web-Stanford[13]

roadNet-CA[13]

分割できる．また，提案手法に関しては，Modularity クラ

表中の Q は式（4）で求められる Modularity の値である．
本実験では，実験環境として Amazon EC2 を使用した．
使用したインスタンスは r3.2xlarge の linux インスタンス
である．CPU は Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 であ
り，クロック数は 2.50GHz，コア数は 4 である．メモリは

60GB のものを使用した．また，インスタンス間のデータ
伝送速度はおよそ 1.03Gbps であり，hdparm を-t オプショ
ンをつけ実行することで得られたディスク読み込み速度
はおよそ 103MB/sec である．提案手法の実装には C++を
用いた．コンパイルに使用した g++のバージョンは 4.8.1
であり，最適化オプションとして-O3 を使用した．また，

PowerGraph も C++で実装されており，上記と同様の条
図 2 Modularity と通信コストの関係性

件でコンパイルを行った．

Fig. 2 Relationship between Modularity and communication
cost

4.1 グラフ分割指標による性能評価
本実験では，表 2 の各グラフデータに対し，各グラフ分

散グラフ処理フレームワークである PowerGraph[3] に組み

割手法を用いた場合のレプリケーションファクタおよび

込み，以下のような性能評価を行った．

ロードバランスファクタを計測した．本節では，レプリ

( 1 ) グラフ分割指標による評価

ケーションファクタおよびロードバランスファクタを用い

通信コストと相関のあるレプリケーションファクタ
（式（1））と，計算負荷と相関のあるロードバランス
ファクタ（式（3））による評価を行った．

( 2 ) 分析処理時間，通信量，各計算機の分析処理時間の偏

た評価 · 分析の結果を示す．

4.1.1 Modularity と通信コストとの関係性
提案手法は分析処理中の通信コストを抑えるために，

Modularity の値が大きくなるようにグラフを分割するこ

りの評価

とで切断エッジ数を削減するという方法をとっている．そ

実際に分析処理を行った場合の分析処理に要した時

こで本節では，グラフデータの持つ Modularity の値と通

間，通信バイト量と各計算機の処理時間の偏りを計測

信コストとの関係性についてまとめた結果について示す．

し比較を行った．

通信コストの評価にはレプリケーションファクタの値を用

( 3 ) スケーラビリティの評価

い，従来手法である random および HDRF に対してどれだ

計算機台数を変化させた場合の分析処理時間，グラフ

けレプリケーションファクタの値を抑えられたかによって

分割時間および合計実行時間を計測し，スケーラビリ

提案手法の効果を評価した．図 2 に，表 2 の各グラフデー

ティの評価を行った．

タにおける Modularity の値と通信コストとの関係性を示

上記の性能評価では，提案手法と比較するために，Pow-

す．横軸はグラフの持つ Modularity の値である．縦軸は，

erGraph に用いられている既存のグラフ分割手法である

従来手法を 1 とした場合の従来手法と提案手法とのレプリ

random, oblivious[3], HDRF[6] についての性能評価も行っ

ケーションファクタの比である．すなわち，縦軸の値が小

た． random は，頂点およびエッジの割り当て先となる計

さいほど従来手法に対してレプリケーションファクタを削

算機をハッシュ値を用いて決める最も単純な手法である．

減できていることを表す．なお，分割数は 64 とした．図 2

oblivious は，高い等粒度性を実現しつつ random よりもレ

から，多くのグラフデータにおいて，グラフデータの持つ

プリケーションファクタが小さくなるようにグラフデータ

Modularity の値が大きくなるほど従来手法に対する提案手

c 2031 Information Processing Society of Japan
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図 3

計算機台数を変化させた場合のレプリケーションファクタ

Fig. 3 Scalability experiments for replication factor

図 4

計算機台数を変化させた場合のロードバランスファクタ

Fig. 4 Scalability experiments for load balance factor

法の通信コストに関する優位性は高くなることが分かる．

4.1.2 レプリケーションファクタ

4.1.3 ロードバランスファクタ
図 4 に，計算機台数を 8 台，16 台，32 台，48 台，64 台と変

図 3 に，計算機台数を 8 台，16 台，32 台，48 台，64

化させた場合の各グラフ分割手法におけるロードバランス

台と変化させた場合の各グラフ分割手法におけるレプリ

ファクタを示す．図 4 から，従来手法はいずれもロードバ

ケーションファクタを示す．なお，表 2 の全てのグラフ

ランスファクタの値がほぼ 1 に近く最適な値となっている

データにおいて同様な傾向の結果が得られたため，本稿で

のに対し，提案手法は従来手法よりもロードバランスファク

はサイズの大きなグラフデータである soc-LiveJournal1，

タが大きくなっていることが分かる．表 2 のグラフデータ

uk-2002，webbase-2001 についての結果のみ示す．図中の

では，com-DBLP，amazon0505，web-Google，soc-Pokec，

グラフ分割手法 cluster(nK) は，Modularity クラスタリン

wiki-Talk に関しては提案手法によって random よりもロー

グステップで導出されるクラスタ数が n × 1000 の場合の

ドバランスファクタを抑えることができたが，それ以外の

提案手法のことを指している

*3 ．図

3 から，いずれのグラ

グラフデータに関しては，従来手法よりもロードバランス

フデータにおいても，従来手法より提案手法の方がレプリ

ファクタが大きくなるという結果が得られた．HDRF と

ケーションファクタを小さくすることができていることが

比較すると，soc-LiveJournal1 では最大 1.1%，uk-2002 で

分かる．HDRF と比較すると，soc-LiveJournal1 では最大

は最大 3.3%，webbase-2001 では最大 13% ロードバランス

12%，uk-2002 では最大 70%，webbase-2001 では最大 56%

ファクタが増大した．

レプリケーションファクタを削減することができた．ま
た，表 2 と合わせて，Modularity の値が大きいグラフデー
タほどレプリケーションファクタを削減できていることが
分かる．

4.2 分析処理を行った場合の性能評価
4.1 節では，グラフ分割の品質を評価するための指標で
あるレプリケーションファクタとロードバランスファク
タを用いて各グラフ分割手法の性能比較を行った．本節で
は，提案手法を実装した PowerGraph を用いて実際に分析

*3

uk-2002 および webbase-2001 において n の値が小さい場合の
結果が記されていないのは，データのサイズが大きいために，n
の値を小さくしすぎると Modularity クラスタリングステップの
処理に膨大な時間を要してしまうからである．
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図 5

分析処理時間（random を 1 とした場合）

Fig. 5 Runtime experiments for graph analysis patterns (result is normalized to random
partitioning)

図 6

各計算機の平均送信バイト量（random を 1 とした場合）

Fig. 6 Average communication cost per machines for graph analysis patterns (result is
normalized to random partitioning)

計算機台数は 64 台固定とし，結果を載せるグラフデータ

節で述べる．

は 4.1.2 節，4.1.3 節と同じとする．本実験では，以下の 3

4.2.2 送信バイト量

つの分析処理を実行した．

1) PageRank[15]：ウェブページの重要度を計算するため
に考えられた分析処理

各分析処理における分析処理中の送信バイト量を図 6
に示す．縦軸は各計算機の送信バイト量の平均値であり，

random を 1 としている．図 6 から，提案手法は，従来手法

2) SSSP(single-source shortest path)：ある一つの頂点か

を用いた場合に比べて送信バイト量を大幅に削減できてい

ら他の全ての頂点への最短距離を求める分析処理

ることが分かる．uk-2002 の場合が最も送信バイト量を削

3) CC(Connected Component)：グラフデータ内から頂

減できており，HDRF と比較すると，PageRank では最大

点が連結された部分グラフを抽出する分析処理．

94%，SSSP では最大 62%，CC では最大 95% 送信バイト

4.2.1 分析処理時間
各分析処理を実行した場合の分析処理時間を図 5 に示

量を削減できた．図 3 とも合わせて，従来手法に対するレ
プリケーションファクタ削減の効果が大きいグラフデータ

す．縦軸は random の分析処理時間を 1 とした場合の比と

ほど送信バイト量を削減できていることが分かる．また，

なっている．図 5 から，いずれの分析処理においても提

各分析処理の実際の送信バイト量には大きな差があり，グ

案手法によって分析処理を高速化できていることが分か

ラフデータを uk-2002，グラフ分割手法を random とした

る．uk-2002 の場合が最も分析処理を高速化できており，

場合，各計算機間の平均送信バイト量は，PageRank では

HDRF と比較すると，PageRank では最大 3.2 倍，SSSP で

21GB，SSSP では 0.17GB，CC では 1.5GB であった．こ

は最大 1.2 倍，CC では最大 2.2 倍分析処理を高速化でき

の結果と図 5 から，通信コストが高くなるような分析処理

た．図 3 の結果と合わせて，従来手法に対するレプリケー

では，レプリケーションファクタを削減することによる高

ションファクタ削減の効果が大きいグラフデータほど，分

速化の効果が高くなると考えられる．

析処理を高速化できていることが分かる．また，分析手法

4.2.3 各計算機の分析処理時間の偏り

ごとの高速化の効果の違いは，各分析手法における通信コ

本実験では，各計算機の分析処理に要した時間を計測し

ストの大きさによって違うと考えられる．詳しくは 4.2.2

た．この実験では，同期処理を行う際に発生する待ち時間
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図 7 各計算機の分析処理時間の偏り率（random を 1 とした場合）

Fig. 7 Imbalance ratio of runtime for graph analysis patterns (result is normalized to
random partitioning)

図 8

計算機台数を変化させた場合の PageRank の分析処理時間，グラフ分割時間および合計
実行時間 (使用データ：webbase-2001)

Fig. 8 Scalability experiments for analysis runtime, graph ingress time, and total time
(using webbase-2001 dataset and PageRank analysis pattern)

は含めず，実際の計算処理に要した時間のみを計測した．

は，グラフデータの読み込みを始めてから分析処理が終了

そして，各計算機の分析処理時間の偏りを，分析処理時間

するまでに要した時間のことであり，グラフ分割時間は合

の最大値を平均値で割るというロードバランスファクタと

計実行時間から分析処理時間を引いて求めた時間である．

同様の方法で評価した

*4 ．測定結果を図

7 に示す．4.2.1

webbase-2001 を入力とし，PageRank を実行した場合の分

節，4.2.2 節と同様に，縦軸は random の数値を１として

析処理時間，グラフ分割時間および合計実行時間を図 8 に

いる．図 7 から，提案手法は従来手法と比較しても大きな

示す．図 8 から，提案手法を用いた場合は計算機台数の増

分析処理時間の偏りがなかったことが分かる．提案手法の

加に伴って分析処理が速くなっていることが分かる．また，

ロードバランスファクタは従来手法よりは大きいものの，

全ての計算機台数において，提案手法が従来手法より分析

1 に近い値となっているため，各計算機の分析処理時間の

処理を高速化できていることが分かる．グラフ分割時間に

偏りを従来手法と同程度に抑えることができたと考えられ

関しては，oblivious と HDRF ではグラフ分割時間が計算

る．なお，提案手法における各計算機の分析処理時間の最

機台数の増大に合わせてほぼ線形に増大していることが分

大値と平均値の比率は，およそ 1.2〜1.6 程度であった．

かる．この二つの手法は読み込んだエッジの割り当て先を
逐次決定しているが，その際に各計算機に対してスコアを

4.3 スケーラビリティの評価実験

計算し，最もスコアが高くなる計算機にエッジを割り当て

本実験では，各グラフ分割手法において計算機台数を変

る．したがって，計算機台数が増えるとスコア計算のコス

化させた場合の分析処理時間，グラフ分割時間および合計

トが線形に増大するため，それに合わせてグラフ分割時間

実行時間を計測し比較を行った．ここで，合計実行時間と

も線形に増大しているのだと考えられる．一方，random
および提案手法は，計算機台数の増大に合わせてグラフ分

*4

このような方法で分析処理時間の偏りを評価するのは，それぞれ
のグラフ分割手法ごとに各計算機の分析処理時間の平均値が異な
るため，標準偏差では計算処理時間の偏りの評価が難しいためで
ある．
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台におけるオブジェクト構築時間が短くなっているため，

高速化できることを示した．今後の課題として，ロードバ

このような結果になったと考えられる．この結果から，計

ランスのさらなる改善や，一つ目のステップの終了条件を

算機台数が多い場合では，提案手法のほうが従来のヒュー

決めるパラメータ a を自動で決定する方法についての検討

リスティックな逐次割り当て手法よりも高速にグラフ分割

などが考えられる．

が可能であることが示された．そして，合計実行時間に関
しては，全ての計算機台数において提案手法により合計実
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