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ローカルディスクを活用する
ユーザレベル並列ファイルキャッシュシステムの設計
安井

隆†

清水 正明†

堀 敦史‡

石川 裕§

大規模なクラスタシステムにおけるファイルサーバへの I/O 負荷を低減するため，計算ノード
が搭載するメモリとローカルディスクを活用するユーザレベル並列ファイルキャッシュシステ
ムを設計する．ファイルキャッシュシステムでは，計算ノード間でのファイル単位の分散管理に
よるアクセスファイル数に見合う I/O 性能の確保と，計算ノードのローカルディスクの活用によ
る大規模ファイルのキャッシュ対応を図る．基本評価の結果，使用した 32 台の計算ノードに見
合う I/O 性能が得られたほか，大規模データソート時の実行時間について計算ノード数に対する
スケーラビリティが見られ，ファイルキャッシュシステムの現状での有効性を確認している．

Design of User-Level Parallel File Cache System Utilizing Local Disk
TAKASHI YASUI†, MASAAKI SHIMIZU†, ATSUSHI HORI‡ and YUTAKA ISHIKAWA§
A new user-level parallel file cache system using the memory and the local disk of the
computing nodes is designed in order to reduce the I/O load of the file server in the
large-scale cluster systems. It is possible to scale the I/O performance by increasing the
number of the accessed files by the distributed file management among the computing nodes,
and to cache the large file by using the local disk of the computing nodes. We have implemented the file cache system. The evaluation results show that the I/O performance is
proportional to 32 computing nodes used for the evaluation, and the execution time of large
data sorting is scaled by the number of the computing nodes. The effectiveness of the file
cache system proposed in this paper is confirmed by those results.

1.

セッサを搭載した大規模なクラスタシステムも登
録されている．このような大規模なシステムでは，
大量のプロセッサコアからの I/O 要求が発生する
ことになり，ファイルサーバに対する負荷が大きく
なる．このため，大規模なシステムにおけるファイ
ルサーバの負荷を低減し，アプリケーションのファ
イル I/O の性能を確保することは重要である．
ファイル I/O の性能を確保する技術として，
Lustre File System[2]や IBM 社の General Parallel File System (GPFS)[3] ， 日 立 の Hitachi
Striping File System (HSFS)[4]といった並列ファ

はじめに

近年スーパーコンピュータとして大規模なクラ
スタシステムの導入が進んでおり，従来の計算規模
が 大 き な ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 実 行 (Capability
Computing)からパラメータスイープのように計算
条件を変更したアプリケーションの複数実行
(Capacity Computing)まで，さまざまな用途で利
用されるようになってきている．例えば，スーパー
コ ン ピ ュ ー タ の 上 位 500 の ラ ン キ ン グ で あ る
TOP500[1]に登録されているシステムの 80%以上
がクラスタシステムであり，十万コアを超えるプロ
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イルシステムがある．並列ファイルシステムは，複
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数のファイルサーバを使用して構成し，各計算ノー
ドから発生するファイル I/O をファイルサーバ間
で分散して処理する．このとき，従来の並列ファイ
ルシステムは，大単位のファイル I/O の性能を重視

を利用する場合もある．
実際の科学技術計算アプリケーションにおける
I/O 要求パターンを把握するため，これまで，アプ
リケーション実行時のファイル I/O 情報を採取す

した設計となっていることが多く，多数の計算ノー
ドからの小単位・大量のファイル I/O には十分対応
できていない．
このような中，ファイルサーバに対する負荷の低
減に向けた取り組みとして，アプリケーションとフ
ァイルサーバの間にファイルデータのキャッシュ
階層を設けるユーザレベル並列ファイルキャッシ
ュシステム[5]の研究を行なっており，本研究では，
計算ノードが搭載するメモリとローカルディスク
を活用するファイルキャッシュシステムを設計し
た．このユーザレベル並列ファイルキャッシュシス
テムでは，計算ノード間でのファイル単位の分散管

る技術[6]を開発し，乱流音場解析ソフトウェア
FrontFlow/Blue[7]や大規模たんぱく質の密度汎関
数法プログラム ProteinDF[8]について分析を行な
ってきた．その結果，FrontFlow/Blue については，
I/O 要求の 70%が実行途中のデータの書き出しであ
り，4KByte 以下の小単位のファイル I/O が支配的
であるケースを確認しており，ProteinDF について
は，定期的に大量のファイル I/O が発生し，大量の
ファイルを生成して書き出したデータを繰り返し
読み込むケースを確認している．また，ゲノム分野
のアプリケーションなどで利用されている
External Sorting では，400Byte 程度の小単位のレ

理によるアクセスファイル数に見合った I/O 性能
の確保と，計算ノードのローカルディスクの活用に
よる大規模ファイルのキャッシュ対応を図った．ま
た，現状での有効性を確認するため，基本評価を行
なった．
以下，2章で科学技術計算アプリケーションにお
けるファイル I/O について述べる．3章では計算ノ
ードが搭載するメモリとローカルディスクを活用
するユーザレベル並列ファイルキャッシュシステ
ムについて述べ，続く4章でその基本評価について
述べる．5章では関連研究について紹介し，最後に
6章で本稿をまとめる．

コードからなる，メモリ上に確保しきれない大規模
なデータのソートが，一時ファイルに大量のレコー
ドを書き出しながら行なわれている．
これに対し，アプリケーションのファイル I/O 性
能を確保する技術として，複数のファイルサーバを
使用して構成する並列ファイルシステムがある．た
だし，従来の並列ファイルシステムは大単位のファ
イル I/O の性能を重視した設計となっており，上記
のような小単位のファイル I/O が支配的なケース
でのファイル I/O の性能確保が困難になっている．
また，システムの大規模化においてはファイルサー
バよりも計算ノード数の増加が大きく，上記のよう

2.

科学技術計算アプリケーションにおけるファイル
I/O
本章では，実際の科学技術計算アプリケーション

におけるファイル I/O パターンの例について紹介
する．
多くの科学技術計算アプリケーションの実行で
は，各計算ノードからファイル I/O が発生する．こ
のため，クラスタシステムの大規模化にともない，
ファイルサーバに対して大量の I/O 要求が行なわ
れることになる．このとき，どの程度のサイズのフ
ァイルをどの程度の頻度でアクセスするかはアプ
リケーションに依存する．例えば，時間発展問題系
のアプリケーションでは，タイムステップ毎に各計
算ノードが計算の途中結果をファイルに書き出す．
また，メモリ上に確保しきれないデータの一時保存
や，プロセス間のデータ共有を目的としてファイル
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に大量にファイルを生成するケースや大量にファ
イル I/O を行なうケースではファイルサーバへの
アクセスの集中が発生し，性能の確保が難しくなっ
ている．
この並列ファイルシステムが苦手とするファイ
ル I/O によるファイルサーバの負荷を低減するた
め，計算ノードが搭載するメモリを利用し，アプリ
ケーションとファイルサーバの間でファイルのデ
ータをキャッシュするファイルキャッシュシステ
ムを設計してきた．これまでに設計してきたファイ
ルキャッシュシステムの概要を図 1 に示す．
これまでに設計してきたユーザレベル並列ファ
イルキャッシュシステム[5]では，ユーザレベルで
ファイルキャッシュ階層を実現し，ユーザが研究室
の PC クラスタシステムからセンタ運用されている
スーパーコンピュータまで，構成や運用ポリシが異
なるさまざまなシステム上でファイルキャッシュ
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本研究では，使用する計算ノードがアクセスする
ファイルの数に見合った I/O 性能を確保し，大規模
なファイルに対応するユーザレベル並列ファイル
キャッシュシステムを設計する．このとき，ユーザ

計算ノード
アプリ
ケーション

レベル並列ファイルキャッシュシステムの実現に
向けては次の 2 点が課題となる．
(1) ファイル共有とスケーラビリティの両立:
アプリケーションによっては実行しているプ
ロセス間で同じファイルにアクセスすること
がある．このため，ユーザレベル並列ファイル
キャッシュシステムは，複数の計算ノード間で
同じファイルのキャッシュを共有できるよう
にする必要がある．このとき，複数の計算ノー
ド間でキャッシュのコンシステンシを維持す
ることが必要となるが，使用する計算ノードが
アクセスするファイルの数に見合った性能を

ファイルサーバ
ディスク

図 1 ファイルキャッシュシステムの概要

システムを導入することができるよう，システムソ
フトウェアやアプリケーションからの独立性を確
保していた．また，計算ノード間で連携したファイ
ルキャッシュ管理を実現し，ファイルキャッシュ階
層でファイルの存在情報やデータを保持すること
でファイルサーバに対する I/O 要求の多重度の削
減や I/O 要求の不連続性の抑制を図っていた．実際
に，IOFSL[9]をベースとして実装したユーザレベ

得られるように個々のファイルの共有を実現
する．
(2) 大規模なファイルに対する I/O 性能の確保:
アプリケーションによってはメモリ上に配置
しきれない大規模なファイルにアクセスする
ことがある．このため，ユーザレベル並列ファ
イルキャッシュシステムは，計算ノードとファ
イルサーバとの間でのキャッシュするデータ
の入れ替えを極力回避する必要がある．
これらの課題に対して，本研究では次の 2 点のア
プローチを採る．
(1) ファイルに対するキャッシュ保持ノードの括

ル並列ファイルキャッシュシステムを T2K 東大シ
ステム[10]で評価した結果，大量に生成される一時
ファイルへのアクセスがキャッシュ上で処理され
ることで，ProteinDF について最大 1.5 倍程度の実
行時間の速度向上が見られていた．
このとき，先で述べたように，科学技術計算アプ
リケーションのファイル I/O のパターンではプロ
セス間で同じファイルにアクセスすることがある
が，ファイルキャッシュシステムのように，計算ノ
ードのメモリ上にファイルデータのキャッシュを
保持する場合，計算ノード間でキャッシュのコンシ
ステンシを維持する必要がある．このコンシステン
シを維持する処理のため，使用する計算ノードの数
に見合った速度向上が得られないことがある．また，
科学技術計算アプリケーションではメモリ上に配
置しきれない大規模なファイルにアクセスするケ
ースがあるが，計算ノードのメモリ上でファイルの
データをキャッシュする場合，キャッシュが溢れる
ことになる．このため，キャッシュするデータの入
れ替えが発生し，ファイルサーバに対する負荷の低
減が難しくなる．
3.

り付け:
ユーザレベル並列ファイルキャッシュシステ
ムにおいて，あるファイルのデータをメモリ上
にキャッシュする計算ノードを一意に固定す
る．データをキャッシュするファイルと計算ノ
ードを括り付けることで，計算ノード間でのキ
ャッシュのコンシステンシを維持するための
処理を不要とする．計算ノード間でファイルを
単位とした分散管理を行なうことで，使用する
計算ノードがアクセスするファイルの数に見
合った性能を得られるようにする．
(2) キャッシュ対象ファイルのローカルディスク
へのコピー:
ユーザレベル並列ファイルキャッシュシステ
ムにおいて，計算ノードのメモリ上にファイル
をキャッシュする際に，対象ファイルを計算ノ
ードが搭載するローカルディスク上へコピー

ローカルディスクを活用するユーザレベル並列フ
ァイルキャッシュシステム

3.1 スケーラビリティの確保と大規模ファイルへの対
応に向けた課題とアプローチ
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する．ローカルディスク上へファイルをコピー
し，コピーしたファイルを利用してファイルの
データをメモリ上にキャッシュすることで，計
算ノードでキャッシュが溢れた際のキャッシ

ファイルI/O要求ノード
アプリ
ケーション

図 3 分散管理機能の処理フロー

によって括り付けられたファイルに対するアプリ
ケーションからの I/O 要求を受け取り，その後，コ
ピー機能やキャッシュ機能を使用して，ローカルデ
ィスク上へのファイルのコピーやメモリ上へのフ
ァイルのデータのキャッシュを行なう．このとき，
ファイル管理ノードではアプリケーションの I/O
要求を到着した順に処理し，あるファイルのデータ

3.2 システムの設計
3.1節で述べたアプローチにもとづいたユーザレ
ベル並列ファイルキャッシュシステムの構成を図
2 に示す．
ユーザレベル並列ファイルキャッシュシステム
では，アプリケーションを実行するプロセス中にフ
ァイルキャッシュを実現するためのスレッドを生

について，あるアプリケーションの I/O 要求で更新
された結果が，以降のアプリケーションの I/O 要求
で参照されるようにする．これにより，ファイルキ
ャッシュシステム上でのコンシステンシを維持す
る．

成し，このスレッドが計算ノード間で連携してファ
イルを計算ノード間で分散してキャッシュする．こ
のファイルを分散してキャッシュする機能は，ファ
イルの分散管理機能，ファイルのコピー機能，ファ
イルのキャッシュ機能の大きく 3 つの処理からな
っている．次にそれぞれの機能について説明する．

3.2.2

ファイルの分散管理機能

ファイルの分散管理機能は，アプリケーションの
I/O 要求が対象とするファイルの名前をキーとして
ファイルのデータをキャッシュする計算ノードを
ファイル管理ノードとして選択する．具体的には，
ハッシュ関数を使用してファイルの名前と計算ノ
ードを括り付ける．ファイルの分散管理機能の処理
を図 3 に示す．
ファイル管理ノードのスレッドは，ハッシュ関数
計算ノード
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ファイルのコピー機能

ファイルのコピー機能は，アプリケーションがフ
ァイルをオープンする際に，ファイルサーバからフ
ァイル管理ノードが搭載するローカルディスク上
へファイルをコピーし，コピーしたファイルを利用
してファイルのデータをファイル管理ノードのメ
モリ上でキャッシュすることを可能にする．ファイ
ルのコピー機能の処理を図 4 に示す．
ファイルのデータをキャッシュするファイル管
理ノードのスレッドは，アプリケーションのオープ
ン要求を受け取り，その後の対象ファイルへの I/O
要求に先立ってファイルサーバからローカルディ
ファイルI/O要求ノード
アプリ
ケーション

計算ノード

アプリ
ケーション

ファイル
サーバ

① ファイル名からハッシュを
算出して管理ノードへ要求

ュの入れ替えにともなうファイルサーバへの
アクセスを削減する．
本研究では，上記のアプローチにもとづいて，計
算ノードが搭載するメモリとローカルディスクを
活用するユーザレベル並列ファイルキャッシュシ
ステムを設計した．

3.2.1

ファイル管理ノード
ファイル
キャッシュ

ファイル管理ノード
ファイル
キャッシュ

ファイル
サーバ

① オープン要求を受けて
ファイルを非同期にコピー

② 更新箇所をファイルへ
非同期に反映

ファイルサーバ
ディスク

図 2 ファイルキャッシュシステムの構成

図 4 コピー機能の処理フロー
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する．また，アプリケーションの I/O 要求をフック
して対象ファイルのデータのキャッシュを行なう．

スク上へのコピーを非同期に開始する．また，メモ
リ上のキャッシュで更新されているデータについ
ては，ファイルサーバのファイルへ非同期に反映す
る．なお，アプリケーションの終了時には，メモリ

4.

上のキャッシュで更新されているデータは，ファイ
ルサーバのファイルへすべて反映する．
3.2.3

4.1 評価環境
3章で述べたユーザレベル並列ファイルキャッシ
ュシステムの現状での有効性を確認するため，T2K
東大システムにおいて基本評価を実施した．T2K
東大システムにおいて使用した計算ノード環境を
表 1 に示す．

ファイルのキャッシュ機能

ファイルのキャッシュ機能は，アプリケーション
がファイル I/O する際に，ファイル管理ノードが搭
載するローカルディスク上へコピーされているフ
ァイルからデータをメモリ上にキャッシュする．フ
ァイルのキャッシュ機能の処理を図 5 に示す．
ファイルのデータをキャッシュするファイル管
理ノードのスレッドは，アプリケーションの I/O 要
求を受け取り，ローカルディスク上へコピーされて
いるファイルからデータをメモリ上にキャッシュ
した上で I/O 処理を行ない，処理結果を返す．この

T2K 東大システムは，計算ノード間を Myri-10G
で接続し，ファイルシステムとしては NFS および
Lustre，HSFS が提供されている．評価では，この
T2K 東大システムの計算ノードを最大 32 台使用し
た．
4.2 スケーラビリティ評価

とき，ローカルディスク上へのファイルのコピーは，
コピー機能により非同期に行なわれるが，ファイル
のすべてのデータのコピー終了を待つことなく，
I/O 要求が対象とする部分がコピーされた時点でメ
モリ上にデータをキャッシュする．また，キャッシ
ュ上で更新されているデータについては，キャッシ
ュの使用状況にしたがって，ローカルディスクのコ
ピーファイルへ非同期に反映する．
3.3 システムの実装
本研究では，3.2節で述べた構成を採るユーザレ
ベル並列ファイルキャッシュシステムを Linux 上
で動的リンクライブラリとして実装した．ユーザレ
ベル並列ファイルキャッシュシステムは，Linux の
機能を利用してアプリケーションの実行時にプリ
ロードされ，アプリケーションのプロセス中にファ
イルキャッシュを実現するためのスレッドを生成
ファイルI/O要求ノード
アプリ
ケーション

ファイル管理ノード
ファイル
キャッシュ

基本評価

ファイル
サーバ

本研究で設計したユーザレベル並列ファイルキ
ャッシュシステムの計算ノードがアクセスするフ
ァイルの数に対するスケーラビリティを確認する
ため，T2K 東大システムの複数の計算ノードを使
用し，ファイルがキャッシュされる場合のファイル
I/O 性能の測定を実施した．測定では，各計算ノー
ドでファイル I/O を行なうプロセスを起動し，各プ
ロセスが 1GByte のファイルに対して 4KByte，
64KByte，1MByte 単位で Write，Read する場合
の性能を測定した．測定結果を図 6，図 7 に示す．
図 6，
図 7 は，
複数の計算ノードを使用して Write，
Read した場合の計算ノード当たりの性能をそれぞ
れまとめたものであり，横軸は使用した計算ノード
の数を示し，縦軸は計算ノード当たりの性能を
MB/s 単位で示している．
図 6，図 7 より，本研究でファイル共有とスケー
ラビリティの両立を図ったユーザレベル並列ファ
イルキャッシュシステムは，使用する計算ノードが
表 1 T2K 東大システムの計算ノード環境

① アクセク箇所をコピー
ファイルからキャッシュ

計算ノード (日立HA8000-tc/RS425)
CPU
メモリ
ローカルディスク
ネットワーク
OS
MPIライブラリ
ファイルシステム

② 更新箇所をコピーファイル
へ非同期に反映

図 5 キャッシュ機能の処理フロー
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イル I/O 性能を確認するため，ゲノム分野のアプリ
ケ ー シ ョ ン な ど で 利 用 さ れ て い る External
Sort-ing の GNU sort による模擬評価を実施した．
GNU sort は，ソートの途中結果を一時ファイルに

ノード当たりI/O性能 [MB/s]
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～
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～
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0
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HSFS - 1MByte I/O

NFS - 4KByte I/O

NFS - 64KByte I/O

NFS - 1MByte I/O

提案 - 4KByte I/O

提案 - 64KByte I/O

提案 - 1MByte I/O

図 6 計算ノード当たりの Write 性能

増加した際にも計算ノード当たりのファイル I/O
性能は，4KByte 単位での I/O 時で 1GB/s 程度とほ
ぼ一定となっており，使用する計算ノード数に見合
った性能が得られていることが分かる．また，Write
性能については，ファイルシステムによるキャッシ
ュの効果が現れている NFS と同等の性能が得られ，
Read 性能についても，ファイルシステムによるキ
ャッシュの効果が現れている Lustre と同様の性能
が得られている．これは，計算ノード間でのキャッ
シュのコンシステンシを維持するための制御処理
がなく，各計算ノードで対象ファイルをキャッシュ
することができたためである．
4.3 大規模ファイル評価

2,500

ノード当たりI/O性能 [MB/s]

10GByte の一時ファイルからデータを読み込みな
がらソートを行ない，最終的な結果を書き出した
40GByte の出力ファイルを作成していた．
T2K 東大システムの計算ノードを使用した GNU
sort 測定結果を図 9 に示す．
図 9 より，本研究で設計したユーザレベル並列フ
ァイルキャッシュシステムは，Lustre と比較して
速度が低くなっているものの，使用する計算ノード
が増加した際の速度は Lustre のような低下は見ら
れず，使用する計算ノード数に対するスケーラビリ
ティが得られていることが分かる．これは，計算ノ
ードが搭載するローカルディスクを活用すること
で，計算ノードからファイルサーバへのソートの途
中結果の書き出しが削減されたためと考えられる．
ただし，1 台の計算ノードが搭載するローカルディ
スクのファイル I/O 性能は 40MB/s 程度であるの対

本研究で設計したユーザレベル並列ファイルキ
ャッシュシステムの大規模ファイルに対するファ

1,000

～
～

書き出しながらメモリ上に確保しきれない大規模
なデータを処理する．測定では，T2K 東大システ
ムの複数の計算ノードを使用して，1 レコードを
400Byte とし，各計算ノードのプロセスが 1 億レコ
ード 40GByte のデータが保存されているファイル
を入力として 10GByte のメモリでソートする場合
の時間を測定した．なお，測定時の GNU sort の動
作を図 8 に示す．
GNU sort は，40GByte の入力ファイルからデー
タを読み込みながら 10GByte 分のソートを行ない，
その結果を書き出した 4 つの 10GByte の一時ファ
イルを作成していた．また，GNU sort は，4 つの

① 入力ファイルを
読み込みながらソートし，
10GByte分の結果を
一時ファイルへ書き出し

～
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図 7 計算ノード当たりの Read 性能

② 4つの一時ファイルを
読み込みながらソートし，
最終的な結果を
出力ファイルへ書き出し

図 8 GNU sort の動作概要
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ない．本研究で設計したユーザレベル並列ファイル
キャッシュシステムでは，ローカルディスクへコピ
ーするファイルと計算ノードを括り付け，プロセス
のファイル I/O 要求は対象ファイルを管理する計

9,000
8,000

実行時間 [sec]

7,000
6,000
5,000

算ノードで処理するため，計算ノード間のプロセス
で同じファイルにアクセスすることが可能である．
アプリケーションが処理するファイルのデータ
のキャッシュに関する研究・開発として I/O Delegate Cache System (IODC)[15]がある．IODC は，
ファイルのデータをキャッシュする専用ノードを
用意し，アプリケーションからの MPI-IO を使用し
たファイルに対する I/O 要求をその専用ノードが
代行する．本研究で設計したユーザレベル並列ファ
イルキャッシュシステムは MPI-IO に非依存であ
り，さまざまなアプリケーションに適用可能である．
また，オブジェクトベースのストレージを対象と

4,000
3,000
2,000
1,000
0
0

5

10

15

20

25

30

35

計算ノード数
NFS

Lustre

HSFS

提案

図 9 GNU sort 実行時間

し，32 台の計算ノードによる Lustre に対するファ
イル I/O 性能は 1.4GB/s 程度であり，このため，ユ
ーザレベル並列ファイルキャッシュシステムの速
度は，Lustre と比較して 32 台の計算ノードを使用
した場合でも低下が見られていると考えられる．ユ
ーザレベル並列ファイルキャッシュシステムは，大
規模なファイルにアクセスするアプリケーション
を実行する計算ノードが増え，ファイルサーバに対
する負荷が増大するケースで効果を発揮するもの
と考える．
5.

関連研究

ファイル I/O の性能を確保する技術として，ファ
イルステージングがある．ファイルステージングは，
理化学研究所の RIKEN Super Combined Cluster
System[11]や海洋研究開発機構の Earth Simulator[12]が採用している技術であり，研究・開発とし
ては STG[13]や Catwalk[14]がある．ファイルステ
ージングでは，計算ノード間で共有してアクセスす
ることができるファイルシステムと計算ノードが
個別に高速にアクセスすることができるローカル
ファイルシステムの 2 つのファイルシステムを想
定する．ファイルステージングは，アプリケーショ
ンの実行に先立って共有ファイルシステム上のフ
ァイルをローカルファイルシステムへコピーイン
し，アプリケーションの実行終了後にローカルファ
イルシステム上の作成ファイルや変更ファイルを
共有ファイルシステムへコピーアウトする．このと
き，高速なローカルファイルにコピーインされたフ
ァイルは計算ノード間のプロセスで共有すること
ができないため，ファイルを介してデータの受け渡
しを行なうようなアプリケーションでは利用でき
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する協調型キャッシュシステムの研究・開発として
Dynamic Weight-based Cooperative Caching
Scheme (DWC2)[16]がある．DWC2 は，オブジェク
トデータに対して重み付けを行ない，その重みにし
たがってキャッシュしているオブジェクトデータ
の移譲や破棄を決定することでキャッシュ効率を
高める．本研究で設計したファイルキャッシュシス
テムでは今後，アプリケーションのファイル I/O の
特性を反映できるようなキャッシュ機能の拡張を
検討し，キャッシュの有効性の向上を図っていく．
6.

おわりに

本研究では，使用する計算ノードがアクセスする
ファイルの数に見合った性能を確保し，大規模なフ
ァイルに対応するユーザレベル並列ファイルキャ
ッシュシステムを設計した．ユーザレベル並列ファ
イルキャッシュシステムの実現に向けては次の 2
点が課題であった．
(1) ファイル共有とスケーラビリティの両立
(2) 大規模なファイルに対する I/O 性能の確保
これらの課題に対して，本研究では次の 2 点のア
プローチを採り，計算ノードが搭載するメモリとロ
ーカルディスクを活用するユーザレベル並列ファ
イルキャッシュシステムを設計し，Linux 上で実装
した．
(1) ファイルに対するキャッシュ保持ノードの括
り付け
(2) キャッシュ対象ファイルのローカルディスク
へのコピー
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実際に，実装したユーザレベル並列ファイルキャ
ッシュシステムを T2K 東大システムの計算ノード
で動作させ，基本評価を実施した．複数の計算ノー
ドを使用したファイル I/O 性能を測定した結果，使

R. Ross，L. Ward and P. Sadayappan，“Scalable I/O
Forwarding Framework for High-Performance Computing System，”Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Cluster Computing，New Orleans，
LA，USA，2009．

用した 32 台の計算ノードに見合うファイル I/O 性
能が得られることを確認した．また，GNU sort を
使用して大規模なデータのソートの実行時間を測
定した結果，計算ノードが搭載するローカルディス
クの活用により，使用する計算ノード数に対するス
ケーラビリティが得られることを確認した．
今後，さまざまな実行環境，アプリケーションで
の評価を行なっていき，ユーザレベル並列ファイル
キャッシュシステムの有効性について確認してい
く．
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