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1. はじめに 

本書ではジョブスケジューラ TORQUEの基本的な使用方法について説明します。詳細なマニュアルについては以下のサイトなどを

参照してください。 

 

 Cluster resources :: Products - TORQUE Resource Manager （英語） 

http://www.clusterresources.com/products/torque-resource-manager.php 

 

 TORQUE Administrator’s Manual （英語） 

http://www.clusterresources.com/torquedocs21/index.shtml 

 

1.1. ジョブスケジューラとは 

TORQUE とは Open PBS を基に開発されているジョブスケジューラ、リソースマネージャです。ジョブスケジューラは複数のジョ

ブ（ユーザプログラム、スクリプトなど）の起動の制御や、ジョブの状態の監視を行うソフトウェアです。管理ノードと呼ばれる

サーバが、複数の計算ノードのリソース（CPU、メモリなど）使用状態を監視し、ジョブをどの計算ノードで実行するか判断し、振

り分けます。 

ジョブスケジューラを利用することによって、複数ユーザで複数の計算サーバを利用することが簡単になります。ユーザがプロ

グラムを実行する際に、どのサーバが利用できるのか、現在誰が利用しているかなどを考慮する必要がなくなり、ジョブを登録し

ておくだけで、自動的に適切な計算ノードで実行されます。 

 

 

図 1-1 ジョブスケジューラのイメージ 
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2. ジョブの投入と管理 

本章では、ブレードシステムの管理方法について説明します。 

 

2.1. 基本的なジョブの流れ 

ジョブのライフサイクルは、(1)ジョブ作成、(2)ジョブ投入、(3)ジョブ実行、(4)ジョブ完了処理の 4つ流れで処理されます。 

 

2.1.1. ジョブ作成 

一般的に、ジョブはスクリプトで記述します。スクリプトの中にはジョブ投入時のパラメータを記述する事ができます。これら

のパラメータでは、ジョブ名や、一つのジョブで必要となる計算時間、必要となるリソースなどを指定します。以下に例を示しま

す。 

#!/bin/sh 

#PBS -N 'MyJob' 

#PBS -q queue 

#PBS -j oe 

#PBS -l nodes=1:ppn=2 

 

# ジョブを投入したディレクトリに移動する 

cd $PBS_O_WORKDIR 

 

# プログラムの実行 

./myprogram 

 

このスクリプトでは、ジョブの名前（MyJob）、投入するキュー（queue）、標準出力とエラー出力を同一のファイルに書き出すこ

と（-j oe）、1ノードでそれぞれ 2プロセッサを利用すること（nodes=1:ppn=2）、などが設定されています。 

 

2.1.2. ジョブ投入 

ジョブは qsub コマンドで投入します。ジョブを投入すると、設定されたポリシーにより優先度が設定され、それに従い順次実行

されます。 

 

2.1.3. ジョブ実行 

投入したジョブが実行されます。ジョブが実行されている間、そのステータスは qstatコマンドで確認することができます。 

 

2.1.4. ジョブの完了処理 

ジョブが終了した際、デフォルトでは標準出力ファイルと標準エラー出力ファイルが、ジョブを投入したディレクトリに出力さ

れます。 

 

2.2. ジョブの投入 

ジョブの投入は qsub コマンドで行います。qsub コマンドにはたくさんのコマンドラインオプションがあり、これらのオプショ

ンは PBSコマンドファイル（ジョブスクリプト）としてまとめて設定できます。ジョブスクリプトは、ファイル名を指定して qsub

コマンドに渡したり、標準入力から入力したりできます。デフォルトではジョブは TORQUEサーバ（管理ノード）からのみ投入でき

ます。 

 

 ジョブスクリプトには実行権限は必要ありません。 

 コマンドは qsubコマンドにパイプできます。（例：cat pbs.cmd | qsub） 

 並列計算ジョブの場合、ジョブスクリプトは、最初に配置された計算ノードにだけ渡され実行されます。 

 ジョブスクリプトは、ユーザのホームディレクトリで実行されます（環境変数$PBS_O_WORKDIRにはジョブを投入したディレク

トリのパスが設定されます）。 

 ジョブスクリプトは、ジョブを投入したユーザの環境変数の設定のもとで実行されます。qsubコマンドの"-V"や"-v"オプショ

ンで環境変数を設定することもできます。 
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2.2.1. リソースのリクエスト 

ジョブが投入される時、使用するリソースを指定できます。リソースのリクエスト方法には、特定のノードを指定する方法や、

特定のノード属性を持ったノードを指定する方法などがあります。以下の表に指定可能なリソースの一部を示します。 

 

リソース フォーマット 説明 

cput 秒数、または 

[[HH:]MM:]SS 

そのジョブで使われる全てのプロセッサの利用時間の最大量を指定する。 

epilogue 文字列（string） ジョブの完了時、システムのエピローグや epilogue.userスクリプトの前に

実行されるエピローグスクリプトを指定する。 

構文は"epilogue=<ファイル名>"である。ファイル名は絶対パスか相対パス

で指定する。 

file サイズ※ そのジョブに必要となるディスク容量を指定する。 

host 文字列（string） ジョブが実行されるホストを指定する。このリソースはサイトのスケジュー

ルポリシーに使われる。 

mem サイズ※ そのジョブが利用する物理メモリの最大量を指定する（Linuxでは、ノード

数が１でない場合利用できない）。 

nice 整数 プロセス実行の優先度を指定する。 

-20 (高プライオリティ) 19 (低プライオリティ)の間の値を取る。 

nodes {<node_count> | <hostname>}  

[:ppn=<ppn>][:<property> 

[:<property>]...] [+ ...] 

ノード数やノードのタイプは、ジョブに排他的に使われるよう予約される。

ノードのプロパティは 1 つまたは複数のプロパティを"＋"文字でつなげ指

定する。 

例えば、プロパティが 1つだけの場合は、 

"必要なノード数：node_spec" 

のように表し、プロパティを 1つ以上指定する場合は 

"必要なノード数：node_spec[+node_spec...]" 

のように表す。また、異なるプロパティのノードを指定する場合は、 

" 必 要 な ノ ー ド 数 ： node_spec[+node_spec...]+ 必 要 な ノ ー ド 数 ：

node_spec[+node_spec...]"のように表す。 

必要なノード数が１の場合、ノード数の指定は省略することができる。 

 

ノードのプロパティは以下のように指定する。 

ppn=(数字) ノードあたりのプロセッサ数を指定する。デフォルト

は 1。 

Property システム管理者がノードの特徴を文字列で指定する。 

 

具体例は、以下の「例 1 (-l nodes)」を参照すること。 

pcput 秒数、または 

[[HH:]MM:]SS 

そのジョブのシングルプロセスで使われる CPU時間の最大量を指定する。 

pmem サイズ※ そのジョブの全てのシングルプロセスで使われる物理メモリの最大量を指

定する。 

prologue 文字列（string） ジョブの開始時、システムのプロローグスクリプトや prologue.userスクリ

プトの後に実行されるプロローグスクリプトを指定する。 

構文は"prologue=<ファイル名>"である。ファイル名は絶対パスか相対パス

で指定する。 

pvmem サイズ※ そのジョブのシングルプロセスで使われる仮想メモリの最大量を指定する。  

vmem サイズ※ そのジョブの並列プロセスで使われる仮想メモリの最大量を指定する。 

walltime 秒数、または 

[[HH:]MM:]SS 

ジョブの running状態を表す"real time"の最大値を指定する。 

 

 

 

2.2.1.1. サイズフォーマット 

サイズフォーマットはバイト数や文字数で、整数＋サフィックスの形式で表示します。サフィックスの乗数は以下の表（ｂはデ

フォルトでバイトを意味する）のとおりです。 
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サフィックス 乗数 

b w 1 

kb kw 1,024 

mb mw 1,048,576 

gb gw 1,073,741,824 

tb tw 1,099,511,627,776 

 

2.2.1.2. 例 

例（-l nodes） 

例 説明 

qsub -l nodes=8 8ノードを使用する 

qsub -l nodes=node00+node01 node00と node01の 2台を使用する 

qsub -l nodes=4:ppn=2 ノード 4台で 2プロセスずつ使用する 

qsub -l nodes=1:ppn=8 ノード 1台で 8プロセス使用する 

 

2.2.2. バッチ環境変数 

ジョブが開始した時、多くの環境変数がジョブの実行環境に適用されます。以下の表にこれらの変数を示します。 

 

変数 説明 

PBS_JOBNAME ユーザが指定したジョブの名前 

PBS_ARRAYID ジョブ配列のインデックス値 

PBS_O_WORKDIR ジョブのキューイングディレクトリ 

PBS_ENVIRONMENT N/A 

PBS_TASKNUM リクエストされているタスクの数 

PBS_O_HOME キューイングしたユーザのホームディレクトリ 

PBS_MOMPORT momデーモンのアクティブポート 

PBS_O_LOGNAME キューイングしたユーザの名前 

PBS_O_LANG ジョブの言語変数 

PBS_JOBCOOKIE ジョブのクッキー 

PBS_NODENUM ノードのオフセットナンバー 

PBS_O_SHELL スクリプトシェル 

PBS_JOBID ジョブ ID 

PBS_O_HOST ジョブスクリプトが現状動いているホスト 

PBS_QUEUE ジョブキュー 

PBS_NODEFILE ジョブが割り当てられた計算ノードを記述した一時ファイルのパス 

PBS_O_PATH ジョブスクリプト内で実行ファイルを置けるパス変数 

 

2.2.3. サンプルジョブスクリプト 

サンプルのジョブスクリプトを以下に示します。これは時刻を表示し、10秒待って、再び時刻を表示するだけのジョブです。 

#!/bin/sh 

# 

#This is an example script example.sh 

# 

#These commands set up the Grid Environment for your job: 

#PBS -N ExampleJob 

#PBS -l nodes=1,walltime=00:01:00 

#PBS -q np_workq 

#PBS -M YOURUNIQNAME@umich.edu 

#PBS -m abe 

 

#print the time and date 

date 
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#wait 10 seconds 

sleep 10 

 

#print the time and date again 

date 

 

2.3. ジョブのモニタリング 

ジョブの状態を確認するには qstatコマンドを使用します。 

$ qstat 

Job id  Name  User  Time Use S Queue 

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

4807  scatter  user01  12:56:34 R batch 

 

qstatコマンドの-fオプションを使用すると詳細な情報が表示されます。 

$ qstat -f 

Job Id: 13.master 

    Job_Name = hpl 

    Job_Owner = fjse@master 

    resources_used.cput = 00:00:00 

    resources_used.mem = 6848kb 

    resources_used.vmem = 218240kb 

    resources_used.walltime = 00:01:55 

    job_state = R 

    queue = Q1 

    server = master 

    Checkpoint = u 

    ctime = Mon Feb 22 11:21:04 2010 

…（以下略）… 

 

2.4. ジョブのキャンセル 

Torque では qdel コマンドで投入したジョブをキャンセルできます。"TERM"や"KILL"のシグナルが送られ、実行中のプロセスが

停止します。キャンセルするジョブはジョブ IDで指定します。 

$ qstat 

Job id  Name  User  Time Use S Queue 

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

4807  scatter  user01  12:56:34 R batch 

$ qdel 4807 

 

2.5. ジョブの完了 

Torque ではジョブが完了した後、ある期間だけ完了したジョブの詳細を確認できます（qstat -f コマンド）。ジョブ完了後、詳

細を確認できる期間は、ジョブの実行キューの"keep_completed"属性で設定できます（秒数を指定）。完了したジョブはステータス

が"C"の状態になります。 

 

2.6. ジョブの終了コード 

ジョブが完了すると、exit_status 属性には、ジョブスクリプトから返される終了コードが設定されます。終了コードは、ジョ

ブと関連する情報の全てが表示される"qstat –f"コマンドを実行すると確認できます。終了コード（exit_statusフィールド）は、

最後の辺りに出力されています。 

 

$ qstat –f 
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Job Id: 13.master 

    Job_Name = hpl 

    Job_Owner = fjse@master 

    resources_used.cput = 00:00:00 

    resources_used.mem = 648kb 

    resources_used.vmem = 5800kb 

    resources_used.walltime = 00:00:03 

    job_state = C     # ←完了ステータス 

    queue = Q1 

    server = master 

    Checkpoint = u 

    ctime = Wed Jan 20 18:50:08 2010 

…（中略）… 

    etime = Wed Jan 20 18:50:08 2010 

    exit_status = 0    # ←終了コード 

    submit_args = Qsub 

    start_time = Wed Jan 20 18:50:08 2010 

    start_count = 1 

    fault_tolerant = False 

    comp_time = Wed Jan 20 18:50:11 2010 

 

Torqueがジョブをスタートできなかった場合でも、マイナスの数字が表示されます。その他にも、ジョブスクリプトが問題なく

実行開始していれば、そのスクリプトからの戻り値が表示されます。Torqueが出力する終了コードを以下に示します。 

 

名前 値 説明 

JOB_EXEC_OK 0 ジョブ実行成功 

JOB_EXEC_FAIL1 -1 ジョブ実行失敗、before files, no retry 

JOB_EXEC_FAIL2 -2 ジョブ実行失敗、after files, no retry 

JOB_EXEC_RETRY -3 ジョブ実行失敗、リトライします 

JOB_EXEC_INITABT -4 ジョブが MOM の初期化を中止した 

JOB_EXEC_INITRST -5 ジョブが MOM の init、chkpt、no migrateを中止した 

JOB_EXEC_INITRMG -6 ジョブが MOM の init、chkpt、ok migrateを中止した 

JOB_EXEC_BADRESRT -7 ジョブの再実行失敗 

JOB_EXEC_CMDFAIL -8 ユーザコマンドの exec()が失敗 

 

 


