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概要：
数万ノードの高並列システムを効率的にジョブスケジューリングする手法として，区間ジョブスケジュー
リング法を提案した．本手法は，時間軸方向をいくつかのスケジュール区間に分割し，個々のジョブをそ
のスケジュール区間単位に切り上げてスケジューリングすることで，スケジューリング時の探査コストを
抑える．本報告では更に，区間ジョブスケジューリング法にファイルステージングを導入した場合の性能
評価を行った．ファイルステージングはジョブ開始予定時刻よりも前に完了していなければならないため，
ジョブ開始予定時刻よりも先行してステージングを開始する必要がある．このステージングの先行する時
間を変化させることでスケジューリングに与えるステージングの影響やスケジューリング効率が変化する．
本稿では，ファイルステージングを考慮した上での区間ジョブスケジューリングの効率について評価した
結果を報告する．

1. はじめに

ングに要する計算時間も短くなり，大量のジョブを処理で
きるようになる．逆に時間軸を短く区切るとスケジューリ

スーパーコンピュータや大規模なクラスタシステムでは

ングに要する計算時間は長くなり，大規模システムでは

バッチジョブの形で大小様々なジョブが投入される．ジョ

ジョブスケジューリングが追いつかないことがある．時間

ブスケジューラは，時間規模やノード規模を考慮してジョ

軸方向の区間の区切り方をどのようにするかによって，ス

ブに計算資源を割り当てる．システムの利用率はジョブス

ケジューリングに要する計算時間およびシステム利用率，

ケジューラの資源割り当てアルゴリズムに左右され，シス

ジョブの実行状況が変化する．[4] では，近い未来では区間

テムの有効活用の観点からもジョブスケジューラには高い

を短く，遠い未来では区間を長くすることで，高いシステ

利用効率が求められている．TOP500[1] にランキングされ

ムの利用率と低いスケジューリングコストとなることを示

るスーパーコンピュータはノード数も数万から数十万と非

した．

常に大きく，投入されるジョブの数も多い．例えば 2014 年

一方で「京」や地球シミュレータなどの大規模システム

11 月の TOP500 ランキングで 4 位のスーパーコンピュー

では，計算ノードの I/O 性能を確保するために 2 階層の

タ「京」
（以下「京」
）の場合，2012 年 10 月から 2013 年 9

ファイルシステムを持っている．ジョブを実行するには，

月までに一月あたりに少ない月でも約 20,000 ジョブ，多い

これらファイルシステム間でファイルステージング (ファ

月で約 60,000 ジョブが実行されている [2], [3]．

イルのコピー)[5], [6] を行わなければならない．ファイル

我々は以前に効率よくジョブをスケジューリングする方

ステージングはジョブの実行開始前までに完了している必

法として区間ジョブスケジューリング法 [4] を提案した．

要があり，仮にステージングが完了していない場合はジョ

区間ジョブスケジューリング法は時間軸方向をいくつか

ブが計算ノードに割り当てられたまま実行待ちとなる．実

の区間に区切り，その区間単位でジョブのスケジューリン

行待ちが多く，または長くなればシステムの利用率の低下

グを行う方法である．時間軸を長く区切ればスケジューリ

を招く．ジョブスケジューラはこれら実行待ちがなるべく
発生しないようにジョブをスケジューリングすることが望
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ましい．そこで本稿では，区間ジョブスケジューリング法
にファイルステージングを組み合わせた場合の性能を評価
する．

2 章ではファイルステージング，3 章では区間ジョブス
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ステージインはジョブの実行開始予定時間に完了する．し
かし，実際にはジョブの指定経過時間とジョブの実行時間
には差がある．先行のジョブが指定経過時間よりも短く終
了した場合は，後続のジョブの実行開始予定時間が前に詰
められ早くなり，ステージインがジョブの開始に間に合わ
ない．
よってシステムの利用率を向上させるためには，さらに
先行してステージングを開始する必要がある．このような
ステージングの先行を考慮したジョブスケジューリングを
実現するために，図 2 に示すようにステージング先行時間
図 1 「京」の 2 種類のストレージ構成

を設ける．ステージング先行時間はジョブの実行開始予定
時間とステージングの開始時間の差と定義する．

ケジューリング法について述べ，4 章では評価のために実

図 2 の A,B は同じ計算ノードを使用するジョブを示す．

装したステージングを考慮したジョブスケジューラシミュ

(1),(3) はステージングに先行時間を設けてスケジューリ

レータについて説明する．5 章では提案手法を使ってジョ

ングした場合である．(2),(4) はステージングに先行時間を

ブをスケジューリングした場合のシステム利用率やジョブ

設けず，ジョブの開始直前にステージングが終わるように

の待ち時間等の変化について評価し，6 章でまとめについ

スケジューリングした場合である．(1),(2) のスケジュール

て述べる．

状況では，ジョブの指定経過時間とジョブの実行時間が等

2. ファイルステージング
「京」は計算ノードの I/O 性能を確保するために，ロー
カルファイルシステムとグローバルファイルシステムの 2

しいため，ステージングはジョブの実行開始前に完了し，
ジョブ A,B ともにステージングに関する実行待ち時間は発
生しない．つまり (1),(2) では A,B ともに同じ時間に実行
を開始できる．

階層のファイルシステムを持つ．図 1 に「京」の計算ノー

しかし仮にジョブ A が指定経過時間より早く終了した場

ドと 2 階層のファイルシステムの概要を示す．計算ノード

合は，先行時間を設けていない (4) ではジョブ B はステー

からファイルシステムへの I/O はすべて I/O ノードを経

ジング中で実行を開始できない．このためジョブ A が終了

由して行われる．ローカルファイルシステムはジョブが実

してからジョブ B のステージングが完了するまで計算ノー

行される際に計算ノードから使用されるファイルシステム

ドが空くことになる．(3) の先行時間を設けた場合は，ジョ

で高い I/O 性能を持つ．グローバルファイルシステムは

ブ A が早く終了してもジョブ B のステージングが既に終

利用者のプログラムやデータを保存する領域として使われ

わっているとジョブ B は即座に開始することができる．た

る．2 階層のファイルシステムを採用することで，ファイ

だし，ジョブ B が即座に開始するにはジョブ A の指定経

ルシステムの容量とジョブからの I/O 性能の両方を確保し

過時間と実際の実行時間の差とジョブ B のステージングに

ている．

要する時間以上に先行時間を設定なければならない．

ジョブを実行する際には，グローバルファイルシステム

ステージングにはジョブで使う計算ノードをスケジュー

からローカルファイルシステムへファイルをコピーし（ス

ル段階で決定する作用がある．ステージングの無いシステ

テージイン）
，ジョブの実行後はその結果をローカルファイ

ムではジョブは実行開始直前まで使用する計算ノードを

ルシステムからグローバルファイルシステムへコピー（ス

決定する必要はなく，スケジューリングに自由度がある．

テージアウト）する必要がある．これらファイルステージ

ステージングのあるシステムでは，計算ノードとローカル

ングは利用者がジョブスクリプトに指示を記述し，実際の

ファイルシステムが対応するため，ステージングの開始時

ファイルコピー操作はジョブスケジューラが行う．ジョブ

点でジョブが使用する計算ノードを決定する．ステージン

の実行開始予定時間までにローカルファイルシステムへス

グが開始されると，さらに最適な計算ノードが空いていた

テージインが完了していない場合は，ジョブを実行するこ

としてもそのノードに移動することはできない．

とができない．

ステージング先行時間を長くすると，ジョブの早期終了

ジョブスケジューラはジョブの開始予定時刻よりも前

に伴うステージング待ち時間が短くなる可能性が高くな

に，そのジョブのステージインを開始させる必要がある．

る一方で，ジョブが使用するノードが決定されるためスケ

ステージインの時間が正確に見積もれたとして，ジョブの

ジューリングの自由度が下がる可能性がある．

実行開始予定時間よりもステージインに要する時間だけ
前からステージインを開始するとする．ジョブの指定経過
時間とジョブの実行時間が同じという理想的な状況では，
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3. 区間ジョブスケジューリング
通常，ジョブスケジューラはジョブが投入された際に，そ
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図 2 ステージング先行時間の有無

のジョブが要求するノード数や経過時間およびジョブの実
行優先度を考慮してスケジューリングを行う．区間ジョブ
スケジューリング法は時間軸方向をいくつかのスケジュー
ル区間に分割し，ジョブの指定経過時間をスケジュール区
間単位に切り上げてスケジューリングを行う．スケジュー
ル区間の導入によって大きく変化するのは，スケジューリ
ングに要する時間である．例えばスケジュール区間が 1 秒
単位の場合に指定経過時間が 5 分 (300 秒) のジョブをスケ
ジューリングすることを考える．この場合，スケジューラ
は時間軸方向にスケジュール区間で連続した 300 個の空き
領域を探索する必要がある．一方でスケジュール区間が 1
分単位の場合には，スケジュール区間で連続した 5 個 (5
分) の空き領域を探索するだけでよい．探索アルゴリズム

図 3 スケジュール区間の粒度によるジョブスケジューリングの状況

にも依存するが，スケジューリング区間が 1 秒の場合と 1
分の場合とでは 60 倍もの探索空間の差が生じることにな
る．探索空間の大きさによってスケジューリングに要する
時間が左右されるため，大規模な環境では適切な探索空間

する計算ノードがすべて空いていれば，即座に実行に遷移
する．

4. ジョブスケジューラシミュレータ

を決めることは非常に重要である．
図 3 に区間ジョブスケジューリング法の状況を示す．縦
軸はノード，横軸は時間をそれぞれ表し，原点は現在時刻
である．矩形はジョブを示し，矩形上の数値はジョブの
投入順である．ジョブは投入順に処理される (First-Come

and First-Served) ものとし，ジョブには連続したノードが
割り当てられるものとする．
図 3 の理想的なスケジューリングでは，ジョブ 1 の終了
予定時刻の次の瞬間にジョブ 5 は動き始め，ジョブ 3 の終
了予定時刻の次の瞬間にジョブ 6 は動き始める．図 3 の区
間ジョブスケジューリング法はスケジューリング期間の前
半分を短く区切り，後半分を長く区切ったものである．理
想的なスケジューリングと同様にジョブ 1 の指定経過時間
以降にジョブ 5 が実行開始するが，その開始はスケジュー
リング区間の開始タイミングと同じとなる．そのためジョ
ブ 1 と 5 の間にはスケジューリング区間以下のノード空き
時間ができることになる．ただし実装ではジョブ 5 が使用

評価に用いたジョブスケジューラシミュレータについて
説明する．このシミュレータは区間スケジューリング法と
ファイルステージングを実装したものである．シミュレー
タはジョブミックスを読み込み，ジョブの投入時刻に従っ
てジョブの投入，ノードの確保，ステージング，ジョブの
実行/終了，ノードの開放などの一連のジョブスケジュー
ラの動作をシミュレーションする．
ジョブは投入されるとまずスケジューラ内のキューに登
録され，計算ノードが仮割り当てされる．この仮割り当て
で，ジョブの実行開始予定時間が仮に決まる．そしてジョ
ブは QUE 状態となる．QUE 状態のジョブの実行開始予
定時間がステージング先行時間内に入る，または現在時刻
にステージング見積り時間を加えたものがジョブの実行開
始予定時間以上になればステージングが開始される．そし
てジョブは SIN 状態となる．ステージングが完了すると
ジョブは RDY 状態となり，ジョブは実行開始予定時間ま
で待機する．実行開始予定時間になればジョブは実行され
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図 5 評価パターンのスケジュール区間

5. 評価
図 4 ジョブのスケジューリング状況

ステージングの先行時間と区間スケジューリング法のス
ケジュール区間パターンを変化させ，システムの利用率と
ジョブの待ち時間を評価した．まず評価に用いたジョブ

RUN 状態となる．先行のジョブの状況によっては再スケ

ミックスの生成手法について説明し，続いてシミュレー

ジューリング時に実行開始予定時間は早く修正される可能

ション結果からステージング先行時間とスケジュール区間

性がある．ジョブの実行が終了すると EXT 状態となる．

パターンの優劣について述べる．

ステージアウトについては適時実施されるものとし，ここ
では考慮しないこととする．
実際のジョブのスケジューリング状況を図 4 に示す．現

5.1 評価環境
5.1.1 ジョブミックス

在時刻においてジョブは実行中 (RUN) でステージング先

ジョブミックスは様々なジョブの集合体で，個々のジョ

行時間内に入っているジョブはステージング中 (SIN) また

ブについて，ジョブの投入時刻 (投入間隔)，ジョブのノー

は実行開始待ち (RDY) である．QUE 状態のジョブも時間

ド数，ジョブの指定経過時間，ジョブの実行時間，ステージ

が進めばステージングが開始される．

ングの総ファイルサイズの 5 つのパラメータをもつ．ジョ

実装したシミュレータは 5 分毎に使用ノード数，実行中

ブスケジューラを評価する場合はひとつのジョブミックス

のジョブ数，QUE/SIN/RDY 状態のジョブ数を出力する．

だけではなく，様々なジョブミックスを使って統計的に評

また，ジョブ毎にジョブがキュー状態からステージングへ

価をする必要がある．本稿では，従来 [4] と同様にこのジョ

遷移した時刻および実行前の待機へ遷移した時刻，実行へ

ブミックスを統計的に生成した．従来との違いは，ジョブ

遷移した時刻およびジョブが確保したノードを出力する．

ミックスにステージング容量を追加したことである．統計

システムの利用率は 5 分毎に得られる使用ノード数の値

元として「京」で 2013 年 12 月から 2014 年 5 月までに投

から計算する．ジョブの実行待ち時間はジョブの投入時刻

入されたジョブの情報を用いた．

とジョブが実行へ遷移した時刻から計算する．ジョブスケ

5.1.2 評価パラメータ

ジューラはノードが 1 次元に連続しているものと仮定し，

スケジュール区間として図 5 に示す A,B の 2 パターン

ジョブには連続したノードのみ割り当て可能とした．スケ

について評価を行った．パターン A は 1 時間までは 10 分

ジューリングアルゴリズムはジョブの投入順にスケジュー

のスケジュール区間で，12 時間までは 30 分の区間で，24

リングを行う FCFS と，空きノードがある場合にジョブの

時間までは 2 時間の区間で，36 時間までは 4 時間の区間

実行順序を変更してスケジューリングするバックフィルを

で，最後の 60 時間までは 8 時間の区間でスケジューリング

用いた．

を行う．近い未来は短い区間を用い，遠い未来は長い区間

ステージングの見積り時間はジョブミックスに指定され

を用いる粗密を組み合わせたパターンである．パターン B

たステージングの総ファイル容量から計算する．総ファイ

は全期間で 1 時間のスケジュール区間を用いたスケジュー

ル容量を使用するノード数で割り，ノード単位にステージ

リングを行う．スケジューリング区間の数は，A,B それぞ

ングするファイル容量を求める．ノード単位のステージン

れ 40 個，60 個である．また，ステージング先行時間は 0，

グファイル容量をステージング帯域で割ったものをステー

2 時間，6 時間，12 時間，24 時間の 5 パターンを評価する．

ジング見積り時間とする．ステージングサイズは各ノード

シミュレーションは 21 日間実行し，スケジューリング期

で同じ容量とし，ローカルファイルシステムのサイズ制限

間は 60 時間とした．シミュレーション時間の短縮のため，

は考慮しない．ステージングは多重に実行されることもあ

システムのノード数を「京」のフルノード数である 82,944

るが，ステージング帯域は一定と仮定し，ステージング時

ノードを 768 ノードに縮小し，ジョブミックスのノード数，

間にぶれは発生しないものとする．

ステージング容量も同様の比率で縮小した．平均のステー
ジング時間は約 900 秒で標準偏差は 750 である．
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時間が長くなる．一方先行時間が 2 時間および 6 時間は待
ち時間は同じ傾向を示し，先行時間が 0 の場合と同程度の
待ち時間である．これは，パターン A の 12 時間以降のス
ケジュール区間で 12 時間から 24 時間が 2 時間刻みと間隔
が長くなっているためである．刻み幅が長くなると連続で
空いているノードが少なくなるため大規模なジョブが実行
されにくくなる．
パターン B の場合は刻み間隔が 1 時間と固定値で，12 時
間以内ではパターン A よりもスケジュール単位が大きい．
よって 12 時間以内では，大規模なジョブがパターン A よ
りも入りにくい．待ち時間の面でも，パターン A に比べて
パターン B は長いことがわかる．先行時間が 12 時間以上
の場合は，大規模なジョブでパターン A よりも待ち時間が
短い傾向がある．これは，パターン A の 12 時間以降のス
図 6 システムの利用率

ケジュール間隔が 2 時間であるため，パターン B よりも粗
く，バックフィルで連続した空きノードが見つかる可能性

5.2 システム利用率

が低いためである．

ジョブミックスを 8 セット用意し，各先行時間とスケ
ジュール区間の組み合わせでそれぞれ 8 回のシミュレー

5.4 実行されたジョブの数

ションを行い，平均値を評価結果とした．図 6 に 2 日目か

図 8 にシミュレーション期間内に実行されたジョブの

ら 21 日目までのシステムの利用率を示す．パターン A,B

数をジョブの規模と指定経過時間別に示す．パターン A,B

ともに先行時間が 0 の場合にシステム利用率が低く，先行

共にほぼ同じ傾向を示している．先行時間が 12 時間と 24

時間が 2 時間，6 時間になるにつれ利用率が上昇し，12 時

時間に着目すると，101 以上 342 ノード以下で長時間実行

間，24 時間になると利用率が下降している．パターン A に

したジョブの数はパターン B が多い．これによりパターン

着目すると，先行時間が 0 の時の利用率は 89%であるが，

B のシステム利用率はパターン A よりも高くなっている．

先行時間が 12 時間および 24 時間の時は 88%と 87%となっ

システムの利用率の差は大規模なジョブが実行されたかど

ている．これはステージングを先行実行しないでジョブの

うかに依存していることがわかる．

ステージング待ち時間があっても，長めの先行実行により
計算ノードが決定され再スケジューリングが阻害される方

5.5 ステージング時間の長短によるシステム利用率の変化

が利用率が下がることを意味する．パターン B に着目する

ステージング時間がシステム利用率に与える影響を調べ

と，先行時間が 0 と 2 時間では，2 時間の方が 4%システ

るため，パターン A においてステージング帯域を 4 分の 1

ム利用率が高い．これは，パターン B が 1 時間単位でジョ

にしてシステム利用率の変化を調べた．つまり帯域を減ら

ブをスケジューリングしているためである．パターン B に

したことで，ステージング時間は 4 倍となる．このときの

おいて次に実行するジョブがスケジューリングされる時間

平均のステージング時間は約 1 時間である．ジョブミック

は，最短 1 時間後である．よって，ステージングを先行実

スを 20 セット用い，その平均値を評価結果とした．

行しない場合に実行中のジョブが早期に終了すると，次の

図 9 にステージング時間を増やし，先行時間を変化させ

ジョブはステージングの時間を隠蔽することができず，利

たときのシステム利用率を示す．図 6 のパターン A と比較

用率の低下を招く．パターン A でもステージングを先行実

するとすべての先行時間において，ステージング時間が長

行しない場合には利用率の低下が起こるが，パターン A の

い方が，システム利用率が低下していることがわかる．ま

最初の 1 時間は 10 分刻みのスケジューリングのため，小

た先行時間 0 の場合のシステム利用率の落ち込みは 81%と

さなジョブが最初の 1 時間にバックフィルで入りやすく，

大きい．計算ノードが空いていてもステージングに約 1 時

利用率の低下がおさえられている．

間を要することからジョブがステージング完了待ちの状態
にあると考えられる．実際にスケジューリング状況を可視

5.3 ジョブの実行待ち時間

化すると，図 10 のようになり空白の時間が確認できる．

図 7 にジョブのノード規模と指定経過時間別の実行まで

計算ノードが空いているにも関わらず，ジョブが前に詰ま

の待ち時間を示す．パターン A に着目すると，先行時間が

らない，つまりジョブがステージング中のため実行開始で

0 の場合は大規模長時間ジョブでも待ち時間は約 50 時間を

きない状況がわかる．

下回るが，先行時間が 12 時間および 24 時間になると待ち
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図 7 ジョブの実行待ち時間

図 8 実行されたジョブの数

高く 87%となっており，先行時間が 0 と比較すると 6%の

5.6 区間の長さによるシステム利用率の変化

利用率の差が確認できる．図 6 のパターン A と比較する

区間の長さがシステム利用率に与える影響について評価

と，ステージング時間が短い場合は先行時間を設定しても

した．ここでは評価を簡単にするため，パターン B の等間

システム利用率に大きな変化は無いが，ステージング時間

隔の刻みパターンを元に，刻み幅を 2 倍，3 倍，4 倍に変

が長い場合は先行時間の設定によりシステム利用率が大幅

化させたパターンを用いる．具体的には，図 11 に示すよ

に改善することがわかる．一方，12 時間や 24 時間といっ

うに 2 時間刻み (パターン C)，3 時間刻み (パターン D)，4

た長期間の先行時間は利用率の悪化を招くこともわかる．

時間刻み (パターン E) とした．ジョブミックスは 20 種類
を用い，平均値を評価結果とした．
図 12 に区間が 1 時間のパターン B を含めたシステム利
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図 12 区間が 1h(B),2h(C),3h(D),4h(E) の時のシステム利用率
図 9 ステージング帯域が 1/4 の場合のシステム利用率

6. まとめ
本稿では，区間ジョブスケジューリング法にファイルス
テージングを導入した場合の性能評価を行った．ステージ
ングの先行時間を 0,2,6,12,24 時間と変化させた場合に，シ
ステムの利用率は 0 が低く先行時間が 6 時間の場合に最
も利用率が高くなり，12 時間，24 時間とさらに長くする
と利用率が低下することがわかった．これは，先行時間内
に入ったジョブが再スケジューリング時に再配置されず，
その時の最適な詰め込み方にならないためである．先行時
図 10 スケジューリング状況の可視化

間はジョブが早期に終了した場合にステージング時間を隠
蔽する効果があるが，その時間が長すぎても反対に再スケ
ジューリング時に最適な詰め込み方にならず（バックフィ
ルでジョブが入る可能性が低くなる）利用率が低下する．
ステージングの帯域幅を狭めてステージングに要する時
間の割合を大きくした場合は，ステージングの先行時間を

図 11 区間の刻みパターン

設定する効果が高く，先行時間を設定しない場合と比べて
利用率に 6%の差が生じた．また，スケジューリング区間

用率を示す．パターン D とパターン E は先行時間が 0 と 2

の刻み幅を変化させた場合は，刻み幅を大きくするにつれ

時間の時に，その他と比べて顕著にシステムの利用率が落

利用率が最大を示すステージング先行時間がより長くなる

ちている．これは区間が長いほどノード数の大きなジョブ

傾向が見えた．一方で，刻み幅が大きいほどシステムの利

は実行されにくいためである．小さなジョブが大きなジョ

用率は低下した．

ブの前に入りそれらが実行されると，大きなジョブの前に

ステージングによるジョブの実行待ち時間を隠蔽するの

あった空き空間が細分化される．結果，再スケジューリン

に十分な時間は，ステージング時間とジョブの実行時間に

グの際には，大きなジョブの実行予定時刻が前回よりも後

依存すると考えられ，本評価で用いた「京」を対象とする

ろに後退する．一方，先行時間が 6 時間，12 時間，24 時間

ジョブミックスでは約 6 時間程度のステージング先行時間

については，システム利用率の低下度合いが小さい．先行

が必要であると言える．今後はジョブミックスの特徴と，

時間内にジョブが入ると計算ノードが決定されるため，大

区間の長さおよびステージング先行時間の関係について

きなジョブの実行開始時刻の後退が減少したためである．

モデル化を行い，本評価結果について検証を行う．また，

またシステム利用率は先行時間が 6 時間または 12 時間の
間に最も高くなっていることがわかる．

「京」以外の環境でも高いシステム利用率となるような区
間の長さやステージング先行時間の値を求める手法につい
て研究を進める予定である．
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