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Grid Engine Grid Engine Grid Engine Grid Engine 簡易操作マニュアル簡易操作マニュアル簡易操作マニュアル簡易操作マニュアル    

 Grid Engine （以下 GE) は、Sun Microsystems 社が立ち上げたオープンソースコミュニティ“Grid Engine Project”

により開発されたソフトウェアで、クラスタ内の計算リソースを管理します。このソフトウェアを使用することにより、ユー

ザはどのノードのリソースが空いているかを気にすることなくジョブを投入・実行することができます。リソースが空い

ていない場合には待機中となり、いずれかのノードのリソースが空くと自動的に実行開始されます。 

 

このマニュアルではジョブの投入、削除など基本的な操作を扱います。その他の操作に関しては Grid Engine のユー

ザーズマニュアルをご参照ください。 

 

出荷時の設定出荷時の設定出荷時の設定出荷時の設定        

 

出荷時の設定ではノードごとに 1 つのキューが設定されており、各キューで同時に実行可能なジョブの数（スロット

数）は 4 個となっています。ジョブ投入時にキューを指定する必要はなく、GE がリソースの空いているキューを探して

ディスパッチします。 

また、一人のユーザが実行可能なジョブ数に制限が設けられており、一部のユーザが大部分のプロセッサを占有

することがないように設定されています。 

スロット数やユーザのジョブ数制限は変更可能です（別紙の管理マニュアル参照）。実際の使用状況に合わせて設

定してください。 

 

ユーザアカウントユーザアカウントユーザアカウントユーザアカウント    
 

ホストにログインしてジョブを投入します。ホストと各ノードに同じユーザアカウントを作成してください（Takeru オペ

レーションマニュアルのユーザ追加方法を参照）。 

並列ジョブを実行する場合には、rhosts ファイルに全ノードのホスト名が記述されている必要があります。確認して

ください。beowulf アカウントの.rhosts ファイルは出荷時に設定済みです。 

GEGEGEGE の起動と停止（の起動と停止（の起動と停止（の起動と停止（rootrootrootroot アカウントのみ）アカウントのみ）アカウントのみ）アカウントのみ）    

 起動 

 GE の起動スクリプトが/etc/init.d ディレクトリにあります。出荷時はマシン起動時にこのスクリプトが実行されるよう

設定しています。 

 

[root@n000 root]# /etc/init.d/rcsge  start   # ホストで sge_qmaster デーモン、sge_schedd デーモン、 

           sge_execd デーモン及び sge_commd デーモンを起動 

[root@n000 root]# ./allnode /etc/init.d/rcsge  start # 全ノードで sge_execd デーモン及び sge_commd デーモ 

           ンを起動 

 

停止 

[root@n000 root]# /etc/init.d/rcsge  stop   # ホストで sge_qmaster デーモン、sge_schedd デーモン、 

           sge_execd デーモン及び sge_commd デーモンを停止 

[root@n000 root]# ./allnode /etc/init.d/rcsge  stop # 全ノードで sge_execd デーモン及び sge_commd デーモ 

           ンを停止 

 

sge_qmaster デーモン停止の時点で実行中のジョブは終了するまで実行され、待機中のジョブは次に sge_qmaster

デーモンを起動した時に実行されます。 
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ジョブを投入するジョブを投入するジョブを投入するジョブを投入する    

qsub [jobscript]qsub [jobscript]qsub [jobscript]qsub [jobscript]    
 

 GE でジョブを投入するにはシェルスクリプトの作成が必要です。以下の例では、シェルスクリプトに投入コマンド

qsub のオプションと実行したいプログラムを記述し、qsub コマンドの引数としてスクリプトファイル名を指定します。 

 

実行例 

[beowulf@n000 GE_wk]$ vi getest.sh  # スクリプトの作成 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

スクリプトの記述例 

#!/bin/sh # シェルを記述 

 

#$ -o out.txt # 行頭に“#$”と記述し、qsub コマンドのオプションとその引数を記述。 

 # この例では標準出力ファイルとして out.txt を作成。 

 # （デフォルトは“スクリプト名．o ジョブ ID”） 

 

sleep 30 # 実行したいプログラムを記述。この例では、実行して 30 秒経過した 

hostname # 後、ノードのホスト名と日付を出力。 

date 

----------------------------------------------------------------------------------------------

[beowulf@n000 ge_wk]$ qsub getest.sh  # ジョブの投入 

 your job 142 ("getest.sh") has been submitted  

         # getest.sh というジョブ名が与えられ、ジョブ ID142 が割り振られる 

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat    # 投入されたジョブの状態を表示 

         （n000.q はジョブが所属するキューの名前） 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 142 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER    

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ ls 

 getest.sh getest.sh.e142 out.txt  # 作成される標準出力ファイル・標準エラー出力ファイル 

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ cat out.txt   # 保存された標準出力ファイルの表示 

  n000 

 Tue Jul 29 09:29:05 JST 2003 

 

 出荷時の設定では、1 つのキューにおいて同時に実行可能なジョブの数（スロット数）が、対応するノードのプロセッ

サコア数と同じ 4 個となっています。投入されたジョブの数が全キューの合計スロット数に達すると、空きリソースなし

とみなされジョブは待機中となります。例えばノード数 4、プロセッサコア数 16 の場合、スクリプトを 16 回以上連続し

て実行（すなわち、16 個以上のジョブを連続して投入）すると全てのプロセッサが使用されます。 

 

主なオプション 

 スクリプトに記述する他、コマンドラインからも指定可能です。 

 スクリプトとコマンドラインで同じオプションを指定した場合、コマンドラインからの設定値が優先されます。 

-a [date]   実行開始日時を指定（書式は MMDDhhmm） 

-cwd   ジョブをカレントディレクトリで実行 （出荷時設定済み） 

-e [path]   標準エラーを指定したファイルに保存（デフォルトは“スクリプト名．e ジョブ ID”） 

-h    ホールド状態でジョブを投入（qrls コマンドを実行するまでジョブは実行されない。qrls コマ

     ンドについては後述） 

-j [y｜n]   標準出力と標準エラーを 1 つのファイルに保存 
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-m [mail option] ジョブがある状態になると実行ノードがメールで通知（デフォルトはメール通知なし） 

a ジョブが削除された時、再スケジュールされた時にメールで通知 

b ジョブの実行が始まった時にメールで通知 

e  ジョブの実行が終了した時にメールで通知 

s ジョブがサスペンド・再開された時にメールで通知 

n メール通知なし 

-N [job_name]  ジョブ名の指定 （デフォルトはスクリプトファイル名） 

-o [path]   標準出力を指定したファイルに保存（デフォルトは“スクリプト名.o ジョブ ID”） 

-p [priority]  ジョブのプライオリティを設定（デフォルトは 0、設定可能範囲は-1023～1024、一般ユー 

     ザは負の値のみ設定可能） 

-pe [pe_name] [num_proc]  

    並列ジョブ実行時の並列環境と使用プロセス数（並列ジョブについては後述） 

-q [queue]  使用キューの指定（デフォルトは空いているキューへ自動的に投入） 

    

※ ジョブ名の冒頭の文字が数字の場合、実行が受け付けられません。必ずアルファベットにして下さい。-N オプショ

ンで指定しない場合、スクリプトファイル名がジョブ名となりますので、ファイル名にご注意下さい。
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ジョブの状態を見るジョブの状態を見るジョブの状態を見るジョブの状態を見る 

    

qstat [option]qstat [option]qstat [option]qstat [option]    
  

 投入したジョブの状態を表示します。投入したジョブが実行中かどうか、どのノードで実行されているか、現在どのく

らいの数のジョブが投入されているかを確認できます。 

 

実行例 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat    # ジョブの状態を表示（全てのユーザのジョブが表示されます） 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 457 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:34 n000.q MASTER   

 456 0 getest.sh takeru r 07/29/2003 09:28:34 n001.q MASTER   

 458 0 getest.sh takeru r 07/29/2003 09:28:35 n001.q MASTER   

 460 0 getest.sh takeru qw 07/29/2003 09:28:38     

 461 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:39        

 

各項目の説明  

 

job IDjob IDjob IDjob ID  投入後のジョブに対して割り振られる番号 

priorpriorpriorprior            ジョブのプライオリティ 

namenamenamename      投入時に与えられたジョブの名前 （デフォルトはスクリプトファイル名） 

useruseruseruser   ジョブ所有者 

statestatestatestate        ジョブの状態 

    r 実行中 

    qw 待機中のジョブ（実行可能な状態） 

    h ホールド中（qrls コマンドを実行するまではジョブが実行されない状態） 

    d 削除中 

    t 移動中 

    s サスペンド（一時停止）状態 

    S サスペンド状態（ジョブが所属するキューがサスペンドされている） 

    T サスペンド状態（キューの制限を超えたためにサスペンドされている） 

    R 再スケジューリングされたジョブ 

    E エラー状態 

submit/start asubmit/start asubmit/start asubmit/start atttt    投入/開始日時 

queuequeuequeuequeue        ジョブが所属しているキューの名前（デフォルトのキュー名は“ホスト名.q”） 

mastermastermastermaster        マスター/スレーブの区別（スレーブは並列ジョブのみ、並列ジョブについては後述） 

jajajaja----tasktasktasktask----DDDD        ジョブアレイタスク ID（アレイジョブでない場合は空欄）    

 

主なオプション 

-f     キューごとにジョブ情報を表示 

-ne   現在ジョブのないキューを除外（-f オプションと組み合わせて使用） 

-q [queue_name] 指定したキューについて表示（指定キュー内のジョブのほか、待機中のジョブも表示される） 

-s [p | r | h]  指定したステイタスのジョブのみ表示 [ pending （待機中）| running | hold] 
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ジョブを削除するジョブを削除するジョブを削除するジョブを削除する 

    

qdel [option] [jobID] qdel [option] [jobID] qdel [option] [jobID] qdel [option] [jobID]     
 

 実行中・待機中などジョブの状態に関わらず、ジョブを削除します。 

 ジョブを削除する権限を持つのは、そのジョブを投入したユーザアカウントか root アカウントのみです。 

 

実行例 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior Name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 457 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:34 n000.q MASTER   

 456 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:34 n001.q MASTER   

 458 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n001.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:38     

 461 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:39        

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qdel 456 460  # ジョブ ID456、460 のジョブを削除 

 beowulf has registered the job 456 for deletion （実行中ジョブと待機中ジョブでは異なるメッセージが出現） 

 beowulf has deleted job 460 

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 457 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:34 n000.q MASTER   

 458 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n001.q MASTER   

 461 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:39 n001.q MASTER    

 

※ ジョブ ID の代わりに“all”とすると、そのユーザが投入した全てのジョブを削除できます。 

 

主なオプション 

-u [username]  指定したユーザのジョブのみを削除（root アカウントのみ） 
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待機中のジョブをホールドする待機中のジョブをホールドする待機中のジョブをホールドする待機中のジョブをホールドする    

qhold [jobID]qhold [jobID]qhold [jobID]qhold [jobID]    
 

 待機中のジョブをホールドします。ホールド中のジョブは、実行可能な状態にするコマンド（qrls）を実行するまで待機

中の状態が維持されます。リソースが空いていてもホールド中のジョブがディスパッチされることはなく、その次に待機

中のジョブが先にディスパッチされます。 

 ジョブをホールドする権限を持つのは、そのジョブを投入したユーザアカウントか root アカウントのみです。また、ホ

ールドの対象となるのは待機中のジョブのみです。 

 

実行例 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:38        

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qhold 460   # ジョブ ID460 をホールドする 

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf hqw 07/29/2003 09:28:38        
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ホールド状態のジョブをリリースするホールド状態のジョブをリリースするホールド状態のジョブをリリースするホールド状態のジョブをリリースする 

    

qrls [jobID]qrls [jobID]qrls [jobID]qrls [jobID]    
 

 qhold コマンドなどでホールドしたジョブを再び実行可能な状態にします。 

ジョブをリリースする権限を持つのは、そのジョブを投入したユーザアカウントか root アカウントのみです。 

 

実行例 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf hqw 07/29/2003 09:28:38        

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qrls 460   # ジョブ ID460 をリリースする 

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:38        

※ root アカウントでホールドしたジョブはユーザアカウントでもリリース可能です。
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実行中のジョブをサスペンドする実行中のジョブをサスペンドする実行中のジョブをサスペンドする実行中のジョブをサスペンドする    

qmod qmod qmod qmod ––––s [s [s [s [jobID]jobID]jobID]jobID]    
 

 実行中のジョブを一時的に停止させます。サスペンドしたジョブはリソースを占有した状態となり、そのリソースに新

たなジョブがディスパッチされることはありません。 

 ジョブをサスペンドする権限を持つのは、そのジョブを投入したユーザアカウントか root アカウントのみです。また、

サスペンド可能なのは実行中のジョブのみです。 

 

実行例 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:38        

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qmod -s 459  # ジョブ 459 をサスペンドする 

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf rs 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:38        

 

※ サスペンド中のジョブは、1 ユーザが同時に実行可能なジョブ数にカウントされません。 
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サスペンドしたジョブを再開するサスペンドしたジョブを再開するサスペンドしたジョブを再開するサスペンドしたジョブを再開する    

qmod qmod qmod qmod ––––us [jobID]us [jobID]us [jobID]us [jobID]    
 

 サスペンド中のジョブを再開します。プログラムは、サスペンドされた時点で停止した部分から再開されます。   

 ジョブを再開する権限を持つのは、そのジョブを投入したユーザアカウントか root アカウントのみです。 

 

実行例 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf rs 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:38        

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qmod -us 459  # ジョブ ID459 を再開する 

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:38        

※ root アカウントでサスペンドしたジョブはユーザアカウントでも再開可能です。
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ジョブの属性を変更するジョブの属性を変更するジョブの属性を変更するジョブの属性を変更する    

qalter [option] [jobID]qalter [option] [jobID]qalter [option] [jobID]qalter [option] [jobID]    
 

 qsub コマンド のオプションとして指定可能な属性の設定値を、ジョブ投入後に変更します。たとえばこのコマンドを

用いてジョブのプライオリティを変更することで、待機中のジョブがディスパッチされる順序を変更できます。下記の例

でその方法を示します。 

 ジョブの属性を変更する権限を持つのは、そのジョブを投入したユーザアカウントか root アカウントのみです。 

 

実行例 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:38     

 461 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:39        

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qalter –p -10 460 # ジョブ ID 460 の プライオリティを 0 から-10 に変更する 

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 459 0 getest.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q MASTER   

 460 0 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:38     

 461 -10 getest.sh beowulf qw 07/29/2003 09:28:39        

 

※ プライオリティの設定範囲は-1023～1024 で、デフォルトの値は 0 です。一般ユーザはプライオリティを下げること

しかできません。root アカウントのみ、プライオリティを上げることができます。 

 

主なオプション 

 qsub で指定可能なオプションと共通です。 

-a [date]   実行開始日時を指定（書式は MMDDhhmm） 

-cwd   ジョブをカレントディレクトリで実行  

-e [path]   標準エラーを指定したファイルに保存（デフォルトは“スクリプト名．e ジョブ ID”） 

-j [y｜n]   標準出力と標準エラーを 1 つのファイルに保存 

-m [mail option] ジョブがある状態になると実行ノードがメールで通知（デフォルトはメール通知なし） 

a ジョブが中止になったとき、再スケジュールされたときにメールで通知 

b ジョブの実行が始まったときにメールで通知 

e  ジョブの実行が終了したときにメールで通知 

s ジョブがサスペンド・再開されたときにメールで通知 

n メール通知なし 

-N [job_name]  ジョブ名の指定 （デフォルトはスクリプトファイル名） 

-o [path]   標準出力を指定したファイルに保存（デフォルトは“スクリプト名．o ジョブ ID”） 

-p [priority]  ジョブのプライオリティを設定（デフォルトは 0） 

-pe [pe_name] [num_proc]  

    並列ジョブ実行時の並列環境と使用プロセス数（並列ジョブについては後述） 

-q [queue]  使用キューの指定（デフォルトは自動的に空いているキューに投入） 
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ノードの状態を見るノードの状態を見るノードの状態を見るノードの状態を見る 

    

qhost [option]qhost [option]qhost [option]qhost [option] 
 

 実行ノードが利用可能な状態かどうか、及び各実行ノードの属性（利用可能なハードウェアリソースや使用中のリソ

ース等）を表示します。また、各実行ノード上で設定されているキューの状態を併せて表示できます。 

 

実行例 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qhost     # 全実行ノードの状態を表示 

 

  HOSTNAME ARCH NPROC LOAD MEMTOT MEMUSE SWAPTO SWAPS   

 global - - - - -    

 n000 ｌx24-amd64 4 0.71 2.0G 540.3M 517.7M 0.0   

 n001 ｌx24-amd64 4 0.00  2.0G 205.4M 517.7M 0.0   

 n002 ｌx24-amd64 4 0.00  2.0G 205.3M 517.7M 0.0   

  n003 ｌx24-amd64 4 - 2.0G - 517.7M -   

 

[beowulf@n000 gawk]$ qhost -q    # ノードの状態と共にキューの状態を表示 

 

  HOSTNAME ARCH NPROC LOAD MEMTOT MEMUSE SWAPTO SWAPS   

 global - - - - -    

 n000 ｌx24-amd64 4 0.71 2.0G 540.3M 517.7M 0.0   

 n000.q BIP 4/4       

 n001 ｌx24-amd64 4 0.00  2.0G 205.4M 517.7M 0.0   

 n001.q BIP 0/4       

 n002 ｌx24-amd64 4 0.00  2.0G 205.3M 517.7M 0.0   

 n002.q BIP 0/4   D      

 n003 ｌx24-amd64 4 - 2.0G - 517.7M -  

  n003.q BIP 0/4   Au           

 

 n000 は 4 つのジョブが投入されている状態です。キューn000.q の列の 4/4 という数値は 4 つのスロット数のうち 4

つが使用されている状態を示しています 

n001 は現在実行されているジョブがない状態です。キューn001.q の列の 0/4 という数値は 4 つのスロット数のうち使

用されている数が 0 である状態を示しています。 

 n002 はキューが使用不可の状態です（d = disable）。実行ノード n002 は利用可能ですが、n002 上にあるキュー

n002.q が停止状態であるため、n002 でジョブが実行されることはありません。 

 n003 はノードと通信できない状態です（a = alarm u = unknown）。該当ノードがダウンしていないかどうか、ネットワー

クに接続されているかどうか、GE のデーモン（sge_commd および sge_execd が起動しているかどうかを確認してくださ

い。alarm 状態は実行ノードが過負荷状態にある場合にも表示されます。
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MPICHMPICHMPICHMPICH を用いを用いを用いを用いたたたた並列ジョブを投入する並列ジョブを投入する並列ジョブを投入する並列ジョブを投入する    

 GE では MPICH や PVM を用いた並列プログラムを実行する為の並列環境が定義可能であり、これを用いることで

並列プログラムを実行できます。ここでは、Takeru に構築済みの MPICH を使用して並列ジョブを実行する方法につ

いて扱います。以下の例では clustalw-mpi という並列プログラムを 8CPU で実行する場合において、ジョブスクリプト

とその実行状況や出力について記述しています。 

 
実行例 

[beowulf@n000 ge_wk]$ vi mpiscript.sh  #スクリプトの作成 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

#!/bin/sh                   

 

#$ -pe mpich 8      # -pe オプションは GE に定義してある並列環境と、並列プロセス数を 

# 指定する。-pe 直後にある mpich は出荷時に設定済みの並列環境 

# 名であり、並列ライブラリ MPICH を用いたジョブを投入する場合に 

# 指定しなければならない。この例では 8CPU を要求するために、並 

# 列プロセス数に 8 を指定している。 

 

/usr/local/mpi/bin/mpirun –np $NSLOTS –machinefile $TMPDIR/machines  clustalw-mpi TEST00.fa 
         # MPICH の実行コマンド mpirun を記述。斜体部分はサンプルプログ

         # ラムと引数。-np は mpirun で実行されるプロセスの数を指定し、変 

# 数$NSLOTS には qsub コマンドの-pe オプションで指定された並列 

# プロセス数が入る。-machinefile は mpirun 実行時に使用されるノー 

# ドのリストを指定する。GE は要求された CPU 数に応じて利用可能 

# なノードのリストを自動的に作成、提供するので、ここではそのファイ 

# ル（$TMPDIR/machines）を指定している。 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qsub mpiscript.sh  # ジョブの投入（ジョブ ID142 が割り振られる） 

your job 142 ("mpiscript.sh") has been submitted  

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 142 0 mpiscript.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n000.q SLAVE   

 142 0 mpiscript.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n001.q MASTER   

  0 mpiscript.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n001.q SLAVE   

 142 0 mpiscript.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n002.q SLAVE   

 142 0 mpiscript.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n003.q SLAVE    

 142 0 mpiscript.sh beowulf ｒ 07/29/2003 09:28:35 n004.q SLAVE   

 142 0 mpiscript.sh beowulf ｒ 07/29/2003 09:28:35 n005.q SLAVE   

 142 0 mpiscript.sh beowulf ｒ 07/29/2003 09:28:35 n006.q SLAVE   

 142 0 mpiscript.sh beowulf ｒ 07/29/2003 09:28:35 n007.q SLAVE   

         # ジョブスクリプト mpiscript.sh 内の-pe オプションで要求した通り、 

# マスタージョブと同じジョブ ID のスレーブジョブが 8 つ生成されてい 

# る。 

[beowulf@n000 ge_wk]$ ls 

mpiscript.sh mpiscript.sh.o142  mpiscript.sh.e142  mpiscript.sh.pe142  mpiscript.sh.po142 PI1234 

         # 標準出力ファイル・標準エラーファイルのほか、GE が並列環境を使

         # 用開始した時の標準出力ファイル（*.po*）および標準エラーファイル

         # （*.pe*）が作成される。 

         # PI1234 は MPICH の出力ファイル 
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[beowulf@n000 ge_wk]$ cat mpiscript.sh.po142 

         # GE が並列環境（この実行例の場合、-pe オプションで指定  

         # した mpich）を使用した際の標準出力。 

n005 

n007 

n003 

n006 

n004 

n000 

n002 

n001 

         # 使用ノードのリスト。 

 

-pe オプションと共に-masterq オプションを使用してキューを指定すると、マスタージョブの実行場所を指定すること

ができます（デフォルトは指定なし）。 

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qsub –masterq n000.q mpiscript.sh 

 

※ 並列ジョブは、マスタージョブとスレーブジョブを合わせて 1 つのジョブとして数えられます。 

 

※ qdel コマンドで並列ジョブを削除すると、mpirun は終了しますが各ノードの実行プログラムは終了しません

（qstat コマンドで確認すると、スレーブジョブも含め全て削除されたように見えます）。スレーブプロセスを手動

で kill してください。 
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並列環境並列環境並列環境並列環境 mpich4mpich4mpich4mpich4 についてについてについてについて    

Takeru では機種によって並列環境 mpich4 が設定されています。これは mpich 用の並列環境の一種であり、使用

する cpu の取得方法と、mpich 用に GE より提供される machines ファイルに違いがあります。並列環境 mpich の場

合、machines ファイルは 

n000 

n000 

n000 

n001 

n001 

n002 

といったようにホスト名が複数記述されることで使用する cpu の数が表現されます。また、各ホストから取得する cpu

の数は一定とは限りません。 

並列環境 mpich4 の場合、各ホストから必ず 4 つの cpu を取得するように制限がかけれれており、提供される

machines ファイルも、 

n000:4 

n001:4 

n003:4 

のように、[ホスト名]:[cpu 数]といった書式になります。 

これにより、使用する並列プログラムによっては並列環境 mpich を使用したときと比べ、性能が良くなる場合があり

ます。 

ただし、1 つでも計算ジョブが実行中であるホストからはそのホストの他の未使用の cpu を取得することができませ

ん。計算ジョブの種類や量、また、Takeru の cpu 数によって最適な並列環境を選択してください。  

 

実行例 

ここでは、並列環境 mpich4 を使用して並列ジョブを実行する方法について扱います。以下の例では clustalw-mpi

という並列プログラムを 8CPU で実行する場合において、ジョブスクリプトとその実行状況や出力について記述してい

ます。 
[beowulf@n000 ge_wk]$ vi  mpi4script.sh  #スクリプトの作成 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

#!/bin/sh                   

 

#$ -pe mpich4 8      # -pe オプションは GE に定義してある並列環境と、並列プロセス数を 

# 指定する。-pe 直後にある mpich4 は出荷時に設定済みの並列 

# 環境名であり、並列ライブラリ MPICH を用いたジョブを投入する 

# 場合に指定しなければならない。この例では 8CPU を要求するため

# に、並列プロセス数に 8 を指定している。 

 

/usr/local/mpi/bin/mpirun –np $NSLOTS –machinefile $TMPDIR/machines  clustalw-mpi TEST00.fa 
         # MPICH の実行コマンド mpirun を記述。斜体部分はサンプルプログ

         # ラムと引数。-np は mpirun で実行されるプロセスの数を指定し、変 

# 数$NSLOTS には qsub コマンドの-pe オプションで指定された並列 

# プロセス数が入る。-machinefile は mpirun 実行時に使用されるノー 

# ドのリストを指定する。GE は要求された CPU 数に応じて利用可能 

# なノードのリストを自動的に作成、提供するので、ここではそのファイ 

# ル（$TMPDIR/machines）を指定している。 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qsub mpi4script.sh  # ジョブの投入（ジョブ ID142 が割り振られる） 

your job 142 ("mpi4script.sh") has been submitted  

 

[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 
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 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 142 0 mpi4script.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n001.q MASTER   

  0 mpi4script.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n001.q SLAVE   

  0 mpi4script.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n001.q SLAVE   

  0 mpi4script.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n001.q SLAVE   

  0 mpi4script.sh beowulf r 07/29/2003 09:28:35 n001.q SLAVE    

 142 0 mpi4script.sh beowulf ｒ 07/29/2003 09:28:35 n003.q SLAVE   

  0 mpi4script.sh beowulf ｒ 07/29/2003 09:28:35 n003.q SLAVE   

  0 mpi4script.sh beowulf ｒ 07/29/2003 09:28:35 n003.q SLAVE   

  0 mpi4script.sh beowulf ｒ 07/29/2003 09:28:35 n003.q SLAVE   

# ジョブスクリプト mpi4script.sh 内の-pe mpich4 オプションで要

求# した通り、 マスタージョブと同じジョブ ID のスレーブジョブが

8 

# つ生成されている。 

この例では、 

n001:4 

n003:4 

という machines ファイルが gridengine より提供され、n001 が master となって並列プログラムが実行されています。 
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マルチスレッド並列ジョブを投入するマルチスレッド並列ジョブを投入するマルチスレッド並列ジョブを投入するマルチスレッド並列ジョブを投入する    

 GE では OpenMP や pthread を用いたマルチスレッド並列プログラムを実行する為の並列環境が定義可能であり、

これを用いることで並列プログラムを実行できます。ここではこのマルチスレッド並列ジョブを実行する方法について

扱います。以下の例では blastall というマルチスレッド並列対応のプログラムを 4CPU で実行する場合において、ジョ

ブスクリプトとその実行状況や出力について記述しています。 

    
実行例 

[beowulf@n000 ge_wk]$ vi ge_blastall-a4.sh #スクリプトの作成 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

#!/bin/sh                   

 

#$ -l nc=4       

 # -l オプションはジョブが使用するリソースを定義するために使います。       

# この場合 nc というリソースを 4 つ使用することを宣言しています。 

                                                              # nc は 1 台あたり 4 つまで使用可能で、特に指定しないと１つの 

# ジョブあたり 1 つ消費されます。このジョブは nc が 4 つ確保できな 

# い限り実行されません。また、このジョブが動作しているマシンでは 

# すべての nc を使い果たしているため、別のジョブが同時に動作する 

# ことはありません。 

/usr/local/ncbi/bin/blastall -p blastx -a4  -d nr -i test.seq –o nr-test.out 

 

         # blastall の-a4 オプションで 4 つの cpu を 使用するように指定して 

# います。 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
[beowulf@n000 ge_wk]$ qsub ge_blastall-a4.sh # ジョブの投入（ジョブ ID143 が割り振られる） 

your job 143 ("ge_blastall-a4.sh") has been submitted 

 
[beowulf@n000 ge_wk]$ qstat 

 

 job-Id prior name user state submit/start at queue master ja-task-ID  

 143 0 ge_blastall-a4.sh beowulf r 07/29/2003 10:28:35 n007.q MASTER   
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GUI でジョブを操作する 

 

qmonqmonqmonqmon    
 

X 上で qmon コマンドを実行すると、ジョブの投入や削除などの操作をグラフィカルなユーザインタフェース上で行う

ことができます。 

下記の画像は qmon のメインコントロールウィンドウです。各ボタンの上にマウスカーソルを置くとメニューの名前が

表示されます。ここでは、ジョブの投入・削除などを行うメニュー（Job Control）と各ノードの状態をモニターするメニュ

ー（Queue Control）について述べます。Exit ボタンをクリックすると qmon が終了します。 

 

[beowulf@n000 beowulf]$ qmon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job ControlJob ControlJob ControlJob Control    

Queue ControlQueue ControlQueue ControlQueue Control    

ExitExitExitExit    
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Job ControlJob ControlJob ControlJob Control 

 

JobContol ボタンをクリックすると、以下のウィンドウが出現します。  

 

 下図は Running Jobs タブを選択した状態であり、ここでは現在実行中のジョブの一覧が示されています。左側の

Pending Jobs タブを選択すると待機中のジョブの一覧が、Finished Jobs タブを選択すると終了したジョブの一覧(最近

終了したものについて 100 個まで) が表示されます。 

  

①Refresh ボタンをクリックすると、最新の状態に更新されます。 

  

②Submit ボタンをクリックすると、ジョブ投入のためのウィンドウが出現します。GUI 上からジョブを投入する場合、標

準の出力ファイルは qmon コマンドを実行したディレクトリに作成されます。 

 

③ジョブ一覧からマウスでジョブを選択して右側の各種ボタンをクリックすると、ジョブ削除などの操作を行うことがで

きます。  

   （ジョブを選択する際に Shift キーや Ctrl キーを使うと、複数のジョブを選択することが可能です。） 

 

④Done ボタンをクリックすると、メニューが終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①    

②②②②

③③③③

④④④④



  

  19 

Queue ControlQueue ControlQueue ControlQueue Control    

 

Queue Control ボタンをクリックすると、各ノードに対応したキューの状態を確認できます。この画面からキューの設定

変更を行うことも可能ですが、操作できるのは root アカウントのみとなります。 

 

①各キューについて名前、ホスト名、スロット数、状態が示されています。 

 

②key 欄はキューの状態を表す凡例です。各キューのアイコンに描かれているマスが key 欄の対応する項目と同色

に塗られます。例えばキュー内でジョブが実行されている場合、左端のマスが右側の key 欄にある Running と同色

（緑）に塗られます。 

 

③Refresh ボタンをクリックすると、最新の状態に更新されます。 

 

④Done ボタンをクリックすると、ウィンドウが終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キュー名キュー名キュー名キュー名    

ホスト名ホスト名ホスト名ホスト名    

使用スロット数（スロット数）使用スロット数（スロット数）使用スロット数（スロット数）使用スロット数（スロット数）    

キューの状態キューの状態キューの状態キューの状態    ②②②②    
①①①①    

②②②②

③③③③

④④④④
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Grid Engine Grid Engine Grid Engine Grid Engine 管理マニュアル管理マニュアル管理マニュアル管理マニュアル    

 このマニュアルでは、以下の 3 点について出荷時の設定と変更方法を記述します。その他の詳細な設定に関して

は、Grid Engine のアドミニストレーションマニュアルやレファレンスマニュアルをご参照ください。  

・デフォルトで使用可能なリソース 

・障害時の対応 

・1 ユーザあたりのジョブ数制限 

 

GE はユーザが投入したジョブを受け取り、利用可能な計算リソースを割り当てて実行します。計算リソースの情報

はキューがもっており、具体的な計算資源(実行ノード名)や、実行可能なジョブ数などが定義されています。 

GE の主な設定項目には以下のものがあります。目的によっては複数のファイルを修正する必要があります。それ

らのファイルは全て qconf コマンドで修正可能であり、指定するオプションによって操作の対象となる設定ファイルが

変わります。各種設定の変更は root アカウントのみ可能です。 

 

キュー設定  同時に実行可能なジョブ数などをキューごとに設定 

グローバル設定 通信不能なノード上のキューを停止させるまでのインターバルなどを設定 

スケジューラ設定 ユーザーが同時に実行可能なジョブ数など、スケジューリング規則に関する設定 

 

[root@n000 root]# qconf -sq [queue_name]  # キュー設定内容の表示 

          （デフォルトのキュー名は“ホスト名.q”） 

[root@n000 root]# qconf –sconf    # グローバル設定内容の表示 

[root@n000 root]# qconf –ssconf    # スケジューラ設定内容の表示 

 

本マニュアルでは主にコマンドラインで設定を変更する方法について説明しますが、後述のように GUI を用いて設

定を変更することもできます。 
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デフォルトで利用可能なリソースデフォルトで利用可能なリソースデフォルトで利用可能なリソースデフォルトで利用可能なリソース 

 
 出荷時の設定では各ノードに 1 つずつキューが存在し、それぞれのキューの設定が各ノードで利用可能なリソース

を決定しています。計算リソースに関してはさまざまな設定項目がありますが、本マニュアルでは 1 台のノードで同時

に実行可能なジョブ数に関する項目のみ記述します。1 

  出荷時のリソース設定では、プロセッサを効率的に使用するために、1 つのプロセッサに対して１つのジョブ、すな

わちデュアルプロセッサのノード 1 台に対して 4 つまでジョブを割り当てています。負荷の低いジョブを多数投入した

い場合にはノードに割り当てるジョブ数を増やすことも可能ですが、通常は出荷時の状態で運用することをお勧めしま

す。 

    

 主な設定項目と出荷時の設定 

・キュー設定  slots   4    # キュー内で同時に実行可能なジョブの数 （スロット数） 

・キュー設定  load_thresholds np_load_avg=4.75 # 負荷しきい値（この値を超えるとそれ以上ジョブが投入  

         # されない） 

 設定を変更する場合 

[root@n000 root]# qconf –mq n001.q    # vi が呼び出され、キュー設定ファイルの内容を変更で 

          # きます。変更したい項目の値を書き換えてください。  

  

 全てのキューについて同じ項目を一度に変更する場合 

[root@n000 root]# qconf –mattr queue load_thresholds np_load_avg=4.0 `qselect` 

          # vi を用いず、設定項目と値を指定して変更できます。この例 

         # では全キューの負荷しきい値を 4.0 に変更します。 

 

  出荷時には全ノードのリソースを GE で利用できるよう設定しています。特定のノードのみを他の目的で使用した

い場合には、qmod コマンドを用いてキューを使用不可にすることで、該当ノードのリソースを GE から一時的に切り離

すことができます。 

 

 キューを使用不可にする場合 

[root@n000 root]# qmod –d n001.q    # キューn001.qを使用不可にします。 

          # ノード n001にはそれ以上ジョブが割り振られません。 
 

 キューを使用可能にする場合 

[root@n000 root]# qmod –e n001.q    # n001.qを使用可能にします。 



  

  22 

実行ノード障害時の対応実行ノード障害時の対応実行ノード障害時の対応実行ノード障害時の対応 
 

 sge_qmaster デーモンは、実行ノードがダウンした時など sge_execd デーモンと一定時間通信できなかった場合に該

当ノードのキューを unknown 状態とします。その後キューの unknown 状態が一定時間続くと、sge_qmaster デーモン

は該当キューで実行されていたジョブの再スケジューリングを試みます。このとき sge_qmaster デーモンは該当キュー

で実行されていたジョブを待機中リストに戻そうとしますが、running 状態のまま残ってしまうことがあります。その場合

は qmod –r コマンドでジョブ ID を指定し、手動で再スケジューリングを行ってください。 

   

 関連する設定項目と出荷時の設定 

・キュー設定  rerun    # キュー内のジョブを再実行可能にするかどうか（デフォルトは TRUE） 

・グローバル設定 max_unheard  # ノードが通信不能になってからキューが unknown 状態になるまでの時 

       # 間（デフォルトは 10 分） 

・グローバル設定 reschedule_unknown #キューが unknown 状態になってからジョブを再スケジュールするまでの 

       # 時間 （デフォルトは 5 分） 

 

 設定を変更する場合 

[root@n000 root]# qconf –mq n001.q  # vi が呼び出され、キュー設定ファイルの内容を変更できます。 

        # rerun 項目の値を書き換えてください。 

 

[root@n000 root]# qconf –mconf   # vi が呼び出され、グローバル設定ファイルの内容を変更できます.。 

        # max_unheard 項目、reschedule_unknown 項目の値を書換えてください。 

 

 手動で再スケジューリングする場合 

[root@n000 root]# qmod –r 146   # ジョブ ID を指定して再スケジューリングします。ジョブ ID146 は待機

中        # リストに戻された後、別のキューにディスパッチされます。 

 

 

 

ユーザがユーザがユーザがユーザが同時に実行同時に実行同時に実行同時に実行可能なジョブ数可能なジョブ数可能なジョブ数可能なジョブ数の制限の制限の制限の制限 

 

 一部のユーザが大部分のプロセッサを独占してしまうことがないように、出荷時の設定では１ユーザが実行可能な

最大ジョブ数を 8 としています。実際の利用状況に合わせて調整してください。1 ユーザが設定値を超える数のジョブ

を投入すると、制限を超えた分のジョブは待機中となります。待機中のジョブ数に制限はありません。 

  

 関連する設定項目と出荷時の設定 

・スケジューラ設定 maxujobs    # 1 ユーザが同時に実行可能なジョブの数（デフォルトは 8） 

 

 設定を変更する場合 

[root@n000 root]# qconf –msconf  # vi が呼び出され、スケジューラ設定ファイルの内容を変更できます。 

        # maxujobs 項目の値を書き換えてください。 
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GUIGUIGUIGUI で設定を変更で設定を変更で設定を変更で設定を変更するするするする    
 

 GUI 上で設定変更を行うことも可能です。 

  

  [root@n000 root]# qmon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheduler ConfigurationScheduler ConfigurationScheduler ConfigurationScheduler Configuration    Queue ControlQueue ControlQueue ControlQueue Control    

Cluster ConfigurationCluster ConfigurationCluster ConfigurationCluster Configuration    
キュー設定 

グローバル設定 

スケジューラ設定 
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キュー設定キュー設定キュー設定キュー設定    

 

図 2 は、メインウィンドウの Queue Control ボタンをクリックした時に出現するウィンドウです。 

 

① 設定を変更したいキューをクリックして選択し右欄の Modify ボタンをクリックすると、設定ウィンドウ（図 3）が出現 

します。 

 

② タブを選択して目的の設定値を表示させ、変更します。図 3 は General Configuration タブを選択した状態です。 

 slots，rerun →General Configuration タブを選択 

 load_thresholds →Load/Suspend Thresholds タブを選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①    

①①①①    

図 2 

②②②②    

図 3 
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グローバル設定グローバル設定グローバル設定グローバル設定    

 

図 4 は、メインウィンドウの Cluster Configuration ボタンをクリックした時に出現するウィンドウです。 

 

① global が選択された状態で Modify ボタンをクリックすると、設定ウィンドウ（図 5）が出現します。 

 

② 目的の設定値を変更します。max_unheard 項目や reschedule_unknown 項目は右上段にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5 

②②②②    

図 4 

①①①①    
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スケジューラ設定スケジューラ設定スケジューラ設定スケジューラ設定    

    

図 6 は、メインウィンドウの Scheduler Configuration ボタンをクリックした時に出現するウィンドウです。 

 

①目的の設定値を変更します。maxujobs は Max Jobs/User という項目名となっています。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

①①①①    

図 6 


