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本講習会について
• 目的

TSUBAME3を利用した

– ジョブ投入の基本的な方法

– Webサービス、コンテナの利用法

– グループディスクの最適な利用法（Lustre FS）

※ 具体的なプログラムやプログラム手法については触れません

• 講師

– TSUBAME3サポート担当
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目次
• TSUBAME3概要

• ログイン,環境設定

• バッチジョブの利用

• コンテナ環境

• 各種サービス

• Lustreファイルシステム
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TSUBAME3概要
• TSUBAME3とは

• TSUBAME3システム概念

• 機器詳細

• ISVアプリケーション

• サービス内容

• センターホームページの活用

TSUBAMEの名称は

Tokyo-tech Supercomputer and UBiquitously Accessible Mass-storage Environment

の略で公募により命名されています
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TSUBAME3とは
• 2017年8月1日に東京工業大学学術国際情報センター(GSIC)

に導入されたGreen500 List１位(2017年6月版)のグリーン
スーパーコンピュータ

• 倍精度総理論演算性能は12.15PFLOPS

• 半精度総理論演算性能は47.2PFLOPS

• 総主記憶容量は135TiB

• 磁気ディスク容量は15.9PB

• Omni-Pathによる100Gbps高速ネットワーク
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TSUBAME3システム概念図
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機器詳細 (1)
• 計算ノードHPE SGI ICE XA 540ノード

演算部名 計算ノード 540台

ノード構成
（１台あたり）

CPU Intel Xeon E5-2680 v4 2.4GHz× 2CPU
コア数/スレッド 14コア / 28スレッド×2CPU

メモリ 256GiB

GPU
NVIDIA TESLA P100 for NVlink-

Optimized Servers ×4
SSD 2TB

インターコネクト Intel Omni-Path HFI 100Gbps  ×4
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機器詳細 (2)
• ストレージ

• ソフトウェア

– OS:SUSE LINUX Enterprise Server12 SP4

用途 マウント 容量 ファイルシステム

Homeディレクトリ /home
40TB GPFS+cNFS

共有アプリケーション配備 /apps
高速ストレージ領域1 /gs/hs0 4.8PB Lustre
高速ストレージ領域2 /gs/hs1 4.8PB Lustre
高速ストレージ領域3 /gs/hs2 4.8PB Lustre

ローカルスクラッチ領域 /scr 各ノード1.9TB ext4（SSD)
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ISVアプリケーション一覧
• ANSYS/Fluent

• ABAQUS/ABACUS CAE

• MSC One

• Gaussian/GaussView

• AMBER

• Materials Studio

• Discovery Studio

• Mathematica

• Maple

• AVS/Express

• AVS/Express PCE

• LS-DYNA

• LS-PrePost

• COMSOL

• Schrodinger

• MATLAB

• ARM Forge

• Intel Compiler

• PGI Compiler

提供アプリケーションはmoduleコマンドで環境のロード/パージが可能
Gaussian,ARM Froge,各種コンパイラ以外は学内ユーザのみ利用可能
全体的にライセンス数は少ないので占有するような利用は避ける
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サービス内容
• 計算ノード利用

– 540ノードの計算ノードSGI ICE XAを利用可能

• ストレージ利用
– homeディレクトリ(制限 25GB)

• 各自のホームディレクトリは，/home/［0-9］/アカウント名

• システムの全マシンから，アクセス可能

– 高速ストレージ領域
• Lustreファイルシステムで構成されるグループディスク領域

• グループディスクの購入方法は「TSUBAMEポータル利用の手引き」参照

https://helpdesk.t3.gsic.titech.ac.jp/manuals/portal.ja/storage/

– スクラッチ領域
• ローカルスクラッチ領域

– SSDで構成されるローカルスクラッチ領域

• 共有スクラッチ領域
– ローカルスクラッチ領域を束ねた共有ファイルシステム

– 資源タイプFのf_nodeのみ
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センターホームページの活用
https://www.t3.gsic.titech.ac.jp/
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詳しくは
• 重要なお知らせ、お知らせ

– 障害情報やメンテナンス日程が掲載されているので，定期的に参照して
ください．

• TSUBAME計算サービス

https://www.t3.gsic.titech.ac.jp/

• 利用前に，必ず利用の手引きを読んでください．

– 利用の手引き

https://helpdesk.t3.gsic.titech.ac.jp/manuals/handbook.ja/

– 簡単な問答集+手引きの補助(FAQ)

https://www.t3.gsic.titech.ac.jp/faq

– 問い合わせ先

https://www.t3.gsic.titech.ac.jp/contact-t3
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ログイン,プログラム環境
• TSUBAME利用の流れ

• TSUBAMEへのログイン

• moduleコマンド

• コンパイラ
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TSUBAME利用の流れ[事務手続] 

[受講者]は2まで終了済みという前提

円滑な利用のためにはポイントが必要となります。

1.アカウント取得

2.SSH鍵ペアの作成と公開鍵の登録

3.グループの作成[グループ管理者のみ] 

4.グループメンバの登録[グループ管理者とグループメンバ] 

5.ポイント購入[グループ管理者のみ] 

6.グループディスクの設定[グループ管理者のみ] 

https://www.t3.gsic.titech.ac.jp/node/93
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リモートログイン
• ログイン(SSH鍵認証のみ)

– 研究室内PCなどより，sshコマンドを実行．負荷分散を考慮し，自動的
にログインノードのいずれか(login0/login1)にログインされる．

※ログインノードでは計算実行は禁止されており、全ての実行ロ
グは保存されております。制限にかかった場合は自動的に実行し
ているプログラムが停止されます。

※ログインに使うSSH公開鍵をアップロードする必要がある

「TSUBAMEポータル利用の手引き」参照

https://helpdesk.t3.gsic.titech.ac.jp/manuals/portal.ja/prepare/

学内
端末

login0

login1

login.t3.gsic.titech.ac.jp

負荷分散によりloginノードのどちらかにログイン
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鍵の作成/登録
• アクセスするマシンにて鍵を作成

(実習室では実施しないで下さい) 

ターミナルを起動して以下のコマンドを打ってください。

https://www.t3.gsic.titech.ac.jp/node/79参考

GSIC― -bash ― 80x24 

t3support :~ GSIC$ ssh-keygen -t ecdsa

~―bash
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鍵の登録
ポータルに登録するので、以下のサイトにアクセスします。

• https://portal.t3.gsic.titech.ac.jp/ptl/user/sshPublicKey

以下のコマンドをターミナルで打ち、表示された内容をコピーし、
追加ボタンをクリックします。

GSIC― -bash ― 80x24 

t3support :~ GSIC$ cat ~/.ssh/id_ecdsa.pub
ssh-ecdsa
AAAAAgtnvguirnfguiesvbguigrfguih345895r4huj9oienvgbrwfr3h
2-fnvgaeonvgmewdg90tjug0nwvg0rjhrvfjedrf2 GSIC@t3support

~―bash
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TSUBAME3へのログイン
• ログイン操作 → % や $ という記号を表示(ターミナル)

• これをプロンプトと呼び、コマンドを入力できる状態

• この状態からTSUBAMEを使うためにリモートログイン

→ssh を使用

実習室ではポータルに登録した「パスワード」を利用して下さい。

GSIC@login0:~

[GSIC@login0:~]$ ssh login.t3.gsic.titech.ac.jp -l GSIC -i ~/.ssh/id_ecdsa
Last login: Tue Oct  3 09:26:54 2017 from 131.112.3.100
GSIC@login0:~> 

以下のようにしても同じ
$ ssh GSIC@login.t3.gsic.titech.ac.jp -i ~/.ssh/id_ecdsa

File Edit      View      Help

実際は自分のTSUBAME3のアカウント名を利用して下さい
15B0000 ,18M0000,18D0000,18R0000など、
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Tips
• 研究室や自宅から自分が利用するクライアントから接続する際

は、KeepAliveなどの設定を適切に行なって下さい。

• 行わない場合はTSUBAMEとの通信が切断されます。

• クライアントによって作業が異なります。

– mac,cygwin,linuxでは以下のような設定を追記する

– sshコマンドに-o ServerAliveInterval=120をつけても良い

GSIC@login0:~

[GSIC@login0:~]$ cat ~/.ssh/config
ServerAliveInterval 120
ServerAliveCountMax 30

File Edit      View      Help
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moduleコマンドについて
• 利用するソフトウェアに関係する環境設定を、前もって

moduleコマンドで行う

– 例： $ module load intel Intelコンパイラ

• module load intel/16.0.4.258 のようにバージョン指定も可能

– 例： $ module load gnuplot

• 用意されているモジュール一覧： $ module avail 

• 読み込んでいるモジュールのクリア： $ module purge 

• モジュールによって、さらに依存モジュールのロードが必要

– たとえば、gromacsモジュールはcudaやintel-mpiモジュールに依存

• moduleコマンド自体が動かないときは

$ . /etc/profile.d/modules.sh 先頭は「ピリオド・スペース」
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コンパイラ

• 利用できるコンパイラ

コンパイラ gnu pgi intel

FORTRAN gfortran pgfortran ifort

C/C++ gcc/g++ pgc/pgc++ icc/icpc

MPI利用 ○ ○ ○

openMP -fopenmp -mp -qopenmp

自動並列 - -Mconcur -parallel

高速オプション -
-fastsse

-fast
-fast

-Ofast

PGI,Intelコンパイラの利用可能な最新バージョンは、module avコマンドで確認してください
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バッチジョブの利用
• バッチジョブ

• 資源タイプ

• 計算ノード利用の制限事項

• ジョブの実行

• アレイジョブ

• 依存ジョブ

• ジョブを纏める

• X転送
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バッチジョブ
• ジョブスケジューラにUniva Grid Engine(UGE)が導入されて

います

計算ノード
ログインノード 管理ノード

qsub/qrsh
コマンド
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計算ノード利用イメージ (1)
ジョブは540ノードある計算ノードのいずれかで実行される

ユーザによるノード指定は出来ない

インタラクティブ実行かバッチ実行(通常/予約)

予約の詳細についてはポータルの手引きを参照下さい

インタラクティブ実行 バッチ実行

qrshコマンド qsubコマンド
予約実行時
qsubコマンド
+arオプション
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計算ノード利用イメージ (2)
ジョブは540ノードある計算ノードのいずれかで実行される

ユーザによるノード指定は出来ない

• インタラクティブジョブ(小、中規模ジョブ)

– ログインノードから，ジョブ投入用コマンドqrshを利用して実行

$ qrsh -g TSUBAME3グループ -l資源タイプ-l 確保時間

– インタラクティブノード上で実行

$ ./a.out

• バッチジョブ(中、大規模ジョブ)

– ログインノードから，ジョブ投入用コマンドqsubを利用して実行

$ qsub -g TSUBAME3グループ -l 資源タイプ -l確保時間 job.sh 

ノードは，いくつかの資源タイプに分かれている
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資源タイプの構成
• 6つの資源タイプが存在し、SSH接続が可能なのはf_nodeのみ

• 同一ジョブで資源タイプを組み合わせて利用することは不可

• 同じ資源タイプは最大144個、24時間確保可能(例外:予約)

• 利用時期により制限があります（平日は最大2016コア)

• コマンドオプションとしては-lで資源タイプ名を指定する

資源タイプ 資源タイプ名
使用物理

CPUコア数
メモリ (GB) GPU 数

F f_node 28 235 4

H h_node 14 120 2

Q q_node 7 60 1

C1 s_core 1 7.5 0

C4 q_core 4 30 0

G1 s_gpu 2 15 1
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平日
4-9月

平日
10-3月(繁忙期)

週末

適用時間(ジョブ開始時間)
日曜 9:00 
～金曜 16:00 

日曜 9:00 
～金曜 16:00 

金曜 16:00
～日曜 9:00 

1ユーザあたり同時に実行状態に
なるジョブ数

72～50 ジョブ 30ジョブ 100ジョブ

1ユーザあたり同時に実行状態と
なるスロット数(CPUコア数) 

2016スロット 2016スロット 4032スロット

1ジョブあたりの最大並列度(資源
タイプ数)

144 144 144

1ジョブあたりの最大実行時間 24時間 24時間 24時間

• スロット数と最大並列度は先に制限にかかった方で制限されます

• 予約は条件により1週間程度利用可能

• ジョブ投入時にグループ指定をしない場合はお試し実行となり、

資源タイプ2つ、利用時間10分、同時実行1ジョブまでの利用となります

詳細はhttps://www.t3.gsic.titech.ac.jp/resource-limitをご確認ください

計算ノード利用の制限事項
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資源タイプ選択の目安
• 1GPU(ノード内)のプログラムを実行したい (マルチノード実行含む)

– s_gpu, q_node

• マルチGPU(ノード内)のプログラムを実行したい

– h_node(2GPU), f_node(4GPU)

• CPUプログラムを実行したい (GPUは利用しない)

– s_core(1コア), q_core(4コア)

• メモリ(ノード内)を多く使うプログラムを実行したい

– h_node(120GB), f_node(235GB)

• パラメータを変えて同じプログラムを複数実行したい

– スクリプト内に纏める(短時間、特に5分未満), アレイジョブ

• 前のプログラム実行結果を利用したプログラムを実行したい

– スクリプト内に纏める(短時間、特に5分未満), 依存ジョブ

• 高並列のジョブを実行したい、ノードを占有したい

– f_node(72ノード,2016並列), ノード予約

• 72ノード以上,あるいは,24時間以上のプログラムを実行したい

– ノード予約
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ジョブ投入オプション
• qsubの主なオプション

コマンドライン指定 または スクリプトファイルのコメントブロック(#$)に記述

説明 オプション

資源タイプ指定 -l [資源タイプ名] =[個数]

Walltime 指定 -l h_rt=[経過時間]

ジョブの名前 -N [ジョブ名] デフォルト スクリプト名

カレントディレクトリで実行 -cwd

エラー出力と標準出力の統合 -j y

優先度
-p [-5/-4/-3]

デフォルト -5, 中間 -4, 最優先 -3

タスクID範囲 -t [開始番号-終了番号:ステップ]

依存ジョブID -hold_jid [ジョブID]

予約ID -ar [AR ID]
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ジョブスクリプトの作成 (シングルジョブ)

バッチで実行するためのジョブスクリプトの作成
詳細はTSUBAME3.0利用の手引を参照

https://helpdesk.t3.gsic.titech.ac.jp/manuals/handbook.ja/jobs/

#!/bin/sh
#$ -cwd
#$ -N serial_test
#$ -l q_node=1
#$ -l h_rt=0:10:00

. /etc/profile.d/modules.sh
module load cuda intel

./a.out
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ジョブスクリプトの作成 (MPIジョブ)

• ジョブスケジューラと連携しているMPIではノードファイル指定は不要

• ノード情報ファイル $PE_HOSTFILE
r6i0n4 28 all.q@r6i0n4 <NULL>

r6i3n5 28 all.q@r6i3n5 <NULL>

#!/bin/sh
#$ -cwd
#$ -N parallel_test
#$ -l q_node=4
#$ -l h_rt=8:00:00

. /etc/profile.d/modules.sh
module load cuda openmpi

mpirun -npernode 6 -n 24 -x LD_LIBRARY_PATH ./a.out
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ジョブの投入
qsub -g グループ -l 資源名 -l 確保時間 ジョブスクリプト
詳細はTSUBAME3.0利用の手引を参照

https://helpdesk.t3.gsic.titech.ac.jp/manuals/handbook.ja/jobs/

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> qsub –g GSIC sample.sh

#お試し実行の場合は10分、2ノード以内であることを確認し、-gオプション無しで実行する
GSICUSER00@login0:~> qsub sample.sh

#資源タイプf_nodeでインタラクティブ実行した場合
GSICUSER00@login0:~> qrsh –g GSIC –l f_node=1 –l h_rt=8:00:00

File Edit      View      Help
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ジョブの確認/削除
• ジョブが投入されていることを確認

• ジョブを消去

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> qstat
job-ID     prior   name       user        state submit/start at     queue    jclass slots ja-task-ID 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93578 0.55500 PDF        GSICUSER00   r    10/04/2017 07:39:58 all.q@r2i4n6    56
93579 0.55500 PDF        GSICUSER00   qw 10/04/2017 09:22:42                 28

#全てのジョブを表示する
GSICUSER00@login0:~> qstat –u ¥*

File Edit      View      Help

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> qdel 93578
GSICUSER00@login0:~> qstat

GSICUSER00@login0:~>

File Edit      View      Help
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ジョブの結果確認
• ジョブの標準出力、標準エラー出力は下記のファイルに格納

される

–標準出力 [ジョブ名].o[ジョブID]

–標準エラー出力 [ジョブ名].e[ジョブID]

• ジョブ投入時に-N [ジョブ名]をつけておくと、

[ジョブ名].o[ジョブID] となる

ジョブ名を指定しない場合、スクリプト名がジョブ名となる

たとえば、job.sh.o123456, job.sh.e123456

• ジョブ投入時に-j y を利用すると、エラー出力と標準出力が
統合され、[ジョブ名].o[ジョブID] のみとなる
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アレイジョブのジョブスクリプト作成

パラメータを使用して複数のタスクを実行
• -t 開始番号-終了番号:ステップ (ステップが1の場合,省略可)
• 各タスクのタスクID $SGE_TASK_ID

• ジョブの投入は通常のジョブと同じ
• ジョブの標準出力、標準エラー出力は下記のファイルに格納される

標準出力 [ジョブ名].o[ジョブID].[タスクID]
標準エラー出力 [ジョブ名].e[ジョブID].[タスクID]
※ジョブ名の指定がない場合は、ジョブスクリプト名

• 開始番号を0にする MYTASK=$(expr $SGE_TASK_ID - 1)

#!/bin/sh
#$ -cwd
#$ -N array_test
#$ -l q_node=1
#$ -t 1-4
#$ -l h_rt=8:00:00

. /etc/profile.d/modules.sh
module load cuda openmpi

./a.out -i input.$SGE_TASK_ID -o output.$SGE_TASK_ID
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アレイジョブの確認/削除
• ジョブが投入されていることを確認

• タスク,ジョブを消去

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> qstat
job-ID     prior   name       user        state submit/start at     queue    jclass slots ja-task-ID 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93501 0.55500 ARRAYJOB   GSICUSER00   r    10/04/2017 17:14:07 all.q@r8i2n0     7        1
93501 0.55500 ARRAYJOB   GSICUSER00   r    10/04/2017 17:14:07 all.q@r6i1n2     7        2
93501 0.55500 ARRAYJOB   GSICUSER00   r    10/04/2017 17:14:07 all.q@r8i1n8     7        3
93501 0.55500 ARRAYJOB   GSICUSER00   r    10/04/2017 17:14:07 all.q@r4i1n8     7        4

File Edit      View      Help

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> qdel 93580 –t 1
GSICUSER00@login0:~> qstat
job-ID     prior   name       user        state submit/start at     queue    jclass slots ja-task-ID 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93501 0.55500 ARRAYJOB   GSICUSER00   r    10/04/2017 17:14:07 all.q@r8i2n0     7        2
93501 0.55500 ARRAYJOB   GSICUSER00   r    10/04/2017 17:14:07 all.q@r6i1n2     7        3
93501 0.55500 ARRAYJOB   GSICUSER00   r    10/04/2017 17:14:07 all.q@r8i1n8     7        4

GSICUSER00@login0:~> qdel 93580
GSICUSER00@login0:~> qstat

File Edit      View      Help
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依存ジョブの投入
• ジョブの投入

• ジョブの確認

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> qsub –g GSIC prejob.sh

GSICUSER00@login0:~> qsub –g GSIC -hold_jid 前のジョブID mainjob.sh

File Edit      View      Help

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> qstat
job-ID     prior   name       user        state submit/start at     queue    jclass slots ja-task-ID 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93501 0.55500 PREJOB    GSICUSER00   r    10/04/2017 17:14:07 all.q@r8i2n0     7
93502 0.55500 MAINJOB   GSICUSER00   hqw 10/04/2017 17:14:07                  7

File Edit      View      Help
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ジョブを纏める
1つのジョブには、ユーザプログラムの実行前後にシステム側で
行われる実行前の準備処理と終了時の開放処理が含まれます。

このため、実行時間の短いジョブは1つのジョブに纏めて投入し
た方が効率的です。

#!/bin/sh
#$ -cwd
#$ -N combine_test
#$ -l q_node=1
#$ -l h_rt=8:00:00

## Sample 1
./pre_program
./main_program
./post_program

## Sample 2
for i in TEST1 TEST2 TEST3
do

./program_${i}
done
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インタラクティブ専用キューの利用

• インタラクティブ専用キュー

– 学外ユーザはグループのポイントを消費して利用することができます

– 学内ユーザは無料で利用できます。グループ指定は必須ではありません

• グループディスク利用の際にはグループ名を指定してください

– 最大7人が自身と同一資源(CPU,memory,GPU)を共有

– 予約、dockerコンテナは利用不可、webサービスは利用可能

– 同時実行は1本のみ（Webサービスとiqrshの同時利用はできません）

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> iqrsh –g GSIC –l h_rt=0:10:00

GSICUSER00@r7i7n7:~> iqstat
job-ID     prior   name       user        state submit/start at     queue    jclass slots ja-task-ID 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93601 0.55500 QRLOGIN    GSICUSER00   r    10/04/2017 17:14:07 interactive@r7i7n7     1

File Edit      View      Help
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メモリ (GB) GPU 数
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指定しない場合、2時間
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TSUBAME上でXを利用する

ssh login.t3.gsic.titech.ac.jp -YC 

でログインノードにログイン後、以下の手順にてXが利用可能です。

– qrshオプションで実行する方法

$ qrsh –g TSUBAME3グループ -l s_core=1,h_rt=確保時間

確保時間はhh:mm:ss表記でも秒表記でもOK(24:00:00 や 600 ) 

– 別ターミナルを利用する方法 (f_nodeのみ)

$ qrsh -l f_node=1 -l 確保時間 -g TSUBAME3グループ

例: 

qrsh -g tga-hpe_group -l f_node=1,h_rt=600 

ユーザ名＠割り当てられた計算ノード

*別ターミナルを立ち上げ

ssh login.t3.gsic.titech.ac.jp -YC 

ssh 割り当てられた計算ノード -YC 
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ジョブ投入オプション
• qsubの主なオプション

コマンドライン指定 または スクリプトファイルのコメントブロック(#$)に記述

説明 オプション

資源タイプ指定 -l [資源タイプ名] =[個数]

Walltime 指定 -l h_rt=[経過時間]

ジョブの名前 -N [ジョブ名] デフォルト スクリプト名

カレントディレクトリで実行 -cwd

エラー出力と標準出力の統合 -j y

優先度
-p [-5/-4/-3]

デフォルト -5, 中間 -4, 最優先 -3

タスクID範囲 -t [開始番号-終了番号:ステップ]

依存ジョブID -hold_jid [ジョブID]

予約ID -ar [AR ID]
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Q & A
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コンテナ環境
• TSUBAME上でのコンテナ利用

• コンテナジョブ

• コンテナ資源タイプの構成

• コンテナジョブの実行

• Singularityコンテナ

• Singularityジョブの実行
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TSUBAME上でのコンテナ利用
• コンテナとはホストマシンのカーネルを利用し、プロセスやユーザ、rootfs などを

隔離することで、別のマシンが動いているかのように動作させる技術

44

• TSUBAME3.0では、ソフトウェアの依存関係によりホストOSで動作させることが困難なアプ
リケーションを利用可能とするために次の2種類のコンテナ環境を提供しています。

– Dockerを利用したシステムコンテナ

– Singularityを利用したアプリケーションコンテナ

各自のイメージを使いプロセス毎のコンテナを使う場合はアプリケーションコンテナ
(Singularity)を、センターが用意したイメージでプログラム内でコンテナを意識しない利用をし
たい場合はシステムコンテナ(Docker)をという使い分けとなります。

H/W

ホストOS

bin/lib

アプリ

Container Engine

H/W

ホストOS

Hypervisor

bin/lib

アプリ

ゲストOS

bin/lib

アプリ

ゲストOS bin/lib

アプリ

仮想マシン コンテナ

ホストOSの
カーネルを
利用して
分離

仮想
マシン
が分離
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コンテナジョブ
Dockerを利用したシステムコンテナ

• 利用可能なイメージはセンターが公開しているイメージのみ

• ジョブスクリプトの指定は変更が必要、実行コマンドはMPIのホストファイル以外
は通常ジョブと同じ

• 割り当てられたコンテナへはsshでログイン可能

コンテナ

コンテナ

コンテナ

・
・

・

ジョブ

スケジューラ

ノードA

ノードB

Omni-
Path

ネット
ワーク

ジョブ投入

MPI

MPI

MPI
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コンテナジョブのジョブスクリプト作成 (1)

バッチで実行するためのジョブスクリプトの作成

• 各コンテナはアレイジョブのタスクとなる

ノード利用時とコンテナ利用時のオプション比較

2020年10月時点で利用可能なイメージ sles12sp2-latest, centos7-latest

最新情報はウェブページのシステムソフトウェアを参照

https://www.t3.gsic.titech.ac.jp/system-software

ノード利用 コンテナ利用

イメージ指定 -ac d=[イメージ名]

資源タイプ指定 -l [資源タイプ名] =[個数]
-jc [コンテナ資源名]

-t1-[個数]

Walltime 指定 -l h_rt=[経過時間] -adds l_hard h_rt [経過時間]
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コンテナ資源タイプの構成
• バッチジョブでは複数コンテナ可能

• インタラクティブジョブでは1コンテナ

※t3_d_s_core はコンテナ間通信をサポートしていません

ノード利用 コンテナ利用

利用可能なリソース

資源タイプ名 バッチジョブ
インタラクティブ

ジョブ

f_node t3_d_f_node.mpi t3_d_f_node 28コア,235GBメモリ,4GPU

h_node t3_d_h_node.mpi t3_d_h_node 14コア,120GBメモリ,2GPU

q_node t3_d_q_node.mpi t3_d_q_node 7コア,60GBメモリ,1GPU

s_core (t3_d_s_core) t3_d_s_core 1コア,7.5GBメモリ,0GPU

q_core t3_d_q_core.mpi t3_d_q_core 4コア,30GBメモリ,0GPU

s_gpu t3_d_s_gpu.mpi t3_d_s_gpu 2コア,15GBメモリ,1GPU
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コンテナジョブのジョブスクリプト作成 (2)

• MPIジョブで利用するノードファイル

- Intel MPI: $SGE_JOB_SPOOL_DIR/impi_hostfile

- OpenMPI: $SGE_JOB_SPOOL_DIR/ompi_hostfile

#!/bin/sh
#$ -cwd
#$ -N container_test
#$ -ac d=centos7-latest
#$ -jc t3_d_q_node.mpi
#$ -t 1-4
#$ -adds l_hard h_rt 0:10:00

. /etc/profile.d/modules.sh
module load cuda openmpi

mpirun -npernode 6 -n 24 -hostfile $SGE_JOB_SPOOL_DIR/ompi_hostfile ¥
-x LD_LIBRARY_PATH ./a.out
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コンテナジョブの投入
qsub -l 資源名 -l 確保時間 -g グループ ジョブスクリプト

• 割り当てられたコンテナのホスト名確認

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> qsub –g GSIC sample.sh

#資源タイプq_nodeでインタラクティブ実行した場合
GSICUSER00@login0:~> qrsh -g GSIC -jc t3_d_q_node  ¥
-adds l_hard h_rt 8:00:00 -ac d=centos7-latest

File Edit      View      Help

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> qstat –j ジョブID | grep cnode
resource map   4:    gpu=r4i3n1=(2), hostipv4=r4i3n1=(r4i3n1-cnode00)
resource map   1:    gpu=r4i1n7=(1), hostipv4=r4i1n7=(r4i1n7-cnode00)
resource map   2:    gpu=r8i4n3=(2), hostipv4=r8i4n3=(r8i4n3-cnode00)
resource map   3:    gpu=r5i0n4=(2), hostipv4=r5i0n4=(r5i0n4-cnode00)

File Edit      View      Help
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Singularityコンテナ (1)
Singularityを利用したアプリケーションコンテナ

https://sylabs.io/docs/

• イメージファイルをTSUBAMEに転送し、実行する

• ジョブスクリプトの指定は通常ジョブと同じ、実行コマンドを変更する

singularity exec –nv イメージ名 プログラム名

Docker Hub や Singularity
Hub からダウンロード

Recipeファイルから作成

インタラクティブに作成

build シェル実行 (shell)

コマンド実行 (exec)

イメージ内の
アクション実行 (run)

イメージファイルを転送

手元のワークステーション TSUBAME

コンテナ
イメージ

コンテナ
イメージ
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・
・

Singularityコンテナ (2)
• コンテナ内外(コンテナ側とホスト側)で同じMPIライブラリの利用が推奨

• MPIの実行にはイメージにOPAライブラリ(Omni-Pathドライバ)が必要
OPAライブラリのインストール方法などはTSUBAME3.0利用の手引を参照

https://helpdesk.t3.gsic.titech.ac.jp/manuals/handbook.ja/freesoft/#singularity

mpirun -np プロセス数 singularity exec –nv イメージファイル プログラム

MPIプロセス

MPIプロセス

MPIプロセス

ノードA

ノードB

コンテナ

コンテナ

コンテナ

Omni-
Path

ネット
ワーク

ジョブ

スケジューラ

ジョブ投入
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Singularityジョブのジョブスクリプト作成

バッチで実行するためのジョブスクリプトの作成
• OPAドライバを含んだ CentOS7のイメージ雛形は以下に格納されている
$SINGULARITY_DIR/image_samples/centos/centos-7-opa.simg

※実行時に環境変数のセットとコンテナへのストレージマウントを実施

• ジョブの投入は通常のジョブと同じ

#!/bin/sh
#$ -cwd
#$ -N singularity_test
#$ -l q_node=4
#$ -l h_rt=8:00:00

. /etc/profile.d/modules.sh
module load cuda openmpi singularity

mpirun -x LD_LIBRARY_PATH  ¥
-x SINGULARITYENV_LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH  ¥
-x SINGULARITYENV_PATH=$PATH -npernode 6 -np 24  ¥
singularity exec --nv -B /apps -B /gs -B /scr centos-7-opa.simg ./a.out
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fakerootオプションでイメージを編集するには計算ノードの$T3TMPDIR上
で実行する必要があります

Singularityコンテナのイメージ編集

GSIC@t3support2:~

$ cd $T3TMPDIR
$ singularity build -s centos/ docker://centos:latest
INFO:    Starting build...
...
$ singularity shell -f -w centos
Singularity> id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
Singularity> unset TMPDIR
Singularity> yum install -y vim
...
Complete!
Singularity> exit

$ singularity build -f centos.sif centos/
INFO:    Starting build...
...

File Edit      View      Help

fakerootオプションで起動
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各種サービス
• 計算ノードの予約

• Webサービス(Jupyter Lab, VSCode Server)

• プログラムの実行環境

• 使用ディスク容量の確認

• スクラッチ領域
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• 予約はTSUBAMEポータルのウェブ画面から行う

• ノード占有で「24時間を越えるジョブ」の実行が可能

• 予約の手順の詳細はTSUBAMEポータル利用の手引き を参照

• https://helpdesk.t3.gsic.titech.ac.jp/manuals/portal.ja/node_reservation/

• 課金係数,キャンセルポリシーについては規則・利用細則および以下を参照
https://www.t3.gsic.titech.ac.jp/node/162

計算ノードの予約
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予約ノードへのジョブ投入
qsub -g グループ –ar AR番号 ジョブスクリプト

• 利用できる資源タイプ: f_node, h_node, q_node

事前にジョブを投入していた場合、開始時刻までは待ち状態となり、時間になると
ジョブが実行される

※申請した予約時間には終了処理の時間も含まれています。このため –l h_rtの指定
時間は終了時刻よりも10分短く指定してください。

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> qsub –g GSIC –ar 40 sample.sh

File Edit      View      Help
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• Webサービスの起動はTSUBAMEポータルのウェブ画面から行う

利用登録インタフェース

Webサービスの起動 (1)
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• Webサービス実行機能によりジョブが開始されると、Webアプリケーションを利用
するためのURLが記載されたメールが配信されます。

Webサービスの起動 (2)
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Code Serverログイン画面

Jupyter起動画面
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• 利用登録済みジョブ一覧画面において、[表示]ボタンを押下することで、別ウィン
ドウでWebアプリケーションを表示することができます。

利用登録済みジョブ一覧

• Webサービスの実効手順の詳細はTSUBAMEポータル利用の手引き を参照
https://helpdesk.t3.gsic.titech.ac.jp/manuals/portal.ja/webapp/

• Jupyter Lab固有の説明は、Jupyter Lab利用の手引きを参照
https://helpdesk.t3.gsic.titech.ac.jp/manuals/jupyter.ja/

Webサービスの起動 (3)
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プログラムの実行環境
• JOBの投入にあたっての注意点

– 資源タイプf_node以外は複数のユーザで共用

(CPU、メモリ等は資源タイプ毎で指定されるが、スクラッチ領域は共有)

– グループディスクの活用 (ストレージシステムは複数のユーザで共用)

/gs/hs0/グループ名 もしくは /gs/hs1/グループ名

グループディスクの購入はTSUBAMEポータル利用の手引き を参照
https://helpdesk.t3.gsic.titech.ac.jp/manuals/portal.ja/storage/

– スクラッチディスクの活用

ローカルスクラッチ領域 $TMPDIR, $T3TMPDIR

共有スクラッチ領域 /beeond

– HOMEディレクトリは25GBのみ
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使用ディスク容量の確認
• HOMEディレクトリの容量

• グループディスクの容量

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> t3-user-info disk home
uid name         b_size(GB) b_quota(GB)    i_files i_quota
-------------------------------------------------------------------
xxxx TESTUSER           7          25        101446       2000000

File Edit      View      Help

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> t3-user-info disk group –g GSIC
/gs/hs0                         /gs/hs1                         /gs/hs2

gid group_name size(TB) quota(TB) file(M) quota(M)  size(TB) quota(TB) file(M) quota(M)  size(TB) 
quota(TB) file(M) quota(M)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxx GSIC       0.00       0       0.00 0      59.78     100      7.50    200    0.00       
0          0.00      0

File Edit      View      Help
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スクラッチ領域 (ローカル)
計算ノードのSSDを個々に利用

• ノードあたり約1.9TB

• ディレクトリパス $TMPDIR, $T3TMPDIR

• 作成したファイルはジョブ実行終了時に削除されます

※$TMPDIRは各MPI終了後に削除されるため、複数のMPIを1ジョブで利用する場合、
$T3TMPDIRをご利用ください

#!/bin/sh
#$ -cwd
#$ -N localscratch_test
#$ -l f_node=1
#$ -t 1-4
#$ -l h_rt=8:00:00

cp –rp $HOME/data.$SGE_TASK_ID $T3TMPDIR
export INPUTFILE=$T3TMPDIR/data.$SGE_TASK_ID
export WORKDIR=$T3TMPDIR
export OUTPUTFILE=$HOME/result.$SGE_TASK_ID

./a.out -i $INPUTFILE –o $OUTPUTFILE
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スクラッチ領域 (共有)
ジョブ実行時に計算ノードのSSDを共有ファイルシステム化

• 2ノードで約3.8TB

• f_nodeのみ -v USE_BEEOND=1 で利用可能

• ディレクトリパス /beeond

• 作成したファイルはジョブ実行終了時に削除されます
#!/bin/sh
#$ -cwd
#$ -N sharedscratch_test
#$ -l f_node=4
#$ -l h_rt=8:00:00
#$ -v USE_BEEOND=1

. /etc/profile.d/modules.sh
module load openmpi

cp –rp $HOME/data /beeond
export INPUTFILE=/beeond/data
export WORKDIR=/beeond
export OUTPUTFILE=$HOME/result

./a.out -i $INPUTFILE –o $OUTPUTFILE
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Lustreファイルシステム
• Lustreについて

• Lustreコマンド

• File Striping

• Lustre Tips
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• TSUBAME3のグループディスクではLustreファイルシステムを利用

• Windows ClientはCIFS Gateway経由でアクセス

TSUBAME3 Lustre構成

計算ノード群

OSS/OST

高速ストレージ並列ファイルシステム
（物理容量20.4PB, 実効容量約15.9PB,理論スループット150GB/s)

CIFS 

Gateway

MDS/MDT

SFA14K

! ! !
SFA14K

! ! !
SFA14K

! ! !

Monitoring

Lustre File Service
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Lustreについて

• コンピュートクラスタ(HPC)向け並列分散共有ファイルシステム

– 多くのシステムから一つのファイルシステムを利用可能

– 高IOスループットと大容量を実現

– 10万台規模のクライアントを構成可能

• HPCおよびその他の分野で利用

• オープンソース、コミュニティ主導の開発

• 種々の高速ネットワークインタフェースをサポート

– Infiniband, OmniPath等

• 高可用性運用構成も可能
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Lustreを構成するノードタイプ

• ManaGement Servers (MGS)

– Lustreシステムの構成DBを管理するサーバ

• Meta Data Servers (MDS)

– ネームスペースを管理し、ファイルパーミッションやOST上のデータオブジェクトへの
ポインタなどをMDT上に保持する

– ファイルシステム毎に最低一つ

– 1 MDSに付き一つ以上のMeta Data Target(MDT)

• Object Storage Servers(OSS)

– 実際のファイルIOを提供し、配下のOSTへの
リクエストを処理する

– 通常ファイルシステム毎に複数存在

– 各OSSが実ファイルデータを保持する一つ以
上のObject Storage Target(OST)を提供

• クライアント

– POSIX互換ファイルアクセスレイヤ

– Lustreファイルシステムへのアクセスを提供
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TSUBAME3 Lustreファイルシステム

GSIC@t3support2:~

GSICUSER00@login0:~> df -H
Filesystem                                     Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 34G     0   34G   0% /dev
tmpfs 34G  204M   34G   1% /dev/shm
tmpfs 34G  3.5G   31G  11% /run
tmpfs 34G     0   34G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3                                      251G   54G  198G  22% /
/dev/sda2                                      489M  237M  223M  52% /boot
/dev/sda5                                      739G  172G  568G  24% /data1
10.0.254.88:/gs/apps                            46T   23T   23T 51% /apps
10.0.254.89:/gs/home                            46T   23T   23T 51% /home
10.0.254.41@o2ib10:10.0.254.42@o2ib10:/T3_HS0  5.4P  1.4P  4.0P  26% /gs/hs0
10.0.254.43@o2ib10:10.0.254.44@o2ib10:/T3_HS1  5.4P  1.1P  4.3P  20% /gs/hs1
10.0.254.45@o2ib10:10.0.254.46@o2ib10:/T3_HS2  5.4P  5.4T  5.3P   1% /gs/hs2

File Edit      View      Help
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Lustreコマンド

• lctl

– 管理者向けコマンド

– Lustre FS Configuration Utility

– Lustre Parameterの設定・変更などを行うことが可能

• lfs

– 一部一般ユーザ権限で利用可能なコマンド

– Lustre Utility

– Stripe管理

– Quota管理

– find : 特定のOST上のファイル、stripeされたファイルなどを指定可能
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MDTの状態、OSTの状態

Lustreの状態確認

GSIC@t3support2:~

lfs > mdts
MDTS:
0: T3_HS0-MDT0000_UUID ACTIVE
MDTS:
0: T3_HS1-MDT0000_UUID ACTIVE
MDTS:
0: T3_HS2-MDT0000_UUID ACTIVE

lfs > osts
OBDS:
0: T3_HS0-OST0000_UUID ACTIVE
1: T3_HS0-OST0001_UUID ACTIVE
2: T3_HS0-OST0002_UUID ACTIVE
3: T3_HS0-OST0003_UUID ACTIVE
4: T3_HS0-OST0004_UUID ACTIVE
5: T3_HS0-OST0005_UUID ACTIVE

（省略）

File Edit      View      Help
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容量(block)、inodeの確認

Lustreの使用状況確認

GSIC@t3support2:~

lfs > df -h
UUID                       bytes        Used   Available Use% Mounted on
T3_HS0-MDT0000_UUID         5.9T      177.7G        5.7T   3% /gs/hs0[MDT:0]
T3_HS0-OST0000_UUID        71.5T       17.7T       53.1T  25% /gs/hs0[OST:0]
T3_HS0-OST0001_UUID        71.5T       19.8T       50.9T  29% /gs/hs0[OST:1]

T3_HS0-OST0002_UUID        71.5T       18.5T       52.3T  27% /gs/hs0[OST:2]

（省略）
filesystem_summary:         4.7P        1.2P        3.5P  26% /gs/hs0

lfs > df -i -h
UUID                      Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
T3_HS0-MDT0000_UUID         4.0G      639.1M        3.4G  16% /gs/hs0[MDT:0]
T3_HS0-OST0000_UUID       577.5M        9.0M      568.5M   2% /gs/hs0[OST:0]
T3_HS0-OST0001_UUID       577.5M        9.0M      568.5M   2% /gs/hs0[OST:1]
T3_HS0-OST0002_UUID       577.5M        9.0M      568.5M   2% /gs/hs0[OST:2]
（省略）

filesystem_summary:         4.0G      639.1M        3.4G  16% /gs/hs0

File Edit      View      Help
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t3-user-info, lfsコマンドを利用したQuotaの確認
• TSUBAME3のグループディスクは、Project Quotaを利用

• Project Quota: 同一のProject IDを持つディレクトリ/ファイルに対するQuota

Quotaの確認

GSIC@t3support2:~

GSICUSER00@login0:~> id
uid=XXX(GSICUSER00) gid=2000(tsubame-users) groups=2000(tsubame-users),99999(GSIC)

GSICUSER00@login0:~> t3-user-info disk group –g GSIC
/gs/hs0                         /gs/hs1                         /gs/hs2

gid group_name size(TB) quota(TB) file(M) quota(M)  size(TB) quota(TB) file(M) quota(M)  size(TB) 
quota(TB) file(M) quota(M)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
99999  GSIC       0.00       1       0.00 2      0.00     0      0.00    0    0.00       0          
0.00      0

GSICUSER00@login0:~> lfs quota –p 99999 /gs/hs1
Disk quotas for prj 99999 (pid 99999):

Filesystem  kbytes quota   limit   grace   files   quota   limit   grace
/gs/hs1       4    1025    1025       - 1    1025    1025       -

File Edit      View      Help
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File Stripingの利用

• Lustreでは、File Stripingをサポートしています

– 1つのファイルを複数OSTに書き込む機能

• 各ファイルを格納するStripe Count(使用するOSTの数)およびStripe 
Sizeをディレクトリやファイルごとに設定可能

– TSUBAME3のデフォルトはStripe設定無し(Stripe Count=1)

– 各ファイルは1つのOSTへ格納

– ディレクトリにStripeを設定した場合、以降そのディレクトリ以下に
作られるファイルは全てStripeされる

– 全OSTに分散する場合のStripe Countは -1
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Stripeの設定と確認
• 作成したディレクトリに対し、2x OST, Stripe Size=1MBytesでStripeを設定

• 作成したディレクトリに対し、全OST, Stripe Size=4MBytesでStripeを設定

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> mkdir /gs/hs0/GSIC/s2
GSICUSER00@login0:~> lfs setstripe -c 2 -S 1m /gs/hs0/GSIC/s2
GSICUSER00@login0:~> lfs getstripe /gs/hs0/GSIC/s2
/gs/hs0/GSIC/s2
stripe_count:  2 stripe_size:   1048576 pattern:       raid0 
stripe_offset: -1

File Edit      View      Help

GSIC@login0:~

GSICUSER00@login0:~> mkdir /gs/hs0/GSIC/st_all
GSICUSER00@login0:~> lfs setstripe -c -1 -S 4m /gs/hs0/GSIC/st_all
GSICUSER00@login0:~> lfs getstripe /gs/hs0/GSIC/st_all
/gs/hs0/GSIC/st_all
stripe_count:  -1 stripe_size:   4194304 pattern:       raid0 
stripe_offset: -1

File Edit      View      Help
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• 作成したs2ディレクトリ以下にファイルを作成

• testfile1はobdidxで示される2つのOSTにStripeされる

Stripeの使用

GSIC@t3support2:~

GSICUSER00@login0:~> dd if=/dev/zero of=/gs/hs0/GSIC/s2/testfile1 bs=1M 
count=1000
1000+0 records in
1000+0 records out
1048576000 bytes (1.0 GB, 1000 MiB) copied, 2.25271 s, 465 MB/s

GSICUSER00@login0:~> lfs getstripe /gs/hs0/GSIC/s2/testfile1 
testfile1
lmm_stripe_count:  2
lmm_stripe_size:   1048576
lmm_pattern:       raid0
lmm_layout_gen:    0
lmm_stripe_offset: 56

obdidx objid objid group
56       127181952      0x794a480                0
6       127058583      0x792c297                0

File Edit      View      Help
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File Stripe使用上の注意

• 必ずしも、大きいStripe Count == 高性能ではありません

– ファイルシステム全体のスループットはStripe無しが最も高い

• Stripe Sizeはデフォルトの1MiBが最適です

• 充分大きなファイルはStripeした方が良い

• シングルシェアードファイルを使用する場合はStripe必須

• シングルスレッドアプリケーションでは、Stripeの性能に対する効果はほ
ぼ無い

• OSTは手動で指定せずランダムが最適
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Lustre Tips
• 苦手なこと

– 大量の小さいファイル

– 小さいIO Size

– ランダムアクセス

• メタデータ性能

– 複数プロセスによる同一ディレクトリへの操作は遅くなる

– プロセス毎に異なるディレクトリを操作する方が良い

• スループット性能

– プロセス毎に異なるファイルを操作

– できる限り各プロセスにIOを行わせる

– 1 Clientのスループット性能は最高でも1リンクあたり10GB/s

– 単一プロセスでは2-3GB/sでれば良い方

– 1クライアント/複数IOプロセス+ 複数ノード= スループット向上
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• 並列ファイルシステムと高速にデータ転送を行うためオープンソースツールとし
て、mpiFileUtilがあります

– https://github.com/hpc/mpifileutils

• mpiFileUtilに含まれるツール群はMPIを利用して並列にファイルのコピー、削除、
比較などを行えるツールです

– 計算ノード上で、共有スクラッチ領域(BeeOND)と高速ストレージ領域
(Lustre)間のデータ転送に利用することで、rsync, scpなどの転送ツールより
高速な転送を行うことが可能となります

高速データ転送ツール

GSIC@t3support2:~

GSICUSER00@r7i4n0:~> module load cuda openmpi mpifileutils
GSICUSER00@r7i4n0:~> dcp testfile.tar /gs/hs0/GSIC/s2
[2020-10-13T01:01:16] Walking testfile.tar
（省略）

[2020-10-13T01:01:25] Rate: 156.820 MB/s (1105260544 bytes in 6.721 seconds)

File Edit      View      Help
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Q & A
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