TotalView Case Study
TotalView® を使って開発時間を数ヶ月短縮

OpenGeoSolutions 社は、2001 年
1 月に設立され、カナダアルバー
タ州カルガリーに本社を置く地球
物理学サービスを主なビジネスと
する成長中の会社です。スペクト

OpenGeoSolutions 社のツールキットは強力ですが、データが期待通りにならず、プログラ
ムにストレスを与えすぎて障害になる場合もあります。障害が起きた場合、障害の原因を
診 断 し、で き る だ け 早 く コ ー ド を オ ン ラ イ ン に 戻 す 必 要 が あ り ま す。当 初、
OpenGeoSolutions 社は、ddd、pgdbg、Sun Studio11 といったデバッガをいくつか使っ
ていました。最終的に OpenGeoSolutions 社は、TotalView が、必要としている機能すべて
を実装している唯一のデバッガであるという結論に達しました。

ル分解・反転サービスはこの技術
を発明したチームが提供し、専門

課題

的な信号分析により、顧客の地質

OpenGeoSolutions 社は、石油業界にスペクトル分析・反転および高性能信号分析サービス
を提供しており、処理用ツールキットである OpenSeis との不測の問題でプロセスストリー
ムをダウンさせる訳にはいきません。OpenGeoSolutions 社の顧客は、受領から、処理した
結果と文書を返却するまでの所要時間として 2 週間以内を期待しています。この納期と、
OpenGeoSolutions 社が絶えずその納期を守っていることが、OpenGeoSolutions 社が成功
している理由の一つとして挙げられます。

データ品質問題の把握・解決に貢
献しています。

OpenGeoSolutions 社 は、地 震 リ
ソースの判断に使われる高性能信
号分析のリソースとして急速に知
られるようになってきました。地
球科学者のチームは、カルガリー、
ヒューストン、シアトル、ロンド
ンにおり、石油開発・生産に従事
する顧客に対して技術ソリュー
シ ョ ン を 開 発 す る た め に
OpenGeoSolutions 社 の コ ー ド
ベースおよび新規機能の迅速な展
開に依存しています。

OpenSeis は、www.freeusp.org から入手できるオープンソースの FreeUSP ツールキット上
に構築されています (FreeUSP ツールキットの生成およびオープンソースへのリリースは主
に OpenGeoSolutions 社の科学者の責任で行われています )。OpenGeoSolutions 社はこの
開発プラットフォームを利用して、毎日のビジネスに使用する専用ルーチンを数多く構築
しています。知的財産の素早い開発・展開は、OpenGeoSolutions 社を市場の最先端に位置
させる要因で、予期しない問題からの回復も重要です。なぜなら新しいデータセットはコー
ドの新しいパスを利用することが多く、プログラミングに思いがけない「機能」があるこ
とを明らかにすることがあるからです。
コードの量が非常に多いため、会社内のたとえどんな人でも全てのプログラムを把握する
ことは困難です。何か問題が起きると、OpenGeoSolutions 社の開発者は、問題をデバッガ
にかけ、問題を早急に理解し、直し、プログラムとプロジェクトを元に戻す必要があります。
このためには、プログラマが使いやすく、Linux ベースで、グラフィカルなデバッガが必要
でした。

ソリューション
OpenGeoSolutions 社の開発者は、アプリケーション開発の手助けとしてローグウェーブソ
フトウェア社の TotalView デバッガを選択しました。TotalView は、Linux、UNIX、Mac OS
X 用の最先端マルチコアデバッガであり、C/C++、FORTRAN、UPC、MPI/Open MP で動作し、
パラレルプログラミングデバッグでの市場リーダーです。
TotalView は、アプリケーションが複数のマシンやプロセスに分散している、数千のプロセ
スにまで拡張される、世界で最も要求が高く複雑な多重処理アプリケーションが処理でき
るように設計されました。TotalView は、多言語サポート、内蔵ソースコード、メモリデバッ
グ機能を始めとする多くの先進機能があり、開発プロセスを効率化し、簡素化します。
TotalView を使用することにより、OpenGeoSolutions 社の開発者は、ソフトウェア製品の
質を上げながら、開発時間を大幅に短縮できました。
TotalView を使い始めてから、OpenGeoSolutions 社では開発時間を数ヶ月も短縮できまし
た。新規に開発したコードについて最初の段階でバグの数が大幅に減少したので、
開発者は、
タイトなスケジュールの顧客プロジェクトの納期を守り、製品出荷を遅らせることがなく
なりました。

利点
「デバッグ時、プログラマはデバッ
ガではなく、コードの理解に時間

「この機能がなければ、うちの開発者達は、大量のプリントアウトを出力し、コードの壊れ
た箇所を見つけ、直さなければならなかったでしょう」と OpenGeoSolutions 社の地球科
学者 Paul Garossino 氏は述べています。
「この種の間違い探しに費やす時間はまさに天文学
的な数字になります。」

を費やすべきです。アルゴリズム
に問題があった場合 TotalView を

TotalView の貢献

走らせると、問題箇所を発見・解

OpenGeoSolutions 社は、今や、実験の時間を取る必要はありません。コードのソースコー
ドデバッグ後、TotalView を走らせランタイムデバッグをやればいいだけです。TotalView
のデバッグ環境はとても使いやすいので実行中のアルゴリズムを簡単に見ることができま
す。プログラムフローの問題、変数の初期化と使用法の問題、また配列境界オーバーフロー、
IEEE 例外といった問題がすぐに表示され、簡単に診断、切り離し、修正ができます。

決しコードをタイムリーに生産環
境に戻すことができるので、われ
われのビジネスの成功には必要不
可欠です。」
Paul Garossino 氏
OpenGeoSolutions 地球科学者

「デバッグ時プログラマは、デバッガではなく、コードの理解に時間を費やすべきです」と
Garossino 氏は付け加えました「アルゴリズムに問題があった場合 TotalView を走らせると、
問題箇所を発見・解決しコードをタイムリーに生産環境に戻すことができるので、われわ
れのビジネスの成功には必要不可欠です。」
結局のところ、TotalView が OpenGeoSolutions 社にもたらした最大のメリットは、そのス
ピードです。OpenGeoSolutions 社は「地震トリアージ」条件下で TotalView を最大限に使
用することにより、TotalView は新しいアルゴリズムの研究開発段階で最も威力を発揮する
ことがわかりました。実行中のアルゴリズムを観察することにより、OpenGeoSolutions 社
はコードを最適化し、以前では不可能だった性能レベルを達成できました。TotalView は、
OpenGeoSolutions 社の Linux 開発プラットフォーム上で実行でき、OpenGeoSolutions 社
のコンパイラとも互換性があります。TotalView の先進生産性機能は OpenGeoSolutions 社
の開発者にとって特に以下の点で有益でした。
■
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■
■
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■
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配列へダイブ
配列の内容を実数、整数、文字等任意にキャスト
配列の内容をグラフィックに可視化
FORTRAN、C、C++ など多言語に対応
問題のある変数のアクティブな式の一覧を 1 つの画面で表示
ブレークポイント、バリアポイント、評価ポイントをインストール
不必要なブレークポイントの設定を避けるため「Run-to」機能を使用
サブルーチンへのステップイン / ステップアウト
配列境界外のメモリを調べる
コンパイル後の TotalView 自動更新でリスタート不要

新規コードのランタイムデバッグ中 OpenGeoSolutions 社の開発者は、TotalView を使うこ
とにより、貴重な時間をデバッガではなくコードの理解に使うことができます。
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ローグウェーブソフトウェアは、次世代 HPC アプリケーション開発のためのクロスプラッ
トフォーム開発ツールと組込みコンポーネントを提供する世界最大の独立系プロバイダー
です。 マルチコア、クラスタ、グリッド、GPGPU、スーパーコンピュータなどの HPC 環
境における開発をサポートし、大規模並列アプリケーション開発に最適なツールとコンポー
ネントを提供しています。高性能アプリケーション開発におけるプロトタイプの作成、開発、
デバッグ、最適化にかかる工数を削減し、生産性を向上させることができます。当社の製
品は、大規模で複雑なアプリケーション開発を行う世界各国の大手企業、教育機関、官公庁、
研究所で採用されています。詳細は、http://www.roguewave.jp/ をご覧下さい。
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