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GridRPC における計算ノードの
動的な追加・切替を可能とする枠組

1. は じ め に
複数の計算ノードを使用するグリッドアプリケーションの実行時間が長期にわたる場合、
その実行中に計算ノードの稼働状況が変化することが考えられ、そのような変化が生じても
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グリッドアプリケーション実行を安定して継続するためには、計算ノードの動的な追加や動
的な切替えが必要となる。計算ノードの動的な追加を行うためには、アプリケーションの並
列タスク部分のプログラム、すなわちライブラリを計算ノード上に配置することが必要とな
る。また、動的な切替えのためには、計算ノードの稼働状況の監視、そして監視結果に応じ

大規模問題が対象となる GridRPC アプリケーションにおいては、処理性能を長期
間安定させたいという要求がある。その実現には計算ノードの運用状況の集約と監視、
計算ノード切替え、そして計算ノード上への事前のライブラリ配置などの自動化が求
められる。本研究は、アプリケーション実行中に計算ノードへライブラリを自動配置
することにより、計算ノードの新規追加および計算ノードの切替えが自動化できる枠
組を提案する。計算ノードの運用方針が変動する環境において評価実験を行い、処理
性能の維持を確認した。また対象となる大規模アプリケーションにおいて、計算ノー
ドの追加および切替えのオーバーヘッドが相対的に小さいことも確認した。

たジョブ実行の切替えを行う機能が必要となる。これらの機能は計算したい処理内容の本
質と無関係であり、アプリケーションの開発者としてはこれらの機能の実装に手間をかけた
くない。そこで本稿ではこれらの機能を自動化する枠組と実装方法を提案し、評価結果を
示す。
本研究はグリッドミドルウェア Globus Toolkit1)（以下、Globus）上で動作する GridRPC
アプリケーションを対象として、アプリケーションの実行中に計算ノードを新規追加および
切替えが可能なフレームワークを提案する。このフレームワークの下に開発者はアプリケー
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ションを作成することで、アプリケーションは計算ノードの新規追加および切替えを自動化
することができる。

Yuto Matsumoto,†1 Hiromasa Watanabe,†2
Shoichi Hirasawa,†1 Masaaki Kondo†1
and Hiroki Honda†1

2. 提案するフレームワーク
GridRPC アプリケーションにおいて動的な計算ノードの追加・切替えを実現するには、
（1）計算ノードへのライブラリの動的な配置、（2）計算ノード運用状況の監視機能が必要
となる。本研究は前記 2 つの機能の自動化を実現する枠組を提案する。次節よりこれらの機

It is important to keep performance during a long term when the large-scale
GridRPC applications are executed. There are several requirements for keeping
performance which include monitoring operation state of each node, switching
the computational nodes dynamically and installing libraries to each computational node in advance. This paper proposes a framework which gives the ability
to attach newly available nodes into a set of working nodes and to switch computational nodes dynamically by installing libraries on demand. We show that
the framework oﬀers higher performance compared with a conventional environment when all the computational nodes are not always available through out
the application execution. In addition, we show that the overhead of attaching
or switching nodes in the proposed framework is low.

能を説明する。

2.1 動的ライブラリ配置機能
この機能は、利用者が実行する GridRPC アプリケーション本体（以下、マスタプログラ
ム）が計算ノードに対してジョブの実行を要求する際に、計算ノードに必要となるライブラ
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リを自動的に配置する機能である。その手順は次のようになる。

を利用することによって動的ライブラリ自動配置機能を実現することとした。Relis-G は、

(1)

マスタプログラムが計算ノードに対してジョブの実行要求を送信する。

アプリケーション実行前に一つのコマンドを実行することで全ての計算ノードへライブラリ

(2)

計算ノード上にライブラリが配置されていない場合、マスタプログラムへエラーが返

をまとめて配置する。本研究の提案する動的ライブラリ自動配置機能は、計算ノードへジョ

送されジョブ実行要求は失敗する。

ブの実行要求を行う直前にライブラリの有無を検査し、未配置であれば自動的に配置する。

(3)

エラー内容からライブラリが未配置であると判断した場合、計算ノードにライブラリ

本稿の実装では、ライブラリ配置を行う際に設定ファイルを自動生成し、そのファイルを

配置を行い再度ジョブ実行要求を行う。

入力ファイルとして Relis-G の自動実行を行う。Relis-G が必要とするファイルはライブラ

ライブラリ自動配置機能の実装においては、OS や使用するシステムコールの違い、ユーザ

リのソースコード、インストール定義ファイル、そしてワークフロー定義ファイルである。

の実行権限、転送先やビルドを行うディレクトリの位置などといった各計算ノードの機種依

ライブラリのソースコードは開発者があらかじめ用意する。インストール定義ファイルは、

存性を考慮して設計される必要がある。

ライブラリ配置において必要となる計算ノードやライブラリの情報が定義された XML ファ

2.2 計算ノードの動的切替え機能

イルである。このファイルはインストール先の計算ノード情報、インストール元の計算ノー

この機能は、計算ノードの運用状況やネットワーク故障を自動的に監視し、監視結果に応

ド（マスタプログラムが動作している計算ノード）の情報、およびインストールするライブ

じて計算ノードを切り替え、現在の計算能力を維持する機能である。もし実行中に現在使用

ラリの情報を含む。ワークフロー定義ファイルは、ライブラリの具体的な配置方法を定義し

している計算ノードが使用不可能になった場合、監視対象から使用可能な計算ノードを選

た XML ファイルであり、ライブラリ名やコンパイルを行うためのコマンド群などの情報を

択して計算ノードを切り替える。また、この機能は監視対象を静的に決定するのではなく、

含む。

アプリケーション実行中に新たな計算ノードが自動的に監視対象へ追加されるような機能で

インストール定義ファイルおよびワークフロー定義ファイルは、開発者が用意するアプリ

ある。

3. 実

ケーション定義ファイルおよび計算ノード管理者が用意する運用計画ファイルから自動生成
される（図 1）。開発者の用意するアプリケーション定義ファイルは、インストールを行う

装

ユーザ名、アプリケーション実行開始時に使用する計算ノード情報、そしてライブラリ情報

本研究の提案するフレームワークを評価するため、グリッドミドルウェア Globus4 上、

を含む。このファイルは、開発者の編集作業を容易にするため XML による記述を採用し

GridRPC ミドルウェア Ninf-G 上で動作するように実装した。各機能の実装は次節より述

た。図 2 に示した例のように、user タグにインストールを行うユーザ、hosts タグに実行開

べる。

始時の計算ノード情報、library タグにライブラリ情報を記述する。

3.1 ライブラリ配置機能の実装
渡邊らが開発したライブラリの静的一括配置のためのフレームワーク Relis-G

具体的には次のような流れでライブラリ配置を自動的に行う（図 3）。
2)

は、機種

(1)

インストール定義ファイルおよびワークフロー定義ファイルを自動生成する。

依存性を考慮したライブラリの配置機能を実装している。Relis-G では、Autoconf を用い

(2)

ソースコードの tarball 化を行う。

て機種依存性を開発者があらかじめ記述し、統一されたコマンドでコンパイルを行う。ま

(3)

た、bash で各フェーズの処理を実装することで、計算ノード上での動作における機種依存

tarball をライブラリ配置先の計算ノード（以下、リモートノード）へ GridFTP を
用いて転送する。

性を避ける。複数の計算ノードに対して一つのコマンドで一括してライブラリ配置を行うこ

(4)

とで、開発者のライブラリ配置に対する負担を軽減することを目的としている。全ての計

ワークフロー定義ファイルを元に、リモートノード上で実行するシェルスクリプト
（以下、スクリプト）を生成する。

算ノードが実行前から使用可能な環境であれば Relis-G の機能だけで充分であるが、計算

(5)

ノードが変動に追加されるような環境では適用できない。
そこで本研究の実装では、計算ノードを新規追加する際に Relis-G のライブラリ配置機能

2

スクリプトをリモートノードへ GridFTP を用いて転送する。

(6)

リモートノード上のスクリプトを、GRAM を用いて実行する。

(7)

スクリプトにしたがってリモートノード上でコンパイルが行われ、ライブラリのバイ
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図 1 入力ファイルの自動生成

ナリや LDIF ファイルなどが生成される。

(8)

図 2 アプリケーション定義ファイルの例

LDIF ファイルをマスタプログラムが実行している計算ノードへ転送する。

スクリプトには環境変数設定や tarball の展開などの前処理、コンパイルのためのコマンド
群、LDIF ファイル転送などの後処理が記述されている。LDIF（LDAP Data Interchange

することで、使用可能なノードを自動的に取捨選択する。本研究は、F-Omega の運用計画

Format）ファイルは、マスタプログラムがライブラリに対してジョブの実行要求や停止要

の監視対象を動的に変更できるようにすることで、アプリケーション実行中の計算ノード追

3)

求などの制御を行うために必要な Ninf-G によって生成されるファイルである 。

加を可能とした。

この機能を本提案のフレームワークにモジュールとして組み込み、アプリケーション実行

また、計算ノードの追加を利用者の作業を介さずに自動的に行うためには、マスタプログ

中にライブラリ配置を自動で行うこととした。

ラムが何らかの方法で新規計算ノードを検知する仕組みが必要である。本研究ではその一つ

3.2 計算ノード切替え機能の実装

の実装として、各計算ノードの管理者が用意する運用計画ファイルの公開場所を限定するこ

計算ノード切替え機能に関連した研究として、渡邊らによって計算ノードの運用状況監

とにした。マスタプログラムは公開サーバ上にある運用計画ファイルを適宜監視すること

視・切替えのためのフレームワーク F-Omega4),5) が提案・実装されている。F-Omega は、

で、新たな計算ノードを自動的に検知する。

計算ノードの運用状況を定期的に監視するモジュール（以下、ノード監視モジュール）、ア

新規計算ノードの自動検知機能、および 3.1 節で述べた動的ライブラリ自動配置機能を実

プリケーションに対して運用状況に応じた計算ノード切替えイベントを発行するモジュール

装したフレームワークの概念図を図 4 に示す。無色部は F-Omega の有する機能を用いた箇

（以下、ジョブ管理モジュール）、開発者の利便性のためにイベント駆動式にプログラミング

所で、有色部は変更もしくは追加した箇所である。

できる開発支援モジュール（以下、イベントハンドラ）といった複数のモジュールから構成

まず、ノード監視モジュールが監視対象を動的変更可能とするために下記の変更を行う。

されている。各計算ノードの管理者は、自身の管理するノードの使用可能期間や同時実行可

• 計算ノードの管理者は運用計画ファイルを公開サーバ上に公開する。

能なジョブの最大数などの情報を運用計画ファイルとして公開する。F-Omega は、アプリ

• 新規計算ノードの運用計画ファイルが公開されたかどうかを検知し、監視対象を格納す

ケーションが実行する前に使用する計算ノードを決定し、それらの運用計画ファイルを監視

るデータベースを更新するプログラムを追加する。
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図3

ライブラリ配置の流れ

公開サーバとは例えば、グリッド環境上のすべての計算ノードからアクセス可能な FTP
図 4 変更箇所と内容

サーバの特定のディレクトリ（例: ftp://example.org/server policies/）である。各計算
ノードの管理者は、自身の管理する計算ノードの運用計画を公開サーバへアップロードす
る。ノード監視モジュールは公開サーバを適宜監視することで、計算ノードの新規追加を自

行う。

動的に検知する。F-Omega では運用計画ファイルの公開場所を限定しておらず、マスタプ

(3)

GridRPC ミドルウェアからエラーが返送され、ジョブ実行要求が失敗する。

ログラムから参照可能であれば良い。

(4)

マスタプログラムは GridRPC のエラーよりライブラリが未配置であると判断し、ラ

運用計画ファイル収集プログラムはデータベースに登録されている運用計画を元に、公開

イブラリ自動配置モジュールに対して計算ノードへのライブラリ配置を要求する。

サーバ上にある運用計画ファイルを定期的に再読込みする。新たな運用計画ファイルが公開

(5)

サーバへ追加されると、運用計画ファイル追加監視プログラムがそれを発見し、SQL を発行
し運用状況データベースを更新することで監視対象が変更されたことを通知する。F-Omega

(6)

読込みしてデータベースの更新を行うが、本稿の実装ではその運用計画ファイルの再読込み

とで切替え先の計算ノードを認識する。

が定期実行される直前にこの新規運用計画ファイルの探索を行う。

(7)

次に、一連のライブラリ配置処理（3.1 節）をモジュールとしてフレームワークに組み込

計算ノードに対してジョブの実行要求が再度行われる。

3.3 アプリケーションの動作

む。具体的な処理の流れは次のとおりである（図 5）。

(2)

LDIF ファイルの転送が成功した場合、計算ノード情報を管理する Ninf-G アプリケー
ション用のファイル（以下、client.conf ファイル）6) を追加修正し、再読込みするこ

では監視する計算ノードを実行前にあらかじめ決定し、その運用計画ファイルを定期的に再

(1)

3.1 節の (1) から (8) に示した処理の流れでライブラリ配置を行い、LDIF ファイル
が返送される。

本研究の提案するフレームワークを用いて、アプリケーションを動作させるための作業手

ライブラリが未配置の計算ノードへ切替えるイベントがジョブ管理モジュールから発

順を以下に示す（図 6）。

行される。

(1)

イベントハンドラはイベントを受け取り、計算ノードに対してジョブの実行要求を

各計算ノードの管理者は一定の書式で運用計画ファイルを記述し、公開サーバにアッ
プロードする。
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行い、ジョブの実行要求を行う。

4. 評 価 実 験
4.1 計算ノード追加による処理性能向上の評価
本研究の提案するフレームワークによって、計算ノードの動的な追加が実現できることを
確認するために実験を行った。実験環境の計算ノードは全 8 台とし、各計算ノードが同時に
実行できるジョブ数は 1 とした。アプリケーションを実行する前は、3 台の計算ノード（以
下、初期ノード）の運用計画ファイルが公開されているものとする。マスタプログラムは初
期ノード 3 台の中の 1 台で実行される。
未公開だった計算ノード（以下、追加ノード）については、一定期間（L = 2, 729 秒）ご
図 5 ライブラリ自動配置モジュールの処理

とに運用計画ファイルが 1 つずつ公開され、5L 秒で全ての計算ノードの運用計画ファイル
が公開される。初期ノード 3 台は、ライブラリが配置済みである。実行するアプリケーショ

(2)
(3)

開発者はマスタプログラムおよびライブラリのコーディング、アプリケーション定義

ンは N -Queen 問題（N = 18）であり、マスタプログラムは問題を N 個の子問題に分割

ファイルの記述、およびマスタプログラムのコンパイルを行う。

し、子問題を解くジョブをそれぞれの計算ノードに対して実行するよう要求する。
このとき表 1 の 3 つのケースでそれぞれ実行し、使用する計算ノード数を時系列で見る。

利用者はマスタプログラムを起動する。

表 1 実験環境
Table 1 Environments
ケース

追加ノード上のライブラリ配置状況

用いるフレームワーク

ケース 1
ケース 2
ケース 3

未配置
未配置
配置済み

既存技術である F-Omega
本提案のフレームワーク
本提案のフレームワーク

運用計画ファイルを公開する間隔 L は、初期ノードのみで実行したときの処理完了時間

T の半分で追加ノードの公開が完了するように設定した。つまり、L をアプリケーションの
処理完了時間 T の 10 分の 1 となるように設定した。計算ノード 3 台だけで 18-Queen ア
プリケーションを実行した時間が 27, 294 秒となったことから、L = 2, 729 秒として実験を
行った。

図 6 動作の手順

計算ノードはすべて同じハードウェアとソフトウェア構成のものを使用し、遅延時間が十
分小さいネットワーク環境において実験した。複数組織の計算ノードと同等の振る舞いをと
実行後、上記の手順 (1) の方法で新たに公開された計算ノードは 3.2 節で述べた機能によ

らせるため、すべての計算ノードをゲートキーパーノードとして設定した。

り自動的に認識され、適宜切り替えられる。そして切替えの際にライブラリ配置を自動的に

時系列で見たときの使用中である計算ノードの数を図 7 に示す。F-Omega を用いた場合、

5

c 2010 Information Processing Society of Japan
⃝

Vol.2010-HPC-124 No.13
2010/2/23

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report
表 2 性能向上の評価: 実行時間
Table 2 Execute time
ケース
ケース 1
ケース 2
ケース 3

実行時間
27, 309 秒（7 時間 35 分 9 秒）
17, 090 秒（4 時間 44 分 50 秒）
17, 013 秒（4 時間 43 分 33 秒）

ケース 1 に対する比

0.63
0.62

動的に計算ノードを追加することができないため、ケース 1 では実行初期時の計算ノード

3 台のみで処理を行っている。それに対して本研究の提案するフレームワークを用いたアプ
リケーション（ケース 2 および 3）は、計算ノード数が次第に増加し実行時間が短縮されて
いる。
各ケースの実行開始から終了までの時間をそれぞれ表 2 に示す。ケース 2 はケース 1 と
比較して約 63%の実行時間となった。

図 7 性能向上の評価: 使用計算ノード数の時間推移
Fig. 7 Changes with time the number of busy
nodes

図 8 性能維持の評価: 使用計算ノード数の時間推移
Fig. 8 Changes with time the number of busy
nodes

表 3 性能維持の評価: 実行時間
Table 3 Execute time

表 4 性能維持の評価: 使用計算ノード数の平均
Table 4 Average number of using nodes

ケース 2 とケース 3 の違いは、追加する計算ノードにライブラリが未配置か配置済みか
の点である。図 7 より、ケース 2 とケース 3 の実行ジョブ数の推移に差異がないことから、
ライブラリ配置に要する時間のオーバーヘッドが小さいことが確認できる。問題サイズが大

ケース

きくなるほどこの差異は小さくなると考えられるため、実験で用いた N = 18 より大きな

ケース 1
ケース 2

N -Queen 問題におけるライブラリ配置のオーバーヘッドの割合はさらに小さくなると予想

実行時間
65,591 秒
24,660 秒

ケース 1 に対する比

ケース 1

ケース 2

0.38

1.3

3.2

される。詳しくは 4.3 節において評価する。

4.2 計算ノード追加による処理性能維持の評価

実行時間を表 3 に示す。F-Omega を用いたケース 1 では、実行中に処理性能が低下して非

4.1 節と同様の実験環境で、かつ追加ノードが一定時間後に使用できなくなるような環境

常に長い計算時間を必要としている。本研究の提案を用いたケース 2 では、使用している計

において実験し、本提案のフレームワークを用いることで処理性能が維持できることを検証

算ノードの数がアプリケーション実行中に増加することで性能低下を防いでいる。

する。マスタプログラムの動作している計算ノード 1 台を除いた 7 台の計算ノードは、運

次に、アプリケーション実行期間中に使用できる計算サーバ数の使用量を表す指標として

用計画ファイルが公開されてから一定時間（M = 13, 647 秒）経過すると使用できなくなる

使用計算ノード数の平均値を求める。結果を表 4 に示す。ケース 1 の平均ジョブ数が 1.3 で

とする。計算ノードの使用可能な期間 M は、計算ノードを 3 台のみで実行したときの処理

あることから、F-Omega を用いた場合ほぼ 1 台で処理している速度と変わらないこと確認

完了時間 T = 27, 294 秒の半分となるように設定した。また、初期ノードはライブラリが配

できる。一方、ケース 2 の平均ジョブ数は 3.2 であり、本提案のフレームワークを用いるこ

置済みであり、追加ノードはライブラリが未配置であるとする。

とで 3 台で同時実行したときの性能を維持することができている。

このとき、次の二つのケースをそれぞれ実行し、使用中である計算ノード数を時系列で

4.3 ライブラリ配置のオーバーヘッド

見る。

新規計算ノードへのライブラリ配置に要する時間が全体の処理時間に占める割合を調査

ケース 1 F-Omega を用いる。

する。4.1 節で得られた 3 つのケースについて解析し、評価する。それぞれのケースについ

ケース 2 本研究のフレームワークを用いる。

て、計算ノードが使用不可能だった時間、待機もしくは通信処理を行っていた時間、計算

ケース 1 および 2 における時系列で見たときの使用中計算ノード数を図 8、ケースごとの

処理を行っていた時間、ライブラリ配置処理に要した時間を表 5 に示す。各時間は、上記 4
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表 5 ケースごとに見た実行時間の内訳（秒）
Table 5 Breakdown of the execute time for each case(sec.)
ケース 1
ケース 2
ケース 3

使用不可
136, 755
41, 248
41, 165

待機・通信処理

計算処理

ライブラリ配置

196
14, 134
13, 849

81, 657
81, 485
81, 466

0
149
0

つの分類に対して全ノードの時間の和をそれぞれ算出した。
図 9 より、N = 18 の問題サイズにおいてライブラリ配置の時間が十分に小さいことが確
認できる。ケース 2 における処理全体に対するライブラリ配置の比は約 0.1% であった。ま
た、ケース 2 および 3 において待機・通信処理が比較的大きい理由は、計算後期に計算す
べき処理が無くなりノードの待機時間が増加したためである。
また、問題サイズによるライブラリ配置時間の影響も確認するため、18-Queen 問題より
小さい 17-Queen、16-Queen 問題について 4.1 節と同様の実験を行う。なお、計算ノード 3
台で実行したときの処理完了時間 T を N = 16 および 17 についてそれぞれ求めたところ、

図 9 問題サイズが変化したときの実行時間の内訳
Fig. 9 Breakdown of the execute time for problem size

N = 16 のとき T = 531 秒、N = 17 のとき T = 3, 561 秒となった。よって追加ノードの
新規公開間隔 L を、N = 16 のとき 53 秒、N = 17 のとき 356 秒とした。各分類ごとに全
ノードの時間の和をそれぞれ求め、処理全体の時間に対する割合を算出した結果を図 9 に

6. 関 連 研 究

示す。実験結果より、N = 18 の問題サイズは他の小さな問題サイズに比べて、全体の処理
に占めるライブラリ配置処理の割合が低下していることが確認できる。

5. 考

本研究の提案するフレームワークは、性能の向上のために計算ノードを動的に追加するこ
とが主眼に置かれている。この点における関連研究として、動的資源確保を容易とする分散

察

コンピューティング環境構成のためのプログラムである Berkeley Open Infrastructure for

4 章の実験結果より、本研究の提案するフレームワークによって動的な計算ノードの追加

Network Computing（BOINC）が、米カリフォルニア大学バークレー校によって開発され

が可能となり、処理性能の向上および維持が得られることが確認できた。また、対象とする

ている7) 。BOINC はオープンソース（LGPL）として公開され、多くの科学技術計算プロ

大規模アプリケーションにおいてライブラリ配置のオーバーヘッドの全体の処理に対する割

ジェクトのフレームワークとして使用されている。

合は微小であった。

BOINC の参加者はクライアントソフトを実行しリストアップされたプロジェクトから任

本提案の実装では新規計算ノードの検知のために公開サーバを設けたが、計算機の管理者

意のものを選択することで、自動的にプログラムおよびタスクのダウンロード、計算、プロ

が直接マスタプログラムに対して運用計画ファイルのアドレスを通知する方法も考えられ

ジェクトサーバへの結果の送信を行う。本研究の提案するフレームワークも同様に、計算

る。この方法の場合、管理者がグリッド環境上で実行しているすべての GridRPC アプリ

ノードへ動的にライブラリ配置を行うことで計算ノードの追加を可能とし性能向上させる

ケーションに対して通知する必要があり、一括して行うには何らかの方策が必要となる。こ

が、計算ノード側（BOINC では参加者、本研究では計算ノード管理者）が提示する情報が

の実装方法の考案や、本提案の実装との比較のための評価実験が今後の課題として挙げら

異なる。BOINC の参加者は、クライアントソフトを任意の期間実行しその間だけ資源提供

れる。

するが、本研究における計算ノード管理者は、運用計画ファイルを公開することで資源提供
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を行う今後の予定の期間をアプリケーションへ知らせる。

54–66 (2008).
6) 田中良夫：Ninf-G を用いたグリッドプログラミング入門 (2007). 第 4 回グリッドト
レーニング資料, グリッド協議会.
7) Anderson, D.P.: BOINC: A System for Public-Resource Computing and Storage,
GRID ’04: Proceedings of the 5th IEEE/ACM International Workshop on Grid
Computing, Washington, DC, USA, IEEE Computer Society, pp.4–10 (2004).

7. お わ り に
GridRPC アプリケーションにおいて、計算ノードを動的に追加・切替えが可能なフレー
ムワークを提案することで、アプリケーションの高性能化および性能安定度の向上を目的と
した。この実現のために、動的なライブラリ自動配置機能および計算ノードの運用状況の動
的監視や切替え機能を提案した。
動的なライブラリ配置機能の実装において、計算ノードの機種依存性を考慮したライブラ
リ配置を行うために Relis-G の機能を利用した。また、計算ノード運用状況の監視・切替え
機能の実装については、F-Omega に対して、動的な監視機能を付加することによって実現
した。
本研究の提案するフレームワークを用いることで、新たな計算ノードが管理者によって適
宜公開されるという前提でその計算ノードを自動的に利用できる仕組みが整った。また、開
発者の大きな負担であった全計算ノードへの適切なライブラリ配置作業が解消された。ア
プリケーションの実行中に計算ノードが変動する評価実験を行ったところ、本研究によるフ
レームワークを用いたアプリケーションは計算能力を維持できていることが確認できた。
本提案の実装では新規計算ノードの検知のために公開サーバを設けたが、計算機の管理者
が直接マスタプログラムに対して運用計画ファイルのアドレスを通知する方法も考えられ
る。この実装方法の考案や、本提案の実装との比較評価が今後の課題として挙げられる。
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