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あらまし グラフ型データベースは、 データをグラフ形式で蓄積し処理するデータベースである。 グラフ型データ

ベースはノ ード 間の関係性を表現するのに向いているため、 SNS(Social Networking Service)やソーシャルグラフを

基にしたリ コメンデーショ ンエンジンへの応用が期待されている。 グラフ型データベースで最も計算量が多い処理は、

グラフの探索である。 本論文では、 グラフ探索処理の並列化と GPU による高速化を実現し 、 その性能を評価する。

ここではグラフ型データベース Neo4j を対象に、 Dijkstra法や A*法を高速化する。 評価では、 Facebookの次数分布

を基にした 100,000 ノ ード のグラフに対して探索を行ったときの計算時間を測定した。 データ構造を変える際のオー

バーヘッド を含めない場合は、 オリ ジナルの Neo4jと比べて、 8 ノ ード で並列化すると 、 Dijkstra法において 16.2倍、

A*法において 13.8倍高速化できた。 一方、 GPUでは、 Dijkstra法において 26.2倍、 A*法において 32.8倍高速化で

きた。 オーバーヘッ ド を考慮しても、 この性能向上は有意である。
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Abstract Graph databases use graph structures to store data sets as nodes, edges, and properties. They are

used to store and search the relationships between a large number of nodes, such as social networking services

and recommendation engines that use customer social graphs. Since graph search queries typically require high

computation power, in this paper, we accelerate the graph search functions (Dijkstra and A* algorithms) of a graph

database Neo4j using multicore and graphics proceccing units (GPUs). We use 100,000-node graphs generated based

on a degree distribution of Facebook social graph for evaluations. Although our initial evaluation results do not

include overhead of building extra data structures, the results show that, compared to the original Neo4j, the 8-core

parallelized version improves the Dijkstra and A* search performance by 16.2x and 13.8x, respectively. The GPU

based implementation improves the Dijkstra and A* search performance by 26.2x and 32.8x, respectively.
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1. は じ め に

今日、 情報通信技術と各種センシング技術の発展にともな

い、 膨大な情報 (ビッグデータ ) が生成されている。 これらの

情報は主にデータベースとして蓄積されるが、 現在最もよく 使

われているデータベースシステムである RDBMS(Relational

DataBase Management System)は、 汎用性が高く 豊富な機能

を持つものの、 スケーラビリ ティ はそれほど高く ない。 そのた

め、 構造型スト レージと呼ばれる、 一つの機能のみに特化して

いるが、 スケーラビリ ティ に優れるデータベースが近年注目さ

れている。

本論文で扱うグラフ型データベースは構造型スト レージの一

種であり 、 データをグラフ形式で蓄積し処理するデータベース

である。 このデータ構造は、 ノ ード 間の関係性を表現するのに
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向いており 、 SNS(Social Networking Service)やソーシャルグ

ラフを基にしたリ コメンデーショ ンエンジンへの応用が期待さ

れている。 グラフ型データベースで最も計算量が多く 、 ボト ル

ネックとなる処理はグラフ探索処理である。 そこで、 グラフ型

データベースのスケーラビリ ティ を向上させるために、 マルチ

コアと GPU でのグラフ型データベースの高速化を実現し 、 そ

の評価を行う 。 本論文では、 グラフ型データベースの一つであ

る Neo4j を用いて、 Neo4jに実装されているグラフ探索処理の

アルゴリ ズムのう ち、 実用性の高い Dijkstra法と A*法の二つ

のアルゴリ ズムを高速化する。 具体的には、 OpenMP 互換ラ

イブラリ による並列化と CUDA による高速化を行い、 性能を

評価する。

本論文の構成は以下の通り である。 2章は本論文の関連研究

を述べる。 3章は対象とするグラフ型データベースの詳細を述

べる。 4章はマルチコアおよび GPU を用いたグラフ探索処理

の実装を述べる。 5章は計算時間とオーバーヘッ ド の評価を述

べる。 6章で本論文をまとめる。

2. 関 連 研 究

構造型スト レージの一種であるキーバリ ュースト ア型データ

ベースの GPU での実装および評価を Hertherington らが行っ

ている [1]。 CPU-GPU間のデータ転送を除いた場合、 33倍の

性能向上を得られているが、 データ転送のオーバーヘッ ド を考

慮すると 、 性能向上は大きく ない。 対して、 グラフ型データ

ベースの場合は、 キーバリ ュースト ア型と比べてデータ量に対

する計算量の割合が非常に大きいため、 データ転送のオーバー

ヘッ ド は小さく なる。

各種のグラフ探索アルゴリ ズムが GPU を用いて高速化でき

ることは、 数々の研究によって示されている。 Ortega-Arranz

らは Dijkstra法の高速化を GPU で行い、 CPU に対して、 最

大で 220倍の性能向上に成功している [2]。 Merrill らはグラフ

探索アルゴリ ズムの一つである幅優先探索の高速化を GPU で

行い、 CPU に対して最大 29倍の性能向上に成功している [3]。

また、 Nobart らはグラフの最小スパニングツリ ーを求めるア

ルゴリ ズムの高速化を GPUで行い、 CPU に対して最大 14倍

の性能向上に成功している [4]。 本論文では、 これらの利得がグ

ラフ型データベースに応用しても得られることを示す。

3. グラフ型データベース

本論文で、 高速化の対象とするグラフ型データベースはNeo4j

である。 Neo4j は Java言語で実装されたオープンソースかつ

代表的なグラフ型データベースの 1 つである。 3.1 節から 3.5

節では Neo4jに実装されているグラフ探索アルゴリ ズムについ

て説明する。

3. 1 Dijkstra法

Dijkstra法は、 重み付きグラフにおいてある始点からの最短

経路を求めるアルゴリ ズムである。 始点から重みの小さい順に

探索を行い、 最短経路が判明しているノ ード を増やしていく こ

とで全てのノ ード への最短経路を求める。 一般的な Dijkstra法

は始点から全てのノ ード への最短経路を求めるが、 Neo4jでは、

始点と終点を与え、 その 2点間の最短経路を求める仕様となっ

ている。 これは、 Dijkstra法を最後まで実行せず、 終点までの

距離が求まった時点で探索を終了することで実現する。

3. 2 A*法

A*法は、 Dijkstra法を改良したアルゴリ ズムである。 それぞ

れのノ ード に目的ノ ード までの重みの推定値を与え、 その推定

値が小さい順に探索を行う 。

3. 3 Shortest Path

Shortest Pathはある 2 ノ ード 間のホップ数が最小となる経

路を全て求めるアルゴリ ズムである。 始点からホップ数が少な

い順に全ての経路を探索し 、 目的ノ ード に到達した時点で終了

する。

3. 4 All Path

All Pathはある 2 ノ ード 間で、 設定したホップ数以下の経路

を全て求めるアルゴリ ズムである。 Shortest Path の終了条件

をホップ数に変更したものと同じである。

3. 5 All Simple Path

All Simple Pathは All Pathで求まる経路のうち、 同じノ ー

ド が二回現れる経路を除外したものである。

Shortest Path、 All Path、 All Simple Pathは条件が異な

るだけで、 探索処理自体は同じである。 よって、 Neo4j で実装

されているグラフ探索処理は実質 3種類といえる。 本論文では

Dijkstra法と A*法を扱う 。

4. グラフ探索の高速化

4. 1 隣接行列の作成

Neo4j は Java 言語で書かれており 、 ノ ード や辺に関する情

報をまとめ、 それらを様々な用途に使用できるよう 、 ノ ード や

辺はクラスとして定義されている。 Neo4jでのグラフ探索アル

ゴリ ズムはこれらのクラスのまま実装されているが、 このよう

なデータ構造をそのまま並列ライブラリ を用いて並列化した

り 、 GPU上に実装することは困難である。 そのため、 ノ ード

のノ ード ID と辺の両端のノ ード の ID と辺の重みの情報をそ

れぞれのクラスから抽出し 、 その ID から隣接行列を生成し 、

隣接行列に対して探索を行う 。 この場合、 通常の隣接行列に対

する探索をマルチスレッ ド と GPU で実装すればよく 、 直接実

装する場合より も単純化できる。

隣接行列はメモリ 使用量を抑え、 かつ隣接行列へのアクセス

数を減らして高速化するために、 通常の隣接行列ではなく 、 配

列として実装する。 図 1 はグラフで表現されたデータから配

列としてデータを抽出した様子を示している。 左側のグラフの

ノ ード の中の数字がノ ード ID、 辺の横の数字が辺の重みを表

している。 配列は、 図 1 に示すよう に、 辺の端点の数と同じ要

素数の配列 2 つと ノ ード 数と同じ要素数の配列 1 つを用意す

る。 配列 1 には、 それぞれのノ ード から出る辺の目的ノ ード を

入れ、 配列 2 には配列 1 に対応する辺の重みを入れる。 配列 3

はその要素に対応するノ ード IDのノ ード から出る辺が配列 1、

配列 2の何番目からに相当するかを入れ、 ポインタとして用い

る。 例えば、 図 1においてノ ード 3の 2番目のノ ード の重みを

知り たい場合は、 配列 3の 3番目の要素が指している場所から

2番目の配列 2 を参照すればよく 、 結果は 4 となる。

この配列に対して探索アルゴリ ズムを実装し 、 その結果を

Neo4j に返し 、 Neo4j で処理することで、 Neo4j で直接実行し

た場合と同じ出力形式で結果が得られる。
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図 1 隣接行列の配列への実装

4. 2 JOMP を用いた並列化

マルチスレッ ド での並列化は、 JOMP と呼ばれる Java を

OpenMP の構文で並列化する こ と ができ る API を 使用す

る [5]。 これを用いることで、 マルチスレッド によるデータの競

合が発生しなければ、 容易にマルチコアでの実装が可能である。

Dijkstra法では、 データの競合が発生する箇所はないため、 そ

のままマルチスレッ ド 化ができる。

しかし 、 A*法では、 計算対象のノ ード と計算が終了したノ ー

ド を保存するリ スト において競合が発生する。 通常は、 この二

つのリ スト は可変長配列やリ スト 構造で生成するが、 複数のス

レッ ド でリ スト に追加や削除を行う時に競合が発生する。 競合

を回避するため、 ノ ード 数と同じ要素数の配列を用いる。 ある

ノ ード がリ スト に入っている場合そのノ ード IDの要素を 1に、

入っていない場合 0 とすることで、 この二つのリ スト を実装す

る。 A*法では、 1つのノ ード を複数のスレッ ド で同時にリ スト

に追加、 削除することはないので、 この方法で競合は回避でき

る。 また、 リ スト のアクセスを高速化できる。 メモリ 使用量は

増加するが、 隣接行列の要素数の方が多く 、 このリ スト のメモ

リ 使用量の全体に占める割合は少ない。

4. 3 CUDA を用いた並列化

GPU での実装は、 jcuda という CUDA を Java から呼び出

す API を使用する [6]。

GPUにおける実装において、 重視すべきことは、 GPUが持

つ多数のコアを全て活用するよう に設計することである。 その

ためにスレッド 数をコア数に比べて多く するのが一般的である。

しかし 、 この実装ではスレッ ド 数を CUDAの 1 ブロックで扱

える最大のスレッ ド 数 1,024 とする。 これは、 コア数と同程度

の数である。 このよう に少ないスレッ ド 数で実装する理由は、

ブロック間で同期をとる場合一度カーネルを終了し 、 もう一度

カーネルを起動させるグローバル同期が必要だからである。

今回扱う アルゴリ ズムの Dijkstra法と A*法はいずれも、 次

に探索するノ ード を求めるために最小値を求める演算、 アルゴ

リ ズムの終了判定、 グラフの探索によるコスト の更新の 3つの

ステップを終了までループさせることで行う 。 このう ち、 ボト

ルネックとなる部分は 1 つ目の最小値を求める演算である。

最小値を求める演算はリ ダクショ ン演算の一つで、 CUDAで

は、 要素数と同数のスレッ ド 数として、 リ ダクショ ン演算を行

う カーネルを複数回再帰的に呼び出すことで実装するのが一般

的であり 、 この方法のほうが 1,024 スレッ ド で最小値を求める

より も高速である。 図 2は一般的な方法で最小値を求めるため

図 2 隣接行列の配列への実装 (a) スレッド 数=要素数の場合 (b)要素

数=1 ブロックで扱える最大数の場合

に要素数をスレッ ド 数として実装した場合とスレッ ド 数 1,024

として実装した場合のそれぞれのフローチャート である。

一般的なリ ダクショ ン演算は、 結果が求まるまで再帰的にリ

ダクショ ン演算を行うが、 図 2は 2回で結果が求まる場合であ

る。 図の四角の中がカーネルで処理する演算、 楕円の中が CPU

で行う演算である。 図 2(a)では、 まず、 最小値が求まるまで 2

回カーネルを呼び出してリ ダクショ ン演算を行う 。 次に、 ルー

プが CPU で実行されており 、 終了の条件分岐も CPU で行わ

なければならないため、 求めた最小値を CPU に転送し 、 終了

の条件分岐を行う 。 終了でなければ、 グラフの探索をしてコス

ト を更新する、 という流れをループで繰り 返す。

対して、 図 2(b)では、 1,024以上の要素数のリ ダクショ ン演

算は行えないため、 始めにスレッ ド ID+1,024の倍数の要素に

ついて最小値を求め、 要素数を 1,024 にしてからリ ダクショ ン

演算を行う 。 グローバル同期が必要ないため、 ループもカーネ

ル内で実行でき、 終了の条件分岐、 グラフ探索も同じカーネル

内で行う 。

図 2(a)では、 ループ 1回につき、 3回のカーネル呼び出しと

1回の CPUへの転送が必要となる。 対して、 図 2(b)では、 ア

ルゴリ ズムの始めにカーネルを呼び出すだけである。 カーネル

呼び出しと CPU への転送のオーバーヘッ ド が、 リ ダクショ ン

演算の高速化による利得より も大きいため、 スレッド 数は 1,024

とする方がアルゴリ ズム全体では高速になる。

スレッ ド 数を 1,024 とした場合、 GPU の多数のコア全てを

利用することはできない。 しかし 、 Kepler アーキテクチャの

GPUでは、 使っていないコアがある場合、 異なるスト リ ームと

して複数のカーネル実行することで、 カーネル並列に実行する

ことができる。 グラフ型データベースでは、 1 つの対象グラフ

に複数回の探索をすることが想定されるため、 複数のカーネル

を並列に実行することで、 レイテンシを変えずに、 スループッ

ト を向上させることができる。 1 つのカーネルでは、 全てのコ

アを利用できないが、 複数のカーネルを実行することで、 全て

のコアを活用することができる。
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5. 評 価

5. 1 対象グラフ

対象のグラフは、 平均次数を決めてランダムに生成したラン

ダムグラフと実在するデータに近いグラフとして、 Facebook

の次数分布に基づく グラフの二種類とした。

5. 1. 1 ランダムグラフ

ランダムグラフは、 平均次数を決め、 その次数に達するまで

ランダムに 2つのノ ード を選び、 重み付き双方向リ ンクで結ぶ

ことで生成した。 次数、 ノ ード 数と計算時間の関係を評価する

ために、 平均次数 10 と 100 の場合でノ ード 数を変化させ、 そ

れぞれ評価に用いた。

5. 1. 2 Facebookの次数分布に基づく グラフ

文献 [7] を基に、 Facebookの次数分布に近似した次数分布を

持つグラフを作成し 、 ノ ード 数を変化させて評価に用いた。 次

数の中央値は 99、 平均値は 197 である

5. 2 評 価 環 境

Neo4j、 マルチコアでの評価に用いた CPUは、 AMDOpteron

4238で動作周波数は 3.3GHzである。 マルチコアでのコア数は

全ての評価で 8 とした。 GPUの評価では、 ローエンド の GPU

として、 NVIDIA Quadro K600 を用い、 ハイエンド の GPU

として、 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti を用いた。 それぞれ

の GPUの主な性能は表 1 に示す。

表 1 GPU の主な性能

性能項目 Quadro K600 GeForce GTX 780 Ti

コア数 192 2,880

コアクロック 875MHz 875MHz

メモリ クロッ ク 900MHz 1,750MHz

メモリ バス幅 128bit 384bit

メモリ バンド 幅 29GB/s 336GB/s

5. 3 計 算 時 間

対象グラフとして想定する SNS等のノ ード 数である数百万

から数億ノ ード の探索をグラフ全体に対して行う ことは現実的

ではないため、 探索するノ ード を条件等を指定することで絞り

込み、 その対象グラフを探索することを想定して、 10,000 ノ ー

ド 、 50,000 ノ ード 、 100,000 ノ ード の 3種類のノ ード 数のグラ

フを探索したときの計算時間を測定した。 Neo4j以外での探索

は、 隣接行列を作成するオーバーヘッ ド が存在するが、 この節

ではオーバーヘッ ド は無視し 、 オーバヘッ ド に関しては 5.4節

で議論する。

5. 3. 1 Dijkstra法

Neo4jの仕様に合わせて、 一般的な Dijkstra法ではなく 、 始

点と終点を与えて、 2点間の最短経路を求める。 この評価では、

ランダムに始点と終点を選び、 実行したときの実行時間を用

いた。

図 3 に Neo4j、 マルチコア、 GeForce 780 Ti のそれぞれで

Dijkstra法を 1回実行したときの平均実行時間を示す。 Neo4j

の実行時間は平均次数が増えると、 大幅に増加するのに対して、

マルチコア、 GPU の実行時間は平均次数が増加しても 、 実行

時間はほぼ一定である。 この違いは、 それぞれの実装のデータ

構造の違いによるものである。 Neo4jは疎グラフに特化してい

るが、 グラフ型データベースでは、 様々な種類のグラフを扱う

ため、 次数によって計算時間の変化しない、 スケーラビリ ティ

の高い隣接行列による実装の方が適している。 実際に、 今回評

価に用いた Facebook に基づく グラフでは、 平均次数が高く 、

Neo4jの実行時間は平均次数が 10の場合に比べて最大 28.0倍

に増加した。

マルチコアでは、 Neo4jが特化している疎グラフの平均次数

10の 50,000 ノ ード の場合は Neo4j より 性能が僅かに悪化した

が、 その他の場合では性能向上に成功しており 、 Facebookに基

づく 100,000 ノ ード のグラフでは、 16.2倍に性能が向上した。

GeForce 780 Tiでは、 全ての場合で性能向上に成功しており 、

Facebook に基づく 100,000 ノ ード のグラフでは、 26.2倍に性

能が向上した。

図 4 は、 GPU のカーネル並列実行の効果を評価するため、

Dijkstra法を 100回連続で実行したときの実行時間をローエン

ド GPU Quadro K600 とハイエンド GPU GeForce 780 Tiの

それぞれでカーネルを逐次実行、 並列実行した場合で比較した

ものである。

Keplerアーキテクチャでは、 1つのブロックにつき 192個の

コアが使われる。 この数は Quadro K600のコア数と同じであ

る。 しかし 、 この場合もカーネルを複数並列実行することで、

リ ダクショ ンの途中等で計算に使用中のコアの数が 192 を下

回った場合やメモリ アクセスの途中に他のカーネルを実行する

ことで、 スループッ ト が向上する。 実際に、 Quadro K600 の

カーネル逐次実行と並列実行の場合を比較すると 、 並列実行に

よって、 1.5から 2.2倍の性能向上がみられた。

表 1に示したとおり 、 Quadro K600 と GeForce 780 Tiの性

能の違いは、 コア数と 、 メ モリ アクセスの速度であり 、 1 コア

の計算速度は同じである。 1 ブロックに使われるコア数が 192

であることから 、 Quadro K600 と GeForce 780 Ti の実行時

間の差はメモリ アクセス速度の差によるものと考えられる。 対

象ノ ード が 10,000の場合、 メモリ アクセス回数が少ないため、

差は小さいが、 50,000 ノ ード と 100,000 ノ ード では、 GeForce

780 Tiの方が 1.7から 2.2倍高速となった。

GeForce 780 Ti のカーネル複数実行は、 コア数が 192 を大

きく 上回っているため、 大幅な性能向上がみられ、 最大 15.4倍

の性能となった。

5. 3. 2 A*法

A*法では、 目的ノ ード までの重みの推定値を事前に与える必

要がある。 この評価では、 A*法の推定値としてよく 用いられる

値として、 それぞれのノ ード に座標を与え、 あるノ ード から目

的ノ ード への距離を用いた。 また、 推定値の決め方は使用用途

によって異なり 、 マルチコアや GPU での実装に加えてしまう

と用途によってその都度変更を加えなければならなく なるため、

推定値の計算は、 全て CPU のシングルコアの環境で行った。

Dijkstra法と同様、 始点と終点をランダムに決め、 実行したと

きの実行時間を用いた。 図 5 に Neo4j、 マルチコア、 GeForce

780 Tiのそれぞれで A*法を 1回実行したときの平均実行時間

を示す。

次数による実行時間の変化は Dijkstra法と異なる傾向を示し

た。 これはデータ構造によるものではなく 、 アルゴリ ズムの性

質によるものである。 A*法では、 推定値に基づき、 目的ノ ード

までの推定距離が最も短いノ ード を優先的に探索する。 よって、

次数が大きい方が、 目的ノ ード に近づける確率が高く なり 、 探
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(a)10,000 ノ ード (b)50,000 ノ ード (c)100,000 ノ ード

図 3 Dijkstra 法における Neo4j、 マルチコア、 GeForce 780 Ti の実行時間

(a)10,000 ノ ード (b)50,000 ノ ード (c)100,000 ノ ード

図 4 Dijkstra 法における Quadro K600、 GeForce780 Ti の逐次、 並列実行の実行時間

(a)10,000 ノ ード (b)50,000 ノ ード (c)100,000 ノ ード

図 5 A*法における Neo4j、 マルチコア、 GeForce 780 Ti の実行の実行時間

(a)10,000 ノ ード (b)50,000 ノ ード (c)100,000 ノ ード

図 6 A*法における Quadro K600、 GeForce 780 Ti の逐次、 並列実行の実行時間

索回数が少なく なる。 Facebook に基づく グラフの場合は、 平

均次数は多いが、 次数の中央値が 99 で、 10%のノ ード が次数

10 以下と 、 次数の少ないノ ード がランダムグラフに比べて多

い。 よって、 平均次数 100のランダムグラフが最も探索時間が

短く なる。 Neo4jでは、 10,000 ノ ード の時はこの傾向を示して

いるが、 50,000 ノ ード と 100,000 ノ ード ではデータ構造に基づ

く 影響の方が大きく なり 、 次数が増加するにつれて実行時間が

増加している。

マルチコアでは、 平均次数 10の 100,000 ノ ード の時は性能が

悪化しているが、 それ以外の場合は性能が向上した。 Facebook

に基づく 100,000 ノ ード のグラフでは、 13.8 倍の性能向上が

みられた。 GPU では、 全てのグラフにおいて性能が向上し 、

Facebookに基づく 100,000 ノ ード のグラフでは 32.8倍に性能

が向上した。 図 6 は、 A*法を 100回連続で実行したときの実

行時間をローエンド GPU Quadro K600 とハイエンド GPU

GeForce 780 Ti のそれぞれでカーネルを逐次実行、 並列実行

した場合で比較したものである。

図 5 と同様に、 アルゴリ ズムの性質により 、 どのノ ード 数、

実行環境でも、 平均次数 100の時の実行時間が短く 、 平均次数

10 の時の実行時間は長い。 また、 それぞれの環境での違いを

みると 、 図 4 と同様の傾向を示した。 Dijkstra法との違いとし

て、 GeForce 780 Ti のカーネル並列実行の時の性能向上の割

合が Djikstra法より も小さく なった。 これは、 CPU において

推定値を計算するのに生じるオーバーヘッ ド によるものだと考

えられる。

5. 4 オーバーヘッ ド

Neo4j で直接グラフ探索をせずに、 隣接行列を作り 、 その隣

接行列に対して探索を行う場合、 隣接行列の生成にかかる時間

はオーバーヘッ ド となる。 隣接行列は、 どちらのアルゴリ ズム

も同じものを用い、 マルチコア、 GPU も全て同じものを用い

るため、 ノ ード 数と次数によってのみ変化する。 このオーバー

ヘッ ド は、 隣接行列の生成の際のものであるため、 探索を実行
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(a)Dijkstra 法 (b)A*法

図 7 Neo4j の 1回の実行時間対 GeForce 780 Ti の 1回の実行時間とオーバーヘッド の和の比

図 8 隣接行列生成のオーバーヘッ ド

する毎に発生するものではなく 、 ある対象グラフに対しての複

数回の探索において、 最初の一度のみ発生する。 そのため、 こ

の実装方法は一つの対象グラフに対して探索の回数が多い用途

に向いているといえる。 逆に、 一つのグラフに一度しか探索を

行わないよう な用途では、 高速化は期待できない。

図 8はそれぞれのグラフの隣接行列を生成するオーバーヘッ

ド を表している。 図から 、 オーバーヘッ ド の大きさは、 ノ ード

数と次数の両方に比例して大きく なることがわかる。

図 7 は Neo4j の 1 回の実行時間対 GeForce 780 Ti の 1 回

の実行時間とオーバーヘッ ド の和の比を表している 。 すなわ

ち、 1 を越えた場合、 Neo4jの方が実行時間が長いことを表す。

GeForce 780 Ti の 1 回の実行時間は図 3 と図 5 のものを用

いた。

図 7(a)の Dijkstra法では、 ノ ード 数 50,000の平均次数 10の

場合を除いて、 全ての場合でオーバーヘッド を含めても GeForce

780 Tiのほうが高速となった。 これは、 この実装方法が最も不

利である条件下でも 、 Dijkstra 法は高速化できることを示す。

すなわち、 Dijkstra法では、 1 つの対象グラフに対して 1度し

か探索を行わないグラフデータベースとしては特殊な用途でも

この実装方法が利用できる。

図 7(b)の A*法では、 A*法の場合、 アルゴリ ズムの実行時間

が Dijkstra法より も短いため、 1回の実行では、 Neo4j より も

低速となり 、 複数回の実行でなければこの方法で高速化はでき

ない。

オーバーヘッ ド は対象グラフの全体の隣接行列を作成したと

きにかかるものであり 、 グラフの更新の際のオーバーヘッ ド は

これに比べて極めて小さい。 グラフ型データベースでは、 一度

作成したグラフを更新を繰り 返して長期間に渡って運用するの

で、 5.3節で述べたグラフ探索の性能向上は有意である。

6. 結 論

計算時間のみを考慮して 1回の実行時間をみた場合、 マルチ

コアでは Neo4jが特化している次数の少ないグラフを除いて高

速化に成功し 、 Facebook に基づく 100,000 ノ ード のグラフで

は最大 16.2倍の性能となり 、 ハイエンド の GPUでは、 全ての

グラフにおいて高速化に成功し 、 Facebook に基づく 100,000

ノ ード のグラフでは最大 32.8倍の性能となった。

オーバーヘッ ド を考慮して、 対象グラフを 1 回のみ探索し

た場合でも、 Dijkstra法の場合はほぼ全ての場合で高速化でき

る。 しかし 、 A*法を高速化することはできない。 しかし 、 グラ

フ型データベースでは、 1 つのグラフに対して何度も探索を実

行するので、 計算性能の向上は有意である。
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