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In this paper, we show our monitoring and handling tools that can be used in dynamic construction of 

computing environment. The developed tools help to use the distributed computing system with 

resources that are idle or intermittently available. We describe mechanisms of the system and these tools, 

and show three cases where our developed computing system is applied. 
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１．はじめに 

我々は特別な導入作業を必要とせずに，チェックポイ

ント機能を有し，複数の計算資源を統合してアプリケー

ションを実行する分散計算システムを開発した 1,2)．この

システムを用いることで，使用中の計算資源がいつ利用

できなくなっても，システムの上で動作するアプリケー

ションの継続的な処理を実現でき，複数の計算資源をま

たいでひとつのアプリケーションを実行することが可能

である．システムの利用促進を考慮すると，ユーザに分

かりやすい形でシステムの稼働状況を提示することが重

要である．以前のシステムはモニタ機能を持たないため，

アプリケーションの進捗状況や各ノードが正常に稼働し，

期待したアプリケーションを実行しているかは，通信の

ログを見るか，直接ノードのコンソールから確認する必

要があった．また，ジョブの概念を取り入れた時，優先

順位の変更や実行ノードの変更等のハンドリングも，ユ

ーザビリティの観点から重要な要素である．そこで本稿

では，問題解決環境のシステムの概念 3,4)を取り入れ，専

門的な知識を必要としないモニタリングとハンドリング

のためのツール整備を行った． 

本稿の構成は次のようになっている．2 章で本システ

ムの概要について説明し，3 章で新たに開発したジョブ

管理機能とモニタリング，ハンドリングについて述べる．

4 章ではシステムの具体的な使用例について述べ，5 章で

まとめと今後の課題について述べる． 

２．分散計算システムとニーズ分析 

２．１ システム開発の背景 

計算機の高速化により，膨大な計算量が必要なアプリ

ケーションが現実的な時間で解けるようになったが，ア

プリケーションを解くために必要な期間中，計算機が利

用可能であるかどうかは依然として課題であり，大規模

計算を行う場合にはこの問題を無視することはできない．

計算機の障害はハードウェアトラブルや天災，ユーザの

介入等，複合的な要因により生じるため，計算機の信頼

性を上げることは容易ではない．そのため，定期的にチ

ェックポイントと呼ばれるアプリケーションの実行状態

のスナップショットを作成し，障害発生時にはスナップ

ショットから復元することで，計算機の障害からアプリ

ケーションを保護する研究が行われてきた．このような

機能を有するシステムとして Condor5)や Ninflet6)が存在

するが，動的な計算資源による構成を前提とした場合，

どちらのシステムも導入作業が容易ではなく，システム

構築には専門の知識や技術を必要とする． 

そこで我々は，動的な構成を前提とした分散計算シス

テムを開発した．このシステムは，ノード 1 台から使用

でき，動的に拡張可能にするため，P2P 型で構成されて

いる．計算資源の提供は，各ノードが任意のタイミング

でシステムを適用したアプリケーションを実行するだけ

でよく，資源提供をやめる場合は実行中の同プログラム

を終了するだけでよい．また，複数のノードで同一の計

算を行うため，負荷変動により特定のノードのスループ

ットが低下しても，総所要時間に与える影響を抑えるこ



とが可能である．なお，実装には Java を用いている． 

２．２ ネットワークの構築 

図 1 にネットワーク構築の手順を示す．ここでは，ノ

ード A がノード B に接続することでシステムに参加して

いる．プログラムが実行されると，ノード A はノード B

に接続を要求する．接続要求を受けたノード B は，ノー

ド A の接続を受け付けると共に，システムを構成してい

るノード C にノード A の情報を送信する．ノード C は，

これによりノード A の参加を認知し，ノード A に接続要

求を行う．ここまでのプロセスによって，ノード A は全

ての既存ノードとの接続を確立する．次に，ノード A は

ノード B からアプリケーションのスナップショットを受

け取る．スナップショットはオブジェクトをシリアライ

ズした形で提供され，これを受け取ったノード A はオブ

ジェクトを復元し，途中の状態から計算を開始する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ネットワークの構築 

 

２．３ スナップショットの作成と共有 

システムを構成する各ノードは，一定量の計算を終え

るとスナップショットを作成し，これを他の全てのノー

ドで共有する．このスナップショットからオブジェクト

を復元し，計算をリスタートすることで，システムは計

算の冗長化を実現している．そのため，本システムをヘ

テロジニアスな環境で使用した場合，スループットの低

いノードはスループットの高いノードに牽引される形で

アプリケーションを実行することになる．スナップショ

ットはユーザが指定した間隔で作成され，先頭から順に

番号が割り振られるため，スナップショット番号から計

算の進み具合を知ることが可能である．また，アプリケ

ーションの終了に必要な繰り返し回数が事前に分かって

いる場合は，終了時刻を予測することも可能である． 

２．４ 利用促進のためのニーズ分析 

我々は当初，システムをライブラリとして提供し，開

発者がアプリケーションに直接組み込むことを想定して

開発していた．これは一切の導入作業を無くすためであ

るが，この方式では開発者がライブラリを個々のアプリ

ケーションに組み込み，システムとして実行可能にする

必要がある．また，各アプリケーションを，システムで

使用したいノード全てに配備する必要があり，構築され

るネットワークもアプリケーション固有のものとなる．

研究室内で行ったヒアリング調査では，ライブラリの使

用方法を覚えるのが煩わしいこと，毎回アプリケーショ

ンを配備するのが面倒であること，システムの稼働状況

の確認や，ノードやジョブを指定して実行したいという

意見が得られた．ライブラリという形態でシステムを提

供することは，多様なニーズに応えるために重要である

が，一般的と思われるこれらのニーズについては，シス

テムのユーザビリティを向上させるために，支援ツール

という形で提供することが望ましい． 

開発者がライブラリの使用方法を理解し，システム寄

りの開発を行う負担を軽減するため，また，ユーザがア

プリケーションを各ノードに配備する手間を軽減するた

めに，システムを適用したアプリケーションを実行する

プログラム（ランタイム）を作成した 2)．これにより，

アプリケーションへのシステムの適用は，ひとつのイン

ターフェースを実装するだけでよくなり，システムの初

期化や通信関連のコードを記述する必要が無くなり，

個々のアプリケーションをその都度配備する必要が無く

なった．計算資源の提供はランタイムを実行するだけで

よく，これはアプリケーションに依存せず共通である．

しかしながら，このランタイムの作成時はひとつのアプ

リケーションの実行を想定していたため，最初に実行す

るノード上でアプリケーションが存在していることが前

提であり，アプリケーションの完了と同時に終了するよ

うになっていた．そのため，異なるジョブを実行する度

に，全てのランタイムを再起動する必要があった．シス

テムの運用を考慮すると，ランタイム同士は常に接続を

維持し，順次投入されたアプリケーションを処理する形

態が望ましい． 

 

３．ジョブ管理と支援ツールの整備 

先に述べたニーズの内，システムの稼働状況の確認は

モニタリング，ノードやジョブを指定した実行はハンド

リングを可能にすることで満たすことができる．また，

前述したランタイムの課題を解決し，ハンドリングを実

現するためには，システムにジョブの概念を取り入れる

必要がある．1 台以上のノードによる動的な構成を可能

にするシステムの設計に反しないよう，モニタリングと

ハンドリングを行う支援ツールを Java を用いて作成し

た．本稿では，それぞれの設計と実装方法について述べ

る．支援ツールを含めたシステムの構成を図 2 に示す． 

３．１ ジョブ管理機能 

ジョブ管理はジョブを投入するディスパッチャとラン

タイム内でのジョブのキューイングにより実現される．

アプリケーションを初期化し，ジョブとして投入する役

割を持ったディスパッチャを作成することで，ランタイ

ムは投入されたジョブを実行するだけに単純化すること

が可能である．ジョブの投入は随時受け付け，ランタイ

ム内でキューイングされる．実行中のジョブが存在しな
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いか完了すると，キューからジョブが取り出され，ジョ

ブの実行を準備し，アプリケーションが実行される．キ

ューの内容はシステムを構成する全ノードで共有される．

これにより，どのノードがシステムから離脱しても，一

度投入したジョブは確実に処理されることが保証される．

また，他のノードにより処理されたジョブはキューから

取り除かれる． 

ジョブには一意に識別するための ID が割り振られる．

ランタイムはノードのローカルストレージ上に ID 名の

ディレクトリを作成し，この中に特定のジョブに関連す

る全てのファイルを保管する．実装にあたっては，カレ

ントディレクトリを ID 名のディレクトリに移動するの

が最も単純であるが，Java ではカレントディレクトリを

移動することができない．そのため，ジョブの実行準備

段階にてジョブディレクトリ内のファイルを作業ディレ

クトリに移動し，ジョブ完了時に作業ディレクトリ内の

ファイルを戻すようにしている．また，各アプリケーシ

ョンの標準入出力はファイルにリダイレクトするように

設定している．ジョブに関連するファイルは，ジョブと

一緒に全てのランタイムにコピーされる．新しいノード

が加わった時には完了済みのジョブもコピーするため，

ジョブの実行結果が失われることはない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 システムの構成 

 

３．２ モニタリング 

システムの利用を円滑化するために，利用可能なノー

ドや投入されているジョブを分かりやすいインターフェ

ースで提示することは重要である．システムの持つ情報

には，キュー内のジョブ，各ノードとノード上で実行中

のジョブ，各ジョブの情報がある．これらは通信ログか

ら確認することも可能ではあるが，ユーザが本システム

に精通している必要があり，ひと目で把握できないため

現実的ではない．また，各ジョブの関連データは，自動

的に生成されるジョブ ID と対応付けて保存されるため，

ユーザが直接アクセスすることは難しく，モニタ上で閲

覧可能であることが望ましい． 

モニタの設計は，ユーザが任意のタイミングで，任意

の計算機上で実行できるよう留意した．これは，必要な

時だけモニタを起動し，モニタリングが不要になれば終

了できるようにするためと，導入作業を無くすためであ

る．モニタはランタイムのように振る舞い，ネットワー

ク上に流れるメッセージから各ジョブの情報と各ノード

の情報を収集する．モニタにはサーバ機能を内蔵してお

り，ブラウザからのアクセスを受けると HTML を生成し，

返答する．サーバ機能を内蔵したのは動的な構成を可能

にするためであり，クライアントにブラウザを選択した

のは多様な環境やデバイスに対応するためである．HTML

の表現力やインタラクティブ性は，RIA（Rich Internet 

Applications）技術の成熟により向上しているため，ブ

ラウザ上でもユーザビリティの高いモニタを十分作成可

能である．図 3 にモニタのスクリーンショットを示す． 

 

 

図 3 モニタのスクリーンショット 

 

表示されている項目は，最上段のアイコンが処理中ま

たはキュー内のジョブ，続く段のアイコンが完了済みの

ジョブ，テーブルが各ノードとノード上で実行されてい

るジョブ，チェックポイント番号である．ジョブを示す

アイコンにマウスを重ねると，ジョブの詳細な情報がテ

ーブルの下に表示される．その内容は，ジョブ ID，投入

時刻，チェックポイント間隔，JAR ファイルのパス，ア

プリケーションのメインクラス，アプリケーションの引

数である．また，完了済みのジョブのアイコンをクリッ

クすると，その下に標準出力に書き込まれた内容が表示

される． 

３．３ ハンドリング 

投入済みのジョブを制御するために，ユーザによるキ

ュー内のジョブの処理順序の変更と各ノードで実行され

るジョブの変更機能を実装した．この 2 つはハンドリン

グの中でも最もニーズが高いものである．ハンドリング

はモニタリングと連携しており，モニタに内蔵されたサ

ーバに GET リクエストを送信することでランタイムに反

映させることが可能である． 

キュー内のジョブの処理順序が変更可能であれば，後

から投入されたジョブを優先的に実行することが可能に

なり，ジョブの優先度の変更が実現できる．これを行う

Runtime 

Dispatcher 

Runtime 

Job Browser 



ためには，図 3 最上段のジョブアイコンの中から，順序

を変更したいジョブアイコンをドラッグし，並びを変更

すればよい．また，各ノードで実行されるジョブを指定

できれば，ジョブの冗長度の変更や，ノードを指定した

ジョブの実行が可能になる．これを行うには，キュー内

のジョブを示すアイコンを，各ノードを示すアイコン上

にドロップすればよい． 

 

４．システムの使用例 

本章では，動的な計算資源によるシステム構成が要求

される状況を例示し，本システムを用いることでどのよ

うに解決可能かを示す．使用するノードを事前に決定し，

何らかのシステムを構築しておく必要はなく，アプリケ

ーションを実行する際にランタイムを用いて実行してお

くことで，必要に応じて計算の冗長化や移動を行うこと

が可能である． 

４．１ 落雷による瞬断や停電に備える計算 

瞬断は UPS（Uninterruptible power supply system: 無

停電電源装置）を導入することでも解決できるが，計算

に用いるノード全てを UPS に接続する必要があり，追加

のハードウェア投資が必要となる．また，長時間に及ぶ

可能性のある停電は UPS では対応しきれない．冗長化の

ために，本システムを用いて行っている計算をユーザの

意思で複製したい場合，実行中のノードにノート PC1 台

を計算複製用のノードとして加える．こうすることで，

瞬断や停電が生じても，ノート PC のバッテリが持続する

間，計算を維持することが可能である．仮に先に計算を

していたノードが停止しても，復旧後にノート PC 上で進

んだ状態から計算を再複製できる． 

４．２ 異なる環境への計算の移動 

計画停電により現在の環境を使用できなくなる場合や，

残りの計算を家に持ち帰って行いたい場合は，計算を移

動させる必要がある．また，優先度の高いジョブが介入

する際に，既存の計算を中止せずに別の計算機へ移動し

たい場合もある．このような時には，ユーザはノート PC

を既存の環境に接続する．これにより，接続したノート

PC に全てのジョブがコピーさる．既存環境との接続を切

断し，新しい場所に移動することで，ノート PC を媒介と

して全てのジョブを移動することが可能である．ノート

PC 上でもジョブ処理は行えるが，移動先に複数のノード

やより高速なノードが存在する場合，ノート PC を起点と

して新たな環境を構築することも可能である． 

４．３ 遠隔の計算機へ複製 

先に述べた 2 つのケースは，安全性を確保するために

ノート PC を用いたが，遠隔の計算機が利用可能な場合，

遠隔の計算機を用いることでも同様の効果が得られる．

この時，遠隔のノードがシステムから利用可能かどうか

や，その稼働状況はモニタを用いて確認できる．その上

で，各ノードが処理するジョブを決定することも可能で

ある．モニタリングとハンドリングを実現したことで，

冗長度や平行実行されるジョブ数を，ユーザが自由に決

定可能な計算環境を実現した． 

 

５．まとめと今後の課題 

本稿では，複数の計算機の空き時間を組み合わせ，特

定のノードを占有することなくアプリケーションを実行

可能な分散計算システムについて説明し，システムの利

用を促進するために開発したジョブ管理機能とモニタリ

ング，ハンドリングについて述べた．モニタリングとハ

ンドリングを実現したことで，遠隔の計算機かどうかを

意識せず，安心して計算を行える環境を実現できた．ま

た，計算機利用の観点から，利用可能な計算機を動的に

構成することで，ユーザの意図する計算機利用の要求に

答える環境を構築することができた． 

ジョブを処理するノードグループの自律的な構築や，

アプリケーションの使用メモリ量とパフォーマンスへの

影響の調査が，今後の課題である． 
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