TotalView Case Study

複雑なシミュレーション環境要件を
ターゲットとしたデバッガ
CAS 社 は、1979 年 に 創 立 さ れ、

CAS 社は防空・ミサイル防衛モデルおよびシミュレーションを試験・デバッグする目的で

アラバマ州ハンツビルに本社を有

TotalView を導入しましたが、それは開発者に期待以上の価値をもたらしました。開発サイ

し、国内外に 26 以上の拠点があ

クルを短縮し、コストを削減し、開発実績を大きく上げることに貢献しました。

ります。CAS 社は、国防総省全体
にサービスを提供し、兵器システ
ム全般のサポートおよび分析を専
門としています。CAS 社のサービ
ス は、戦 域 ミ サ イ ル 防 衛、防 空、
航空、地上戦闘ミサイルシステム
に 対 応 し て い ま す。CAS 社 は、
2010 年 9 月に Wyle 社に買収され
ました。

ニーズ

絶対に失敗しない開発ソリューションを求めて
パワフルな防空・ミサイル防衛システムをモデル化するソフトウェアプログラムにバグが
あってはなりません。2003 年に国防総省 (DoD) から防空・ミサイル防衛プログラムを技術
的にサポートする 5 年契約を受注した時 CAS 社はこのことを十分に理解していました。本
契約下、CAS 社は、下層防空・ミサイル防衛戦闘機のプロジェクトオフィスに性能データ
を提供するのに既存のモデルとシミュレーションを利用するつもりでした。これとともに、
CAS 社は、この防空・ミサイル防衛システムが他の兵器とどのように相互動作するかを忠
実にシミュレーションする必要がありました。DoD は、開発ツールについて 1 つの要件を
出しました。それは、Linux プラットフォーム上で動作する Fortran と C++ の Intel® コン
パイラと互換性がなければならない、というものでした。

DoD 契約の遂行のため、CAS 社は、
防空・ミサイル防衛のモデリング

しかしながら、デバッガの選考基準はもう少し複雑でした。CAS 社に提供されたり CAS 社

/ シミュレーションプログラム用

が開発するモデルやシミュレーションは、各種の高性能コンピュータプラットフォームで

に、Linux 版 Intel® コンパイラと

動作し、いろいろな言語で書かれていました。したがって、デバッグツールは、契約書に

互換性のある堅固なデバッグツー

書かれている以上に様々な要件を満足する必要がありましたし、高性能開発環境につきも

ルが必要でした。デバッガの要件

ののマルチスレッド問題にも対応する必要がありました。

としては、マルチスレッド環境対
応で、CAS 社の既存のシミュレー
ションプラットフォームとの互換
性が必要でした。

ソリューション

TotalView は多面的な要件を満足
各種のデバッガ要件をすべて満足するツールは TotalView だけです。Intel® コンパイラとの
互換性に関し、TotalView の開発者は以前 Intel と緊密に共同作業を行い、最適化を図りま
した。TotalView の更なる利点として、CAS 社が C++ に移植しなければならない既存のシ
ステムおよびプログラム言語のすべてに対応していることがあります。
「いくつかのデバッ

これらすべての要件を満たすデ

グツールを使うという選択肢もありましたが、費用や効果のことを考えるとこれは最適と

バッガは TotalView だけでした。

は言えません」CAS 社のモデル・シミュレーション部部長の Jim Knoblach 氏はこう言いま

TotalView は、高性能マルチスレッ

した。「しかし TotalView のデバッガはすべての要件を満足するだけでなく、たいへん堅固

ド環境に対応し、多くのプラット

なツールで、使いやすく、安心して使うことができました。」

フォームおよび言語をサポート
し、DoD 契約の要件である Intel®

TotalView には、コード開発の速度を早め、バグを早急に取り除くためのいくつもの先進機

コンパイラ用に最適化されていま

能があります。防空・ミサイル防衛プログラムに要求されるモデリングやシミュレーショ

す。

ンに特徴的なマルチスレッドコードのデバッグには、固有の問題があります。さらに、動
作環境が開発環境と異なることにより、微妙にタイミングがずれますが、これはマルチス
レッド処理固有の問題です。開発者は、TotalView を使うことにより、個々のプログラムス
レッドを正確に制御することにより、見逃しがちなバグを実験室で正確にトラブルシュー
トできます。完全 GUI によりスレッド作成およびグループ化を可視化できるのでプロセス
の明確化につながり、開発者は、バグをすばやく解析し、必要に応じてスレッドを操作で
きます。これら全てが、プログラムを再コンパイルしなくても可能です。

利点

「我々のシミュレーションの中にはコードの長さが 150 万行にもなるものがあります。我々

「我々のシミュレーションの中に

は、シミュレーションを決められたスケジュール内で完了しなければならない訳ですが、

はコードの長さが 150 万行にもな

多くは Fortran やその他の旧言語で書かれたソースコードを C++ に変換する必要がありま

るものがあります。我々は、
シミュ

す。TotalView デバッガを使うと、コードを移植したり、2 つの異なるプラットフォーム上

レーションを決められたスケ

で 2 つを並べてリアルタイムで表示・テストできるので、開発時間を 60 〜 70 パーセント

ジュール内で完了しなければなら
ない訳ですが、多くは Fortran や
その他の旧言語で書かれたソース
コードを C++ に変換する必要が

も短縮できました。」と Knoblach 氏は述べています。
「複数のデバッグツールを使った場合
は、このようなことは無理だったでしょう。他のツールを購入する必要がなかったので、
費用的には 40 パーセントの節約になりました。
」

あります。TotalView のデバッガ
を使うと、コードを移植したり、

大規模シミュレーション以外にも、CAS 社は、防空・ミサイル防衛設計分析用に規模の小

2 つの異なるプラットフォーム上

さなシミュレーションの開発も行いましたが、それはマルチスレッド環境で動作し、標準

で 2 つを並べてリアルタイムで表

のソースデバッガでは制御が難しいものでした。バグやサービス中断がないことが必須条

示・テストできるので、開発時間
を 60 〜 70 パーセントも短縮でき
ました」と Knoblach は述べてい
ます。「複数のデバッグツールを

件でした。TotalView は、スレッド完全制御、条件付きブレークポイント、メモリ使用率、ヒー
プ状態、メモリリーク検出といった総合的な機能セットを提供します。これによりソフト
ウェアの信頼性は 50 パーセントも向上しました。

使った場合は、こんなことは無理
だったでしょう。他のツールを購
入する必要がなかったので、費用
的には 40 パーセントの節約にな
りました。」

ローグウェーブソフトウェアについて
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

CAS 社モデル・シミュレーション

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

部部長 Jim Knoblach 氏

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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