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配布資料

このスライドのハンドアウトこのスライドのハンドアウト

計算機、アカウント情報等が書かれた実習資料（１枚計算機、アカウント情報等が書かれた実習資料（１枚
紙）紙）

「「NinfNinf--GGの使い方」の使い方」

アンケートアンケート

実習はスライドの記述に沿ってやっていただければう実習はスライドの記述に沿ってやっていただければう
まくいく（はず）ですまくいく（はず）です ☺☺
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データベース連携

グリッドファイルシステム

実験装置と計算機の
統合利用

分散計算環境での
計算の割り振り

グリッドプログラミング
開発・実行

セキュリティ ポータル、GUI、WFT スケジューラ 情報サービス
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アプリケーション

グリッド PSE

NAREGI SS/GridVM

グリッドプログラミング （GridRPC、GridMPI)

ワークフロー

計 算 資 源
ＡＩＳＴ ＴｅｒａＧｒｉｄ ＣＳＩ その他

ﾈｯﾄﾜｰｸ通信基盤、性能評価、ｾｷｭﾘﾃｨ･認証

UNICORE Condor SSHGlobus
GRAM

コマンドラインインタフェース

グリッドプログラミング環境の概要 - GridRPCとGridMPIの研究開発-

目的目的

（資源）遠隔地に設置され、高速なネットワークで接続された複数のコンピュータ

（環境）標準的なグリッド機能(セキュリティ、情報サービス、実行環境） e.g. NAREGI, GT4.x

グリッドアプリケーションの開発、実行環境を提供

設計指針設計指針

従来の並列プログラミングとの親和性がよいこと

グリッド環境をユーザが意識しないこと

小規模から大規模まで安定して拡張できること

ソフトウェア階層図ソフトウェア階層図

GridRPC, GridMPIのいずれも
NAREGI SS などによって

プロセスが起動されたあとの
プログラム実行を支援する

ランタイムライブラリを提供する
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グリッドプログラミングは何が違うか？

分散配置された計算機を利用する。分散配置された計算機を利用する。
セキュリティ
非均質

ハードウェア、ソフトウェア
キューの設定
ディスク構成

様々なジョブ起動機構
Globus GRAM, Condor, NAREGI SS, UNICORE, SSH…

分散プロセスを協調させて計算を進める
利用可能な計算機は静的に決まらない（かもしれない）利用可能な計算機は静的に決まらない（かもしれない）

キュー待ち
メンテナンス等による停止

障害は不可避障害は不可避
ハードウェア障害
ネットワーク遮断

高い性能、スケーラビリティ高い性能、スケーラビリティ
数百～数千、数万オーダーのプロセッサを効率良く利用

これらの違いを意識せずにプログラムが書けると良い6



GridRPCとは？

Grid Remote Procedure CallGrid Remote Procedure Callの略の略

グリッド上で動作するアプリケーションを開発するためのプロググリッド上で動作するアプリケーションを開発するためのプログ
ラミングモデルラミングモデル

クライアント・サーバ型のプログラミングモデルであり、タスク並クライアント・サーバ型のプログラミングモデルであり、タスク並
列アプリケーションの実装に適している列アプリケーションの実装に適している

グリッド上の複数の計算機に関数単位で計算を振り分けることグリッド上の複数の計算機に関数単位で計算を振り分けること
により並列実行を実現するにより並列実行を実現する

CC言語の言語のApplication Programming Interface (API)Application Programming Interface (API)を規定するを規定する
GridRPCGridRPC APIAPIの仕様の標準化が進んでいるの仕様の標準化が進んでいる

グリッド上の複数の計算機を利用するアプリケーションをグリッド上の複数の計算機を利用するアプリケーションを
GridRPCGridRPC APIAPIを用いて実装することができるを用いて実装することができる

NinfNinf--GGははGridRPCGridRPC APIAPIの参照実装であり、の参照実装であり、GridRPCGridRPC APIAPIのライのライ
ブラリおよび各種ツール群を提供しているブラリおよび各種ツール群を提供している
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今日の内容

GridRPCGridRPC, , NinfNinf--GGの概要の概要

GridRPCとは？
概要

MPIと何が違う？

典型的な利用事例

GridRPC APIとNinf-Gの紹介
GridRPC API

Ninf-Gの概要とアーキテクチャ

NinfNinf--GGを用いたグリッドプログラミング（実習中心）を用いたグリッドプログラミング（実習中心）

リモートライブラリの構築

クライアントプログラムの生成

実行

実習は実習はstep 1step 1～～step 8step 8までまで(step 6(step 6まではやりたい）まではやりたい）

利用事例紹介利用事例紹介
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注意事項

今日の実習は今日の実習はNinfNinf--G Version 4.2.1G Version 4.2.1を用います。を用います。

新版は新版は 4.2.24.2.2

NAREGI向け

Javaの古いバージョンに対応
サイズがでかい

現在現在NAREGINAREGI環境でテスト中環境でテスト中

テスト結果をふまえ、4.2.3を年度中にリリース。

4.2.1からの変更点
NAREGIとのインタフェース

ドキュメント

今日紹介するいくつかの機能は今日紹介するいくつかの機能はNinfNinf--G Version 2G Version 2では利用できでは利用でき
ません。ません。

詳細はソースに含まれているCHANGESを参照してください。
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GridRPCとは？
グリッド上での遠隔手続き呼び出しに基づく

プログラミングモデル
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グリッドの典型的な利用シナリオ

クライアント
＠アキバ

データサーバ
＠大阪大学

計算機A＠東工大

計算機B＠つくば

データサーバに入ったデータを取り出データサーバに入ったデータを取り出
し、どちらかの計算機で計算し、結果し、どちらかの計算機で計算し、結果
を自分のコンピュータで見たいを自分のコンピュータで見たい

すべてのノードは別のサイトにあるすべてのノードは別のサイトにある
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要求

セキュリティセキュリティ

安全でなければならない（クライアントもサーバも）

情報サービス情報サービス

どこに何があるか？

資源管理資源管理

計算機を利用する（サイトのポリシーを尊重）

スケジューリングスケジューリング

どの計算機を利用するか

データ管理データ管理

データ転送、etc.

使いやすいほうが良い使いやすいほうが良い

Single Sign On, etc.

その他いろいろその他いろいろ

通信、アカウンティング、etc.
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Globus Toolkit ™とは?

Globus Project(Globus Project(グリッドを科学計算、工学計算に適用するこグリッドを科学計算、工学計算に適用するこ
とを可能にするための研究開発プロジェクトとを可能にするための研究開発プロジェクト))が配布していが配布してい
るソフトウェアるソフトウェア

新版は新版はVersion 4.0.5Version 4.0.5

Version 2Version 2ととVersion 4Version 4はアーキテクチャが別物はアーキテクチャが別物

Pre-WS v.s. WS

グリッドに要求される様々な機能を実装、利用するためのグリッドに要求される様々な機能を実装、利用するための
ユーザコマンドとライブラリを提供ユーザコマンドとライブラリを提供

分散された複数のコンピュータ上にサーバプロセスを配置

クライアントツールからこれらのサーバに接続

プログラムの実行やデータアクセスを可能にする基盤
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Globus version 2の3本の柱

資源管理資源管理 情報サービス情報サービス データ管理データ管理

Globus Security Infrastructure (GSI) が

これらの要素をつなぎ合わせる

GT4の実装はまったく異なるが、

三本柱の概念は継承している。
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Globusで実装したシステムの実態

クライアント
＠アキバ

データサーバ
＠大阪大学

計算機A＠東工大

計算機B＠つくば

CA

MDS

MDS

MDSMDS

GRAM

GRAMr

ユーザ
証明書

プロキシ
証明書２

プロキシ
証明書3プロキシ

証明書1

grid-proxy-init

資源情報の
問い合わせ

GridFTP
サーバ

データ
転送

プロセスプロセス

プロセスの起動

結果の返送
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難しいが
柔軟な処理が

記述できる

使いやすいが

柔軟性に欠ける
ポータル
特定のアプリケーションを利用するためのWeb
インタフェースを提供。ユーザはプログラミングの必要なし。
NPACI HotPage, GridPSE Builder, GridSpeedなど多数

高レベルミドルウェア
並列・分散プログラミングを容易に行うためのシステム。
低レベルミドルウェアが提供するグリッドに必要な機能を
容易に利用する手段を提供。ほとんどのアプリケーション
プログラマは高レベルミドルウェアを利用することになる。
ポータルにおけるバックエンドとしても必要不可欠。

この階層においては、競争が激しい

低レベルミドルウェア
セキュリティ、資源管理、（安全な）通信、データ転送、
情報サービスなど、グリッドにおいて必要な要素技術を
提供。豊富な機能と柔軟な利用方法を提供するが、
一般ユーザが直接利用するのは難しい。

基本機能、プリミティブ
Operating Systemレベルでの通信機能および認証機能
などの基本機能およびプリミティブ。低レベルミドルウェア
はこれらの機能を元に実装されている。

米国で開発されたGlobus Toolkitが
事実上の標準

産総研で開発を進めているシステム

(Ninf-G)を高レベルミドルウェアの標
準的なシステムの１つとして普及させ
る。本システムを基にしたプロトコル
、API等をGGFにおいて標準化。

グリッドにおけるプログラミング手法の階層化
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GridRPC

スーパーコンピュータ
の遠隔利用

ユーザ

Internet

① 関数呼び出し

② 結果の通知

特殊なライブラリの
遠隔呼び出し

グリッド上の複数の高性能計算機を利用した大規模計算
ポータル、ＡＳＰの

バックエンドとして利用

現在OGF GridRPC WGにてAPIの標準化を進めている
proposed recommendation GFD-R.P 5217



サーバ

サーバ

サーバ

クライアント

GridRPC の構成要素

クライアントコンポーネントクライアントコンポーネント
GridRPCを用いてリモートライブラリを呼び出す側。

関数ハンドルを介して遠隔実行モジュールを操作・管理する。

遠隔実行モジュール（遠隔実行モジュール（Remote ExecutablesRemote Executables））
GridRPCによってクライアントから呼び出される側。

そのプロセスは動的に起動される。

情報マネージャ情報マネージャ
遠隔実行モジュールに関する情報を提供・管理する。

関数ハンドル

クライアント
コンポーネント

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

遠隔実行プログラム
情報マネージャ

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

遠隔実行モジュール18



GridRPC: グリッド向けの遠隔手続き呼び出し

独立した複数の計算を複数の計算機上で並列実行独立した複数の計算を複数の計算機上で並列実行
させるのに適したプログラミングモデルさせるのに適したプログラミングモデル

～粗粒度な並列プログラミング～粗粒度な並列プログラミング

計算の粒度 < 1 sec  to  > week

タスク並列プログラミングに適しているタスク並列プログラミングに適している

数1000～数万の非同期呼び出し

通常の関数呼び出しと透過的な引数の受け渡し通常の関数呼び出しと透過的な引数の受け渡し

セキュリティの実装セキュリティの実装 (e.g., (e.g., NinfNinf--G with GSI)G with GSI)

単純なクライアントサイドプログラミング単純なクライアントサイドプログラミング

クライアント側にStubプログラミングやIDL管理は
必要ない

その他その他……
19



GridRPC v.s. MPI

GridRPCGridRPC

タスク並列タスク並列

クライアントクライアント//サーバサーバ

GridRPCGridRPC APIAPI

必須でない必須でない

優れている優れている

利用可能利用可能

動的指定が容易動的指定が容易

既存の逐次アプリ既存の逐次アプリ

ケーションのグリッドケーションのグリッド

化が容易化が容易

並列性並列性

プログラミングモデルプログラミングモデル

プログラミングプログラミングAPIAPI

コアロケーションコアロケーション

障害復旧機能の実装障害復旧機能の実装

プライベートプライベートIPIPノードノード

リソース割り当てリソース割り当て

その他その他

MPIMPI

データ並列データ並列

SPMDSPMD

MPIMPI

必須必須

貧弱貧弱

利用不可利用不可

基本的に静的基本的に静的

広く知られている広く知られている

既存の既存のMPIMPIアプリがアプリが

そのまま動くそのまま動く

* process spawning機能を用いれば可能
20



典型的な利用事例：デスクトップスーパーコンピューティング

デスクトップ計算機からリモートのスパコンを利用デスクトップ計算機からリモートのスパコンを利用

集中管理によるライブラリの管理コスト削減集中管理によるライブラリの管理コスト削減

常に高精度なライブラリを利用可能常に高精度なライブラリを利用可能

ASPASP的アプローチ的アプローチ

数値計算ライブラリ

クライアント

サーバ

引数

計算
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独立な計算を分散計算機上で実行独立な計算を分散計算機上で実行

例：組み合わせ 適化問題

障害が検知された場合、リトライあ障害が検知された場合、リトライあ
るいは利用をやめるといった実装るいは利用をやめるといった実装
が可能が可能

動的な資源割り当て・開放が可能動的な資源割り当て・開放が可能

クライアント

サーバ

典型的な利用事例：パラメータサーベイ
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細粒度な並列性を持つ独立した細粒度な並列性を持つ独立したMPIMPIによによ
る計算が分散クラスタ上で実行される。る計算が分散クラスタ上で実行される。

GriRPCGriRPCによる粗粒度並列とによる粗粒度並列とMPIMPIによる細による細
粒度並列を組み合わせる。粒度並列を組み合わせる。

双方の利点が引き出せる

MPIによる高性能並列計算

GridRPCによる動的資源割り当て、障
害対応

通常のモデルに比べ、スケーラビリティが通常のモデルに比べ、スケーラビリティが
高い高い

クライアントボトルネックを防ぐ
クライアント

サーバ

典型的な利用事例：GridRPC + MPI

23



GridRPCの現状

NinfNinf、、NetSolveNetSolveプロジェクトはプロジェクトは19941994年頃スタート年頃スタート

当初はクライアント・サーバ型(1対1)の計算モデルを想定

クラスタの普及に伴い、マスター・ワーカ型(1対多)の計算モデルが主流
に

既存のシステムおよびその利用既存のシステムおよびその利用

GridSolve @ UTK
細胞生理学向けモンテカルロシミュレーション(MCell)

DIET @ Inria
Workflowのバックエンドとしての利用を想定したシステム

OmniRPC @ U.Tsukuba
HMCS-G (GRAPE-6 + CP-PACS)

Ninf
数値、組み合わせ 適化問題（BMI, SDPA)

レプリカ交換モンテカルロ (HPC Challenge @ SC2002)

Ninf-G
ApGrid Testbed上での気象シミュレーション

ApGrid/TeraGridでの大規模デモ

Ninf-G, GridSolve, DIETはGridRPC API Compliant24



Ninf-G version 2のアーキテクチャ

Client

GRAM

Invoke 
Executable

Connect back

IDL file
Numerical

Library

IDL Compiler

Ninf-G
Executable

GenerateInterface
Request

Interface 
Reply

Server sideClient side

jobmanager

GRIS/GIIS Interface Information
LDIF Fileretrieve

Globus-IO

25



GridRPC: クライアント・サーバそれぞれの処理

サーバサーバ

リモートライブラリをあらかじめインストール

ライブラリへのインタフェースをIDLで記述

リモートライブラリをインストール

IDLの文法はシステム依存

e.g. Ninf-G と NetSolve のIDLの文法は違う

クライアントクライアント

GridRPC APIを用いたプログラミング

クライアントコンフィグレーションファイルの記述

プログラムの実行

26



クライアントプログラムクライアントプログラム

原プログラム

例：Ninf-Gを用いたGrid化

原プログラム

Int main(int argc, char** argv){ 

・・・

Param_survey
(double in1, int in2, double* result)

パラメータサーベイ処理

・・・

}

遠隔実行プログラム遠隔実行プログラム

Param_survey
(double in1, int in2, int size, double* result){

・・・
パラメータサーベイ処理
・・・
}

IDLファイルIDLファイル

Module Survey_prog;

Define Param_survey
(IN double in1, IN int in2, IN int size, 

OUT double result[size]);
Required “param_survey.o”
Calls “C” Param_survey(in1, in2, size, result); 

原プログラム

クライアント
プログラム

遠隔実行
プログラム

IDLファイル

ng_genコンパイラng_genコンパイラ

実行ファイル
（executable）

インタフェース
情報ファイル

main {int argc, char** argv){
grpc_initialize();
grpc_function_handle_init

(handle, server, “Param_survey”)
grpc_call(handle, in1, in2, size, result)

: }

27



National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

Step 1: ログインとGlobusのテスト
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実習環境 (1/4)

AISTAIST Super Cluster F32Super Cluster F32

260 nodes dual Intel Xeon 3.06GHz

Giga-bit Ethernet

ソフトウェア
RedHat Linux 8.0

Globus Toolkit 4.0.3

デフォルトのジョブマネージャ

Pre-WS GRAM: SGE

WS GRAM: fork

Sun Grid Engine 6.0

Ninf-G Version 4.2.1

GridMPI 0.11

実習に使うのは F32 の一部
FP2: 128CPU/64ノード（セミナー用に占有）

サーバとして利用
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実習環境 (2/4)

SAKURA ClusterSAKURA Cluster
16 nodes dual AMD Opteron 1.8GHz (Sun Microsystems V20z)
Giga-bit Ethernet
ソフトウェア

CentOS 5
Globus Toolkit 4.0.4

デフォルトのジョブマネージャ
Pre-WS GRAM: SGE
WS GRAM: fork

Sun Grid Engine 6.0
Ninf-G Version 4.2.1
GridMPI 2.0rc1

サーバとして利用
Workstation PINEWorkstation PINE

Sun Fire V240
ソフトウェア

Sun Solaris 9
Globus Toolkit 4.0.3
Ninf-G Version 4.2.1

クライアントプログラム実行用マシン30



実習環境 (3/4)

各クラスタの構成各クラスタの構成

フロント（ログイン）ノードフロント（ログイン）ノード

F32 FP2:  fsvc002.asc.hpcc.jp

F32 FP3:  fsvc003.asc.hpcc.jp

SAKURA:  sakura.hpcc.jp

。。

SAKURA
16 nodes
32 cpus

front

F32
64 nodes
128 cpus

front

ログイン・コンパイルはフロントノードで
GRAMもフロントノードで動いています

RPCの投げ先もフロントノード

計算ノード上でのプロセ
ス生成はバッチシステ
ム（SGE)がやってくれる

F32 FP2: fsvc002.asc.hpcc.jp
F32: fsvc002.asc.hpcc.jp
PINE: pine.hpcc.jp

SAKURA: sakura.hpcc.jp

PINE

クライアント実行はこのマシンで

ログイン・コンパイルはフロントノードで
GRAMもフロントノードで動いています

RPCの投げ先もフロントノード
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実習環境 (4/4)

セミナー受講者用のアカウントは作成済みセミナー受講者用のアカウントは作成済み((ngng??)??)。。

利用いただくアカウントは別紙にて配布します。色づけされているアカウ
ントがご自分のアカウントです。パスワードも別紙に記載されています。

いずれのマシンにおいても、GlobusやNinf-Gを使うために必要な環境変
数等はログイン時に設定されるようになっています。

アカウントはセミナー終了後削除いたします。

GlobusGlobus ToolkitToolkitのデフォルトジョブマネージャのデフォルトジョブマネージャ

Pre-WS GRAMはjobmanager-sge。
GRAM経由で投げたジョブは、SGEを介して計算ノード上で実行される。

混んでいたら待たされる。

WS GRAMはjobmanager-fork
GRAM経由で投げたジョブは、fork/execによってフロントノード上で実行され
る。

SGEを利用するためにはjobmanager-sgeを利用することを明示する。

GlobusGlobus用ユーザ証明書も発行済み。用ユーザ証明書も発行済み。

秘密鍵にかけられているパスワードは、ログインパスワードと同じです。

証明書の有効期間は発行後2週間（９月10日まで）です。
32



実習（Step1-1/3)：PINEおよびF32へのログイン確認

sshssh を使ってを使って PINE (PINE (pine.hpcc.jppine.hpcc.jp) ) にログインできるかどうかを確認するにログインできるかどうかを確認する

（（以後セミナー終了までログアウトする必要はありません以後セミナー終了までログアウトする必要はありません。。）。）。
% % sshssh ng00ng00@pine.hpcc.jp@pine.hpcc.jp

ご自分のアカウント（配布されたアカウント資料の、色付けされているアカウ
ント）に置き換えてください。パスワードは配布資料に記載されています。

Windowsの場合はputtyなどを使ってsshクライアントを起動してください。
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実習（Step1-2/3)：各クラスタへのログイン確認（続き）

~/.globus ~/.globus ディレクトリにユーザ証明書があることを確認するディレクトリにユーザ証明書があることを確認する

% cd .globus
% ls –al *.pem
- r w – r - - r - - usercert.pem … 公開鍵証明書

- r - - - - - - - - userkey.pem … 秘密鍵

% grid-cert-info –file usercert.pem

同様に同様に F32 (fsvc002.asc.hpcc.jp) F32 (fsvc002.asc.hpcc.jp) およびおよび SAKURA SAKURA 
((sakura.hpcc.jpsakura.hpcc.jp) ) にログインできるかどうか確認する（にログインできるかどうか確認する（以後セミナー終了以後セミナー終了

までログアウトする必要はありません。邪魔なときはアイコンにしておきままでログアウトする必要はありません。邪魔なときはアイコンにしておきま
しょうしょう）） 。。
% ssh ng??@fsvc002.asc.hpcc.jp
% ssh ng??@sakura.hpcc.jp
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実習（Step1-3/3)： Globusのテスト(PINEで実行）

環境設定の確認環境設定の確認
% env | grep GLOBUS

プロキシ証明書の作成プロキシ証明書の作成
% grid-proxy-init

秘密鍵のパスワードを入力。
ログインパスワードと同じ。

プロキシ証明書の確認プロキシ証明書の確認
% grid-proxy-info

認証テスト認証テスト
% globusrun -a -r fsvc002.asc.hpcc.jp
% globusrun -a -r sakura.hpcc.jp

コマンド実行コマンド実行
% globus-job-run fsvc002.asc.hpcc.jp /bin/hostname
% globusrun-ws -F fsvc002.asc.hpcc.jp –Ft SGE –s -submit -c /bin/hostname
% globus-job-run sakura.hpcc.jp /bin/hostname
% globusrun-ws -F sakura.hpcc.jp -Ft SGE -s -submit -c /bin/hostname

SGEを介してジョブが起動

されるので、返されるホス
ト名は実行のたびに違う
（偶然同じはありえる）
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GridRPC API
クライアントプログラミングのための標準API
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The GridRPC API

RPCRPCを用いた標準を用いた標準APIAPIを提供。ポータブルかつ単純なを提供。ポータブルかつ単純な
プログラミングインタフェースを提供プログラミングインタフェースを提供

GridSolveGridSolveややNinfNinf--GG等既存のシステム間での移植性を等既存のシステム間での移植性を
高める。高める。

GGF GGF GridRPCGridRPC WGWGにおける標準化における標準化

まずはAPIを標準化

RPCに必要な機能のコアの部分のみ定義。上位の
機能は別途。

いくつかの参照実装を提供。
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Rough steps for RPC 

初期化初期化

関数ハンドルの作成関数ハンドルの作成

リモートライブラリとの接続を抽象化したもの

遠隔手続き呼び出し遠隔手続き呼び出し

リモートライブラリの呼び出し

grpc_function_handle_t handle;

grpc_function_handle_init(
&handle, host, “lib_name”);

grpc_call(&handle, args…);
or

grpc_call_async(&handle, args…);

grpc_initialize(config_file);
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The GridRPC API – データ型

関数ハンドル関数ハンドル –– grpc_function_handle_tgrpc_function_handle_t

関数名と特定のサーバ上のインスタンスとを対応づけ

同じ関数ハンドルへの関数呼び出しは常に同じサーバに対
して行なわれる

Session ID Session ID –– grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t

発行している非同期呼び出しの識別子

Session IDを通じ、行なった非同期呼び出しの状態の検査、
取り消し、あるいはエラーコードの取得などが可能

エラーおよびステータスコードエラーおよびステータスコード –– grpc_error_tgrpc_error_t

GridRPC関数のエラーコードおよびステータスコードをあら
わす。

すべてのGridRPC関数はエラーコードあるいはステータス
コードを返す。
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初期化および終了関数

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_initialize(char *grpc_initialize(char *config_file_nameconfig_file_name))

引数で与えられたコンフィグレーションファイルを読
み込み、クライアントを初期化

初期化の処理はシステム依存

かならず 初に呼ばなければならない

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_finalize()grpc_finalize()

システムが利用したすべてのリソースを開放する
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関数ハンドル操作

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_function_handle_default( grpc_function_handle_default( 
grpc_function_handle_t *handle,                      grpc_function_handle_t *handle,                      
char *char *func_namefunc_name))

デフォルトのサーバに対して関数ハンドルを作成
する

デフォルトサーバの選択はシステム依存

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_function_handle_init(     grpc_function_handle_init(     
grpc_function_handle_t *handle,                      grpc_function_handle_t *handle,                      
char *char *host_port_strhost_port_str,                                             ,                                             
char *char *func_namefunc_name))

サーバを引数で明示
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関数ハンドル操作（続き）

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_function_handle_destruct(grpc_function_handle_destruct(
grpc_function_handle_t *handle)grpc_function_handle_t *handle)

ハンドルに割り当てられたメモリを解放

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_function_handle_tgrpc_function_handle_t
**grpc_get_handlegrpc_get_handle((

grpc_function_handle_tgrpc_function_handle_t ** handle,** handle,
grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t sessionIdsessionId))

引数で与えられたセッションを処理している関数ハ
ンドルを返す
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GridRPC 呼び出し関数

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_callgrpc_call((
grpc_function_handle_tgrpc_function_handle_t *handle, *handle, ……))

同期呼び出し関数

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_call_asyncgrpc_call_async((
grpc_function_handle_tgrpc_function_handle_t *handle,*handle,
grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t **sessionIDsessionID,,
……))

非同期呼び出し関数

session IDが引数にストアされる

session ID はその後の状態チェック等に利用される
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セッション制御関数

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_probegrpc_probe((
grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t sessionIDsessionID))
セッションが完了しているかどうかを検査

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_probe_orgrpc_probe_or((
grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t **idArrayidArray,,
size_tsize_t length,length,
grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t **idPtridPtr))
session IDの配列を引数に取り、終了しているセッションを
検査
いずれか１つの終了したsession IDを返す

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_cancel(grpc_sessionid_tgrpc_cancel(grpc_sessionid_t sessionIDsessionID))
セッションを取り消す

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_cancel_allgrpc_cancel_all()()
すべてのセッションを取り消す
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同期関数

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_waitgrpc_wait((
grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t sessionIDsessionID))

引数で指定されたセッションの完了を待つ

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_wait_andgrpc_wait_and((
grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t **idArrayidArray, , size_tsize_t length)length)

引数で与えられた複数のセッションのすべてが
完了するのを待つ
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同期関数（続き）

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_wait_orgrpc_wait_or((
grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t **idArrayidArray,,
size_tsize_t length,length,
grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t **idPtridPtr))

引数で与えられた複数のセッションのいずれかが完了する
のを待つ

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_wait_all()grpc_wait_all()

現在発行しているすべての非同期呼び出しが完了するのを
待つ

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_wait_anygrpc_wait_any((
grpc_sessionid_tgrpc_sessionid_t **idPtridPtr))

現在発行している非同期呼び出しのいずれかが完了する
のを待つ
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エラー報告関数

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_error_stringgrpc_error_string((
grpc_error_tgrpc_error_t error_codeerror_code,,
char *char *error_stringerror_string))

エラーコードからエラー文字列を取得
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データ並列アプリケーション

サーバ側でサーバ側でMPIMPIなどの並列ライブラリを呼び出すなどの並列ライブラリを呼び出す

Backend Backend ““MPIMPI”” あるいはあるいは
Backend Backend ““BLACSBLACS””
ををIDLIDLで指定で指定
（（NinfNinf--GGの場合）の場合）

並列計算機

並列数値ライブラリ
並列アプリケーション
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タスク並列アプリケーション

非同期呼び出しを用いた並列処理非同期呼び出しを用いた並列処理

サーバ

サーバ

サーバ

サーバ
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タスク並列アプリケーション

非同期呼び出し非同期呼び出し

結果を待つ（同期を取る）関結果を待つ（同期を取る）関
数数

grpc_call_async(...);grpc_call_asyncgrpc_call_async(...);(...);
grpc_call_async

Client ServerA ServerB

grpc_call_async

grpc_wait_all
grpc_wait(sessionID);

grpc_wait_all();

grpc_wait_any(idPtr);

grpc_wait_and(idArray, len);

grpc_wait_or(idArray, len, idPtr);

grpc_cancel(sessionID);

grpc_wait(sessionIDgrpc_wait(sessionID););

grpc_wait_allgrpc_wait_all();();

grpc_wait_any(idPtrgrpc_wait_any(idPtr););

grpc_wait_and(idArraygrpc_wait_and(idArray, , lenlen););

grpc_wait_or(idArraygrpc_wait_or(idArray, , lenlen, , idPtridPtr););

grpc_cancel(sessionIDgrpc_cancel(sessionID););
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Step 2: 対象プログラム
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モンテカルロシミュレーションによる円周率の算出

正方形の中にランダムに点を置き、正方形の中にランダムに点を置き、44分の分の11円の中に円の中に
含まれる点の数（確率）から円周率を求める。含まれる点の数（確率）から円周率を求める。

PI = 4 p

long pi_trial(int seed, long times)
{

long l, counter = 0;

srandom(seed);
for (l = 0; l < times; l++) {

double x = (double)random() / RANDOM_MAX;
double y = (double)random() / RANDOM_MAX;

if (x * x + y * y < 1.0) {
counter++;

}
}
return counter;

} 52



実習（Step2-1/1）：逐次PIの実行

PINE PINE で実行で実行

samples/serial samples/serial へ移動へ移動

pine$ cd samples/serial

ソースを見るソースを見る

pi_serial.c

pi_trial.c

コンパイル＆実行コンパイル＆実行

pine$ make

pine$ ./pi_serial 1000000
引数は点の総数

53



National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

Ninf-G

概要とアーキテクチャ概要とアーキテクチャ
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Ninfプロジェクト

19951995年年33月？スタート月？スタート

当時のメンバ当時のメンバ

関口智嗣、佐藤三久、長嶋雲兵

その後その後

中田秀基、松岡聡、高木浩光、建部修見、
合田憲人、藤沢克樹、竹房あつ子

もっとその後もっとその後

田中良夫、首藤一幸、横川三津夫、谷村勇輔

現在の開発体制現在の開発体制

田中、中田、竹房、谷村

ソフトウェア外注

＋ヘビーユーザ（武宮、池上…）
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Ninf の歴史

NinfNinf--1(1996)1(1996)
セキュリティなし，Globusでは動作せず

NinfNinf--G1(2000G1(2000～～20022002））
新しいコードベース
Globus 1.1.Xで動作

NinfNinf--G2 (2002G2 (2002～～))
またまた別のコードベース
Globus 2.X で動作
version 2.0.0は2004年3月に公開

新版は2.4.1(2.4.0 + patch)
NinfNinf--G4 (2005G4 (2005～～))

Ninf-G2と同じコードベース
Globus 2，4 で動作

WS GRAM と Pre-WS GRAM

新版は4.2.1/4.2.2
4.2.3を今年度中に公開予定56



研究開発の戦略

Ninf-Gの開発
グリッドアプリケーションの

開発・実行を支援する

実環境・実応用による
実証実験

アジア太平洋グリッド
日米大規模グリッド

広報・成果普及
国際会議における展示

論文発表
チュートリアル

APIの標準規格化
Global Grid Forum

GridRPC API

アプリケーションの
実装・配備

フィードバック
・性能評価
・機能要求
・バグ報告

フィードバック
・仕様の評価

実装

相乗効果 相乗効果

コア技術開発コア技術開発

標準化標準化実証実証

成果普及成果普及
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Ninf-Gとは?

GridRPCGridRPCによるプログラム開発および実行を支援するによるプログラム開発および実行を支援する
ソフトウェアパッケージ。ソフトウェアパッケージ。以下を含む。以下を含む。

C/C++, Java APIsとライブラリ

IDL コンパイラ

シェルスクリプト

クライアントプログラムのコンパイルドライバ

リモートライブラリの構築および管理

例プログラム

マニュアル
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Ninf-Gとは?（続き）

３つのバージョン３つのバージョンの推移の推移

Version 2 (Ninf-G2)
GT2あるいはGT3,4のPre-WS GRAMでRPC可能

新版は2.4.1(2.4.0＋パッチ）。

2.4.0は昨年10月にNMI(NSF Middleware Initiative) Release 8に導入された。
初の非米国産ソフト

現在は Ninf-G 4.1.0がRelease 9に入っている

Version 3 (Ninf-G3)
GT3 WS GRAMでRPC可能

GT2あるいはGT3のPre-WS GRAMでもRPC可能

実質利用不可。

GT 3.2.1 に3000行のパッチをあてる必要があった。

Version 4 (Ninf-G4)
GT4 WS GRAM経由でRPC可能

GT2あるいはGT3,4のPre-WS GRAMでもRPC可能

Condor, SSH, Unicore, NAREGI SSでもRPC可能

アダプタを作成することにより、あらゆるグリッドミドルウェアを利用可能
ARC GridFTP Serverなど

現状は4.2.1/4.2.2が 新版
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Ninf-Gの特徴Ninf-Gの特徴

数値計算を念頭に置いた、使いやすいシステム数値計算を念頭に置いた、使いやすいシステム

クライアントにはスタブ情報を置く必要がないクライアントにはスタブ情報を置く必要がない

ユーザから見ると普通のライブラリ関数ユーザから見ると普通のライブラリ関数

Globus ToolkitGlobus Toolkitを用いてを用いて実装されている実装されている

ジョブ起動は任意のミドルウェアを利用できる

クライアント・サーバの通信と情報サービスはGlobusの機能を
利用（GSI, MDS, GASS, およびGlobus-IO）

様々なプラットフォームをサポート様々なプラットフォームをサポート

Globus Toolkitが動作するプラットフォームなら大丈夫

C/C++, Java, FortranC/C++, Java, FortranののAPIAPIを提供を提供

大規模アプリケーションなどでの利用実績も多く、実利用に耐え大規模アプリケーションなどでの利用実績も多く、実利用に耐え
る安定した品質る安定した品質
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用語

NinfNinf--GGクライアント（クライアント）クライアント（クライアント）

ユーザによって作られる、遠隔手続き呼び出しを制
御する（呼び出す側の）プログラムあるいはその実
行主体。

NinfNinf--G IDLG IDL

Ninf-G IDL (Interface Description Language) は遠
隔実行モジュールの呼び出しインタフェースを定義
する言語。

NinfNinf--G StubG Stub

遠隔呼び出し関数のラッパ関数。IDLをコンパイル
すると、そのソースプログラムが自動的に生成され
る。
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用語（続き）

NinfNinf--G ExecutableG Executable（サーバ）（サーバ）

Ninf-Gシステムによって呼び出される、遠隔実行モ
ジュールの実体。Ninf-G stubのコンパイルバイナリ
およびNinf-G, Globus Toolkitなどのライブラリがリ
ンクされて生成される。

セッションセッション

個別の遠隔手続き呼び出しに対応する、セッション
IDと呼ばれる非負整数によって識別される識別子。

GridRPCGridRPC APIAPI

GridRPCプログラミングを行なうためのC言語プロ
グラミングインタフェース。Global Grid Forumによっ
て標準化が進められている。
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Ninf-G2のアーキテクチャ

Client

GRAM

Invoke 
Executable

Connect back

IDL file
Numerical

Library

IDL Compiler

Ninf-G
Executable

GenerateInterface
Request

Interface 
Reply

Server sideClient side

jobmanager

GRIS/GIIS Interface Information
LDIF Fileretrieve

Globus-IO
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Ninf-G2の問題点

NinfNinf--G2G2ではジョブ起動部がクライアントライブラリのではジョブ起動部がクライアントライブラリの
一部としてリンクされる一部としてリンクされる

C言語でジョブ起動部を実装する必要がある

GT4GT4ややUNICOREUNICOREではではCC言語でジョブ起動部を記述す言語でジョブ起動部を記述す
ることが難しいることが難しい

GT4  - C言語APIがない

UNICORE – Java以外でかけない
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Ninf-G2とG4の違い

さまざまなジョブ起動機構に対応しやすいよう，ジョブさまざまなジョブ起動機構に対応しやすいよう，ジョブ
起動部分の実装を変更起動部分の実装を変更

Pre-WS GRAM

WS GRAM

UNICORE

Condor

SSH

NAREGI SS

Arc GridFTP Server (by NorduGrid)
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Ninf-G4のアーキテクチャ

ジョブ起動機構をクライアントライブラリから外にジョブ起動機構をクライアントライブラリから外に

ジョブ起動部分をクライアントライブラリとは別の言語で実
装することが可能に

クライアントライブラリ本体を修正することなく、他のリモート
ジョブ起動機構に対応可能

User Program

Ninf-G Client Library

ジョブ起動機構 ジョブ起動サーバ
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Ninf-G4のアーキテクチャ

Client

GRAM

Invoke 
Executable

Connect back

IDL file
Numerical

Library

IDL Compiler

Ninf-G
Executable

GenerateInterface
Request

Interface 
Reply

Server sideClient side

jobmanager

GRIS/GIIS Interface Information
LDIF Fileretrieve

Globus-IO

Invoke
Server
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Ninf-G4のまとめ

GridRPCGridRPCシステムシステムNinfNinf--GGの外部起動モジュール機構の外部起動モジュール機構

容易に外部起動機構を追加可能

単純なインターフェイスプロトコル単純なインターフェイスプロトコル

スクリプト言語でも容易に外部起動モジュールを実
装可能

クライアント設定ファイルクライアント設定ファイル

設定情報をそのまま外部起動モジュールに流す

Ninf-Gクライアントライブラリに変更を加えずに外
部起動モジュールの追加が可能
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Ninf-Gの使い方

リモートライブラリ（遠隔実行モジュール）の構築リモートライブラリ（遠隔実行モジュール）の構築

IDLファイル作成

IDLファイルコンパイル

遠隔実行モジュールの生成

クライアントプログラムの開発クライアントプログラムの開発

GridRPC APIまたはNinf-G APIを用いる。

コンパイル

実行実行

クライアントコンフィグレーションファイルを作成

プロキシ証明書の作成

実行
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Step 3: インストール
ー実習はやりませんー
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Ninf-Gのインストールについて

インストールすべきマシンインストールすべきマシン

クライアント

サーバ
フロントノード

いくつかのオペレーションはフロントノードのみで実行

情報サービスを利用しない場合にはこれらは不要

計算ノード
NFSなどでライブラリが見えていればよい

新のソースは新のソースはNinfNinfプロジェクトホームページからダウンロード可能プロジェクトホームページからダウンロード可能

http://ninf.apgrid.org/packages/welcome.shtml

必要条件（必要条件（GT4GT4の場合）の場合）

MDS2を利用する場合、GT4 Pre-WS MDS が必要
GT4のコンフィギュア時に--enable-prewsmds オプションを指定

MDS4を利用する場合、GT4 Information Services C bindings が必要
クライアント側のみ

globus_core を必要とするため、GT4はソースからビルドする必要がある（バ
イナリ版はだめ）

Python 2.3 or laterが必要 71



インストール手順

ソースソースはは http://http://ninf.apgrid.orgninf.apgrid.org// からダウンロード可能からダウンロード可能。。

ng4-latest.tgz

インストールインストール

pine$ gunzip -c ng4-latest.tgz | tar xvf –
pine$ cd ng-4.2.1
[gcc を利用する場合]
pine$ ./configure --prefix=/usr/local/ngv4 --enable-gcc
[vendor ccを利用する場合]
pine$ ./configure --prefix=/usr/local/ngv4 ¥

--with-globusFlavor=vendorcc32dbgpthr
pine$ make
pine$ make install
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環境の設定

環境変数等を設定する環境変数等を設定する （以下、（以下、shsh, bash, bashの場合）の場合）

pine$ NG_DIR=/usr/local/ngv4; export NG_DIR
pine$ . ${NG_DIR}/etc/ninfg-user-env.sh

ログイン時に自動的に設定されるようにしておくのがログイン時に自動的に設定されるようにしておくのが
好ましい好ましい

例えば、/etc/profile.d/ の下に設定ファイルを置く

NG_DIR=/usr/local/ngv4; export NG_DIR
if [ -r ${NG_DIR}/etc/ninfg-user-env.sh ]
then
. ${NG_DIR}/etc/ninfg-user-env.sh

fi
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インストールのtips

クライアント、サーバごとのインストールも可能クライアント、サーバごとのインストールも可能

$ make server

$ make client

$ make install_server

$ make install_client

MDS(2/4)MDS(2/4)を使う場合、サーバ側（フロントノード）でを使う場合、サーバ側（フロントノード）で
MDSMDSの設定を行う必要がある。の設定を行う必要がある。

詳細はマニュアルを参照

今回の実習ではやらない

configureconfigureオプションの詳細、オプションの詳細、GT4GT4インストールのインストールのtipstipsなな
どはマニュアルに記載されています。どはマニュアルに記載されています。
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Ninf-G

リモートライブラリの構築方法リモートライブラリの構築方法
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Ninf-G リモートライブラリ

NinfNinf--GGリモートライブラリは通常の実行可能形式としリモートライブラリは通常の実行可能形式とし
て実装されているて実装されている ((NinfNinf--G executablesG executables))。。NinfNinf--G G 
executablesexecutablesはは

スタブルーチンとメインルーチンにより構成される

GRAMなどのジョブ起動機構により呼び出される

スタブルーチンは以下を担当スタブルーチンは以下を担当

クライアントやNinf-Gシステムとやりとり

引数のマーシャリング

メインルーチンはメインルーチンは C, C++, FortranC, C++, Fortranのいずれかのいずれか
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Ninf-G リモートライブラリの構築 (1/3)

NinfNinf--G Interface Description Language (IDL)G Interface Description Language (IDL)を使って呼び出しを使って呼び出し
情報を記述情報を記述
例例::
Module Module mmulmmul;;
Define Define dmmuldmmul (IN (IN intint n,n,

IN double IN double A[n][nA[n][n],],
IN double IN double B[n][nB[n][n], ], 
OUT double OUT double C[n][nC[n][n])])

Require Require ““libmmul.olibmmul.o””
Calls Calls ““CC”” dmmul(ndmmul(n, A, B, C);, A, B, C);

NinfNinf--G IDLG IDLををNinfNinf--G IDL G IDL コンパイラでコンパイルコンパイラでコンパイル

% % ng_genng_gen <IDL_FILE><IDL_FILE>

ng_genng_gen はスタブソースファイルとはスタブソースファイルとmakefilemakefileを生成を生成
(<(<module_namemodule_name>.>.makmak))
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Ninf-G リモートライブラリの構築(2/3)

スタブソースをコンパイルし、メインルーチンとリンクしスタブソースをコンパイルし、メインルーチンとリンクし
ててNinfNinf--G executableG executableを作成。また、引数情報をを作成。また、引数情報をMDSMDSにに
登録する際に利用される登録する際に利用されるLDIFLDIFファイルも生成。ファイルも生成。

% make % make ––f <f <module_namemodule_name>.>.makmak

NinfNinf--G G リモートライブラリをリモートライブラリをMDSMDSに登録に登録

% make % make ––f <f <module_namemodule_name>.>.makmak installinstall

LDIF filesLDIF filesがが${GLOBUS_LOCATION}/${GLOBUS_LOCATION}/var/gridrpcvar/gridrpc にコにコ
ピーされるピーされる
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Ninf-G リモートライブラリの構築(3/3) 

GRIS
<module>.mak

Ninf-G IDL file
<module>.idl

Ninf-G IDL file
<module>.idl

ng_gen

_stub_goo.c

_stub_goo

_stub_bar.c

_stub_bar

_stub_foo.c

_stub_foo

Library program
libfoo.a

Library program
libfoo.a

<module>::goo.ldif
<module>::bar.ldif

<module>::foo.ldif

GRAM

make –f <module>.mak
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Ninf-G

リモートライブラリの呼び出し方リモートライブラリの呼び出し方
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クライアントプログラマ（ユーザ）のシナリオ

GridRPCGridRPC APIAPIを用いてプログラムを作成

NinfNinf--G G コンパイルドライバを用いてプログラムをココンパイルドライバを用いてプログラムをコ

ンパイル、リンクンパイル、リンク

実行環境を記述したコンフィグレーションファイルを実行環境を記述したコンフィグレーションファイルを

作成作成

gridgrid--proxyproxy--initinit を実行を実行

プログラムの実行プログラムの実行
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コンパイルと実行

ng_ccng_cc コマンドを使ってコンパイルコマンドを使ってコンパイル

% % ng_ccng_cc ––o o myappmyapp app.capp.c

事前にプロキシ証明書を作成しておく事前にプロキシ証明書を作成しておく
% grid% grid--proxyproxy--initinit

実行時にはクライアントコンフィグレーションファイルを実行時にはクライアントコンフィグレーションファイルを
用意しておく用意しておく

% ./% ./myappmyapp client.confclient.conf [[argsargs……]]
（引数で渡す方法）（引数で渡す方法）
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Configuration fileConfiguration fileにより，プログラム実行に必要な情報をサーバにより，プログラム実行に必要な情報をサーバ
毎に規定毎に規定

XML-likeに属性名，値の組で記述
クライアント計算機情報：<client> ~ </client>
バックエンドサーバ情報: <server> ~ </server>

grpc_initialize関数の引数としてファイル名を指定

<SERVER>
hostname aaa.ninf.go.jp host名
jobmanager jobmanager-pbs gram jobamanger名
job_startTimeout 30 秒数
job_stopTimeout 30 秒数
heartbeat 60 秒数
heartbeat_timeoutCount 5 回数
protocol binary データ転送プロトコル
compress zlib 圧縮ルーチン名
compress_threashold 64Kbyte 圧縮対象サイズ
argument_transfer nowait データ転送モード

</SERVER>
<LOCAL_LDIF>

filename aaa.ninf.go.jp.ngdef ngdefファイル名
</LOCAL_LDIF>

クライアントコンフィグレーションファイル
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クライアントコンフィグレーションファイル（続き）

以下のセクションを記述可能以下のセクションを記述可能

INCLUDEセクション
インクルードするファイルを記述

CLIENTセクション
クライアントに関する属性を指定

LOCAL_LDIFセクション
local LDIFファイルに関する属性を指定

FUNCTION_INFOセクション
リモートクラスに関する属性を指定

MDS_SERVERセクション
MDSサーバに関する属性を指定

SERVERセクション
Ninf-G executableに関する属性を指定

SERVER_DEFAULTセクション
SERVERセクションにおけるデフォルト値を指定

INVOKE_SERVERセクション
Invoke Serverに関する属性を指定
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クライアントコンフィグレーションファイルの例
<CLIENT>
hostname client.example.org
port 10000
loglevel Debug

</CLIENT>

<SERVER>
hostname gram.example.org
jobmanager jobmanager-sge

</SERVER>
<SERVER>
hostname gram2.example.org
mds_hostname mds2.example.org
jobmanager jobmanager-pbs

</SERVER>

<SERVER_DEFAULT>
mds_hostname mds.example.org
protocol binary
heartbeat 100
compress zlib

</SERVER_DEFAULT>

<MDS_SERVER>
hostname mds.example.org
vo_name EXAMPLE

</MDS_SERVER>

<LOCAL_LDIF>
filename test.example.org.ngdef

</LOCAL_LDIF>

<FUNCTION_INFO>
hostname gram.example.org
classname test/function
path /path/to/_stub
staging false   

</FUNCTION_INFO>

<INCLUDE>
filename addtional-client.conf

</INCLUDE>
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GridRPC API と Ninf-G API

GridRPCGridRPC APIAPI

GGFで標準化が進められているAPI

移植性の高いプログラムを容易に開発

複数の実装間での互換性を保証

NinfNinf--G APIG API（あとでいくつか紹介）（あとでいくつか紹介）

非標準API（Ninf-Gのみ）

GridRPC APIを補う

性能および利便性を考慮して提供

_np によって終わる

例： grpc_function_handle_array_init_np(…)
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Ninf-G

クライアントアプリケーションのコンパイルと実行クライアントアプリケーションのコンパイルと実行
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事前準備

環境変数の設定環境変数の設定

GLOBUS_LOCATION

NG_DIR

PATH
${GLOBUS_LOCATION}/etc/globus-user-env.{csh,sh}

${NG_DIR}/etc/ninfg-user-env.{csh,sh}

GlobusGlobus ToolkitToolkitの設定の設定

ユーザ証明書、認証局証明書・ポリシファイル、
grid-mapfile
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コンパイルと実行

ng_ccng_ccコマンドを使ってクライアントプログラムをコンパコマンドを使ってクライアントプログラムをコンパ
イルイル
% % ng_ccng_cc ––o o myappmyapp app.capp.c

プロキシ証明書の作成プロキシ証明書の作成
% grid% grid--proxyproxy--initinit

クライアントコンフィグレーションファイルを作成クライアントコンフィグレーションファイルを作成

実行実行
% ./% ./myappmyapp client.confclient.conf [[argsargs……]]
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Step 4: 1 client – 1 server
- PINEで動くクライアントが

FP2のサーバに対してRPCをかける –

注意事項
今日の実習では、基本的にMDSは使わずに

ローカルLDIFファイルから情報を読み出します。

Pre-WS GRAM経由でRPCをかける
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実習 (Step4-1/8)：サーバ側の準備

FP2FP2（（fsvc002.asc.hpcc.jp)fsvc002.asc.hpcc.jp)で実行で実行

samples/1server samples/1server に移動に移動

fsvc002$ cd samples/1server

ソースを見る（ソースを見る（vi, lessvi, lessなどを利用）などを利用）

pi.idl

pi_trial.c

…
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実習 (Step4-2/8)：サーバ側のプログラム

Module pi;

Define pi_trial (
IN int seed, 
IN long times, 
OUT long * count)

"monte carlo pi computation"
Required "pi_trial.o"
{
long counter;
counter = pi_trial(seed, times);
*count = counter;

}

long pi_trial (int seed, long times) {
long l, counter = 0;

srandom(seed);
for (l = 0; l < times; l++) {
double x = 
(double)random() / RAND_MAX;

double y = 
(double)random() / RAND_MAX;

if (x * x + y * y < 1.0) 
counter++;

}
return counter;

}

pi.idl pi_trial.c

実際にはホスト名やカウンタを出力するデバッグコードが入っています。
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実習 (Step4-3/8)：Ninf-G Executableの生成

IDLIDLファイルのコンパイルファイルのコンパイル

ng_genによるコンパイル

fsvc002% ng_gen pi.idl

生成されたファイル

_stub_pi_trial.c
IDLをもとに生成されたスタブ関数

実際の関数呼び出しの前後に、クライアントとの引数・返り値送
受信処理などを行う

pi.mak
Ninf-G ExecutableおよびLDIFファイルを生成するための
Makefile
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実習 (Step4-4/8)：Ninf-G Executableの生成

NinfNinf--G ExecutableG Executableの生成の生成

ng_genのコンパイルによって生成されたmakefileを利用
fsvc002% make -f pi.mak

生成されたファイル
_stub_pi_trial

Ninf-G Executableの本体

_stub_pi_trial.inf

引数情報等をまとめたファイル

pi::pi_trial.ldif

引数情報をMDSに登録するための形式に変換したもの

pi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef

引数情報をLOCALファイルとして読み込むための形式に変換したもの

Makefileが提供されているので、上記については
“make stub” コマンドを実行したのでも良い。
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実習 (Step4-5/8)：クライアント側の準備

PINEPINE（（pine.hpcc.jppine.hpcc.jp))で実行で実行

samples/1server samples/1server に移動に移動

pine$ cd samples/1server

ソースを見る（ソースを見る（vi, lessvi, lessなどを利用）などを利用）

pi_client_1server.c
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実習 (Step4-6/8)：クライアントプログラム

#include "grpc.h"

char *func_name = "pi/pi_trial";
char *config_file = "client.conf";
int port = 0;

int
main(int argc, char *argv[])
{

grpc_function_handle_t handle;
grpc_error_t result = GRPC_NO_ERROR;
char *host = NULL;
long times, answer;

if (argc != 3){
fprintf(stderr, 
"USAGE: %s TIMES HOSTNAME¥n", argv[0]);

exit(2);
}
times = atol(argv[1]);
host = argv[2];

/* Initialize */
result = grpc_initialize(config_file);

/* Initialize Function handle */
result = grpc_function_handle_init(

&handle, host, func_name);

/* Synchronous call */
result = grpc_call(

&handle, 0, times, &answer);

/* Destruct Function handles */
result = grpc_function_handle_destruct

(&handle);

/* Compute and display pi. */
printf("PI = %f¥n", 

4.0 * ((double)answer / times));

/* Finalize */
result = grpc_finalize();

return 0;
}

＊ エラーチェックコードは抜いてあります。
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実習 (Step4-7/8)：クライアントプログラム作成

クライアントプログラムの作成クライアントプログラムの作成

クライアントプログラムのコンパイル

pine$ ng_cc –o pi_client_1server pi_client_1server.c

MakefileMakefileが提供されているので、上記についてはが提供されているので、上記については
% make  pi_client_1server% make  pi_client_1server
コマンドを実行したのでも良い。コマンドを実行したのでも良い。
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実習 (Step4-8/8)：実行

Local LDIFLocal LDIFファイルをファイルをFP2FP2からコピーするからコピーする
pine$ scp fsvc002.asc.hpcc.jp:samples/1server/pi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef .

クライアントコンフィグレーションファイルの用意クライアントコンフィグレーションファイルの用意

client.confの編集（vi または emacs を利用）
example.org -> fsvc002.asc.hpcc.jp

pi.example.org.ngdef -> pi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef

実行実行

プロキシ証明書の作成(プロキシ証明書の有効期間は12時
間なので、今後再度作り直す必要はありあません）

pine$ grid-proxy-init

実行
pine$ ./pi_client_1server 1000000 fsvc002.asc.hpcc.jp
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Ninf-Gを使ったグリッド化（クライアントプログラム）

初期化・終了関数の挿入初期化・終了関数の挿入

grpc_initialize(), grpc_finalize()

関数ハンドルの作成・破棄関数ハンドルの作成・破棄

grpc_function_handle_init()

grpc_function_handle_destruct()

リモートライブラリの呼び出しリモートライブラリの呼び出し

grpc_call()
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Step 5: 1 client – 2 servers
- PINEで動くクライアントが

F32とSAKURAの２つのサーバにRPCをかける -

非同期呼び出しを使う

一方は Pre-WS GRAM、もう一方は
WS GRAMを使う
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実習 (Step5-1/4)

サーバ側の準備：サーバ側の準備：FP2FP2で実行で実行

samples/2servers samples/2servers ディレクトリに移動ディレクトリに移動

fsvc002$ cd samples/2servers

サーバ（リモートライブラリ）の生成サーバ（リモートライブラリ）の生成

IDL ファイルのコンパイル

fsvc002$ ng_gen pi.idl

Ninf-G Executable の生成

fsvc002$ make -f pi.mak
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実習 (Step5-2/4)

サーバ側の準備：サーバ側の準備：SAKURASAKURAで実行で実行

samples/2servers samples/2servers ディレクトリに移動ディレクトリに移動

sakura$ cd samples/2servers

サーバ（リモートライブラリ）の生成サーバ（リモートライブラリ）の生成

IDL ファイルのコンパイル

sakura$ ng_gen pi.idl

Ninf-G Executable の生成

sakura$ make -f pi.mak
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実習 (Step5-3/4)

クライアントプログラムの生成：クライアントプログラムの生成： PINE PINE で実行で実行

samples/2servers samples/2servers に移動に移動

pine$ cd samples/2servers

クライアントプログラムの生成クライアントプログラムの生成

クライアントプログラムのコンパイル
pine$ ng_cc –o pi_client_2servers pi_client_2servers.c

ローカルローカル LDIF LDIF ファイルをサーバからコピーファイルをサーバからコピー
pine$ scp fsvc002.asc.hpcc.jp:samples/2servers/pi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef  .

pine$ scp sakura.hpcc.jp:samples/2servers/pi.sakura.hpcc.jp.ngdef  .
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実習 (Step5-4/4)

クライアントコンフィグレーションファイルの用意クライアントコンフィグレーションファイルの用意
client.confの編集（vi または emacs を利用）

example1.org -> fsvc002.asc.hpcc.jp
pi.example1.org.ngdef -> pi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef
example2.org -> sakura.hpcc.jp
pi.example2.org.ngdef -> pi.sakura.hpcc.jp.ngdef

example2.orgexample2.orgのの<SERVER><SERVER>セクションのセクションの invoke_serverinvoke_server 属性と属性と
jobmanagerjobmanager 属性に注意属性に注意

<SERVER><SERVER>
hostname hostname sakura.hpcc.jpsakura.hpcc.jp
invoke_serverinvoke_server GT4pyGT4py
jobmanagerjobmanager jobmanagerjobmanager--sgesge

</SERVER></SERVER>

実行実行
pine$ ./pi_client_2servers  1000000  fsvc002.asc.hpcc.jp  sakura.hpcc.jp

SAKURASAKURAに対してはに対しては GT4py GT4py を使ってを使って
WS GRAMWS GRAM経由で投げるということ経由で投げるということ

WS GRAMWS GRAMのデフォルトジョブマネージャのデフォルトジョブマネージャ
ははforkforkなので、なので、SGESGEを明示的に指定を明示的に指定
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先ほどの例と変わった点

呼び出し先が２箇所になった呼び出し先が２箇所になった
一方は一方は PrePre--WS GRAMWS GRAM、もう一方は、もう一方は WS GRAMWS GRAM
非同期呼び出しの利用非同期呼び出しの利用

grpc_call_async()
結果待ち結果待ち

grpc_wait_all()
重要なこと重要なこと

投げ先ホスト、WS GRAM/Pre-WS GRAM、ジョブマネージャなどはコン
フィグレーションファイルで実行時に指定（プログラムを書き換える必要
がない）

注意事項
今後の実習は WS GRAM と Pre-WS GRAM のどちらを用いても構いません。
サンプルのコンフィグレーションファイル（client.conf）は Pre-WS GRAM 用に
なっていますが、<SERVER>セクションに

invoke_server GT4py
jobmanager jobmanager-sge

を追加してやれば、WS GRAMを利用するようになります。
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Step 6: 関数ハンドル配列の利用
- 大量のサーバを使うには？ -

array関数を用いて複数の関数ハン
ドルを一括生成

非同期RPCによる並列処理
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複数の関数ハンドルを効率良く生成する方法

grpc_function_handle_initgrpc_function_handle_init/default()/default()

Ninf-G ExecutableをGRAM経由で起動

GSIによる認証・認可

ジョブマネージャプロセスを起動

バッチを通してExecutableが起動される

数十程度の規模以上のNinf-G Executableを同一
クラスタ上に起動する事は実質不可能

NinfNinf--GGは関数ハンドルの配列を生成する関数を提供は関数ハンドルの配列を生成する関数を提供

複数（数十～数百）の関数ハンドルを一度のGRAM
呼び出しで作成する

107



関数ハンドル一括作成機能

遠隔実行プログラム起動コストの削減遠隔実行プログラム起動コストの削減
grpc_function_handle_init

N個のjob managerが生成
N回の認証
N回の単一ジョブ実行リクエスト

grpc_function_handle_array_init_np()
1個のjob managerが生成
1回の認証
1回のマルチジョブ実行リクエスト

grpc_function_handle_init()

grpc_function_handle_array_init_np()108



関数ハンドル一括作成（ハンドル配列）関数

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_function_handle_array_default_npgrpc_function_handle_array_default_np ( ( 
grpc_function_handle_t *handle,grpc_function_handle_t *handle,
size_tsize_t nhandlesnhandles,,
char *char *func_namefunc_name))

複数の関数ハンドルを一括作成（デフォルトサーバ）
作られた関数ハンドルは配列に格納される

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_function_handle_array_init_npgrpc_function_handle_array_init_np (     (     
grpc_function_handle_t *handle,grpc_function_handle_t *handle,
size_tsize_t nhandlesnhandles,,
char *char *host_port_strhost_port_str,                                              ,                                              
char *char *func_namefunc_name))

複数の関数ハンドルを一括作成（サーバ指定）
作られた関数ハンドルは配列に格納される

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_function_handle_array_destruct_npgrpc_function_handle_array_destruct_np ((
grpc_function_handle_tgrpc_function_handle_t *handle,*handle,
size_tsize_t nhandlesnhandles))

配列に格納されている複数の関数ハンドルを一括破棄
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実習 (Step6-1/3)

サーバ側の準備：サーバ側の準備： F32 F32 またはまたは SAKURA SAKURA で実行で実行
（（CPUCPU数が多いので、数が多いので、F32F32がおすすめ）がおすすめ）

samples/array samples/array ディレクトリに移動ディレクトリに移動

fsvc002$ cd samples/array

サーバ（リモートライブラリ）の生成サーバ（リモートライブラリ）の生成

IDL ファイルのコンパイル

fsvc002$ ng_gen pi.idl

Ninf-G Executable の生成

fsvc002$ make -f pi.mak
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実習 (Step6-2/3)

クライアントプログラムの生成：クライアントプログラムの生成： PINE PINE で実行で実行

samples/array samples/array ディレクトリに移動ディレクトリに移動

pine$ cd samples/array

クライアントプログラムの生成クライアントプログラムの生成

クライアントプログラムのコンパイル
pine$ ng_cc –o pi_client_array pi_client_array.c

ローカルローカル LDIF LDIF ファイルをサーバからコピーファイルをサーバからコピー
pine$ pine$ scpscp fsvc002.asc.hpcc.jp:samples/array/pi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef fsvc002.asc.hpcc.jp:samples/array/pi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef ..

111



実習 (Step6-3/3)

クライアントコンフィグレーションファイルの用意クライアントコンフィグレーションファイルの用意

client.confの編集（vi または emacs を利用）

example.org -> fsvc002.asc.hpcc.jp

pi.example.org.ngdef -> pi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef

実行実行
pine$ ./pi_client_array 1000000 fsvc002.asc.hpcc.jp 16
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Step 7: Ninf-Gリモートオブジェクト
- 状態を保つExecutable -

サーバ側でリモートオブジェクトを定義

クライアント側もオブジェクトハンドルを
生成し、メソッド呼び出しを行う

非同期RPCによる並列処理
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リモートオブジェクトとは？

今までやってきた関数は、状態を持たない今までやってきた関数は、状態を持たない

前回のRPCの結果はサーバ側に保持されない

いくつかの典型的なアプリケーションは、ある特定の大きないくつかの典型的なアプリケーションは、ある特定の大きな
データに対し、異なるパラメータで何度もデータに対し、異なるパラメータで何度もRPCRPCをかける。をかける。

状態を持たない関数を利用する場合、「特定の大きなデータ」状態を持たない関数を利用する場合、「特定の大きなデータ」
ををRPCRPCのたびに毎回送信する必要がある。のたびに毎回送信する必要がある。

そこで、状態を持つ関数を「リモートオブジェクト」として提供しそこで、状態を持つ関数を「リモートオブジェクト」として提供し
た。た。

オブジェクト指向言語の概念を利用オブジェクト指向言語の概念を利用

クラスの定義
メソッド、インスタンス変数

オブジェクトの作成（オブジェクトハンドル）

リモートオブジェクトを定義するためのリモートオブジェクトを定義するためのIDLIDLを提供を提供

DefClass
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Ninf-G リモートオブジェクト

パラメータサーベイにおける冗長データ転送を削減パラメータサーベイにおける冗長データ転送を削減
遠隔実行プログラム

単一インタフェースを持つ
タスクに共通なデータを毎回送付する必要あり

リモートオブジェクト
複数インタフェースを持つ
初期化用メソッドで共通データを送付
別のメソッドでタスク依存データを送付

Param_survey(A,B,C,D,E,F)Remote
executable

共通
データ

タスク依存
データ

Remote
object

Initialize(A,B,C,D)
ExecSim(E,F)

共通データの送付

タスク依存データの送付

grpc_call(“param_survey”,A,B,C,D,E,F)
grpc_call(“param_survey”,A,B,C,D,E,F)

:

grpc_call(“Initialize”,A,B,C,D)
grpc_call(“param_survey”, E,F)
grpc_call(“param_survey”, E,F)

共通データ送付回数が減少
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オブジェクトハンドル

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_object_handle_default_npgrpc_object_handle_default_np ( ( 
grpc_object_handle_t_npgrpc_object_handle_t_np *handle, *handle, 

char *char *class_nameclass_name))

オブジェクトハンドルをデフォルトのサーバに作成

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_object_handle_init_npgrpc_object_handle_init_np (     (     
grpc_function_object_t_npgrpc_function_object_t_np *handle,                      *handle,                      

char *char *host_port_strhost_port_str,                                             ,                                             
char *char *class_nameclass_name))

サーバを第二引数で明示

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_object_destruct_npgrpc_object_destruct_np ((
grpc_object_handle_t_npgrpc_object_handle_t_np *handle)*handle)

オブジェクトハンドルの破棄
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オブジェクトハンドル（続き）

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_object_handle_array_defaultgrpc_object_handle_array_default ( ( 
grpc_objct_handle_t_npgrpc_objct_handle_t_np *handle,*handle,
size_tsize_t nhandlesnhandles,,
char *char *class_nameclass_name))

複数のオブジェクトハンドルを一括作成（デフォルトサーバ）
作成されたオブジェクトハンドルは配列に格納される

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_object_handle_array_init_npgrpc_object_handle_array_init_np (     (     
grpc_object_handle_t_npgrpc_object_handle_t_np *handle,*handle,
size_tsize_t nhandlesnhandles,,
char *char *host_port_strhost_port_str,                                              ,                                              
char *char *class_nameclass_name))

複数のオブジェクトハンドルを一括作成（サーバ指定）
作成されたオブジェクトハンドルは配列に格納される

grpc_error_tgrpc_error_t grpc_object_handle_array_destruct_npgrpc_object_handle_array_destruct_np ((
grpc_object_handle_t_npgrpc_object_handle_t_np *handle,*handle,
size_tsize_t nhandlesnhandles))

配列に格納されているオブジェクトハンドルを一括破棄
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実習 (Step7-1/3)

サーバ側の準備：サーバ側の準備： F32 F32 またはまたは SAKURASAKURAで実行（で実行（CPUCPU数が多い数が多い
のでのでF32F32がおすすめ）がおすすめ）

samples/object samples/object ディレクトリに移動ディレクトリに移動
ｆｓｖｃ002$ cd samples/object

ソースコードを読むソースコードを読む
pi_object.idl

サーバ（リモートライブラリ）の生成サーバ（リモートライブラリ）の生成
IDL ファイルのコンパイル
fsvc002$ ng_gen pi_object.idl

Ninf-G Executable の生成
fsvc002$ make -f pi_object.mak
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実習 (Step7-2/3)

クライアントプログラムの生成：クライアントプログラムの生成： PINE PINE で実行で実行

samples/object samples/object ディレクトリに移動ディレクトリに移動

pine$ cd samples/object

ソースコードを読むソースコードを読む

pi_client_object.c

クライアントプログラムの生成クライアントプログラムの生成

クライアントプログラムのコンパイル

pine$ ng_cc –o pi_client_object pi_client_object.c

ローカルローカル LDIF LDIF ファイルをサーバからコピー。ファイルをサーバからコピー。
pine$ pine$ scpscp fsvc002.asc.hpcc.jp:samples/object/pi_object.fsvc002.asc.hpcc.jfsvc002.asc.hpcc.jp:samples/object/pi_object.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef .p.ngdef .
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実習 (Step7-3/3)

クライアントコンフィグレーションファイルの用意クライアントコンフィグレーションファイルの用意

client.confの編集（vi または emacs を利用）

example.org -> fsvc002.asc.hpcc.jp

pi_object.example.org.ngdef -> 
pi_object.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef

実行実行
pine$ ./pi_client_object 1000000 fsvc002.asc.hpcc.jp
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Step 8: MPIをバックエンドで使う

サーバ側でMPIプログラムを実行
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数千プロセッサ以上を扱うには？

単純なクライアント・サーバモデルでは、スケーラビリティに限界がある。単純なクライアント・サーバモデルでは、スケーラビリティに限界がある。

われわれの経験では、１つのタスクが１０数秒程度の粒度であれば、５
１２プロセッサ程度までは大丈夫。

粒度がもっと小さかったり、プロセッサ数が１０００プロセッサを越える規
模になると、クライアントがボトルネックになる可能性が高い。

対応策は２つ対応策は２つ

階層的なRPCを行う
Ninf-G + Ninf

Ninf-G 4.2.0 or later

サーバ側ではMPIによる並列計算を行う

サーバプログラムをサーバプログラムをMPIMPIで並列化する（で並列化する（MPIMPIで書かれた並列アプリをで書かれた並列アプリをNinfNinf--GG
から呼び出す）。から呼び出す）。

GridRPCとMPIの双方の利点を引き出す
MPIによる細粒度並列処理

GridRPCによる柔軟性、頑健性

既存のMPIアプリを複数連携させる場合に有効

NinfNinf--GGははIDLIDLに「に「Backend MPIBackend MPI」を指定することにより、サーバ側で」を指定することにより、サーバ側でMPIMPIプログプログ
ラムを起動することができる。ラムを起動することができる。 122



実習 (Step8-1/3)

サーバ側の準備：サーバ側の準備： F32 F32 またはまたは SAKURA SAKURA で実行（で実行（CPUCPU数が多数が多
いのでいのでF32F32がおすすめ）がおすすめ）

samples/samples/mpimpi ディレクトリに移動ディレクトリに移動
fsvc002$ cd samples/mpi

ソースコードを読むソースコードを読む
pi_mpi.idl

サーバ（リモートライブラリ）の生成サーバ（リモートライブラリ）の生成
IDL ファイルのコンパイル
fsvc002$ ng_gen pi_mpi.idl

Ninf-G Executable の生成
fsvc002$ make -f pi_mpi.mak
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実習 (Step8-2/3)

クライアントプログラムの生成：クライアントプログラムの生成： PINE PINE で実行で実行

samples/samples/mpimpi ディレクトリに移動ディレクトリに移動

pine$ cd samples/mpi

ソースコードを読むソースコードを読む

pi_client_mpi.c

クライアントプログラムの生成クライアントプログラムの生成

クライアントプログラムのコンパイル

pine$ ng_cc –o pi_client_mpi pi_client_mpi.c

ローカルローカル LDIF LDIF ファイルをサーバからコピーする。ファイルをサーバからコピーする。
pine$ pine$ scpscp fsvc002.asc.hpcc.jp:samples/mpi/pi_mpi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdefsvc002.asc.hpcc.jp:samples/mpi/pi_mpi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef .f .
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実習 (Step8-3/3)

クライアントコンフィグレーションファイルの用意クライアントコンフィグレーションファイルの用意

client.confの編集（vi または emacs を利用）

example.org -> fsvc002.asc.hpcc.jp

pi_mpi.example.org.ngdef -> 
pi_mpi.fsvc002.asc.hpcc.jp.ngdef

実行実行

pine$ ./pi_client_mpi 1000000 fsvc002.asc.hpcc.jp
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Ninf-G Tips 
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プログラミング上の留意点

関数ハンドル関数ハンドル vs. vs. オブジェクトハンドルオブジェクトハンドル
関数ハンドル：

単一呼び出しインタフェースをサポート

オブジェクトハンドル：
複数呼び出しインタフェースをサポート

同期呼び出し同期呼び出し vs. vs. 非同期呼び出し非同期呼び出し
同期呼び出し：

クライアントの動作は遠隔実行プログラム実行終了までブロック

非同期呼び出し：
クライアントの動作は遠隔実行プログラム実行終了を待たない

127



ノウハウ

サーバはどうやって指定する？サーバはどうやって指定する？
サーバは関数ハンドル作成時に決定される。

grpc_function_handle_init();
hostname は第二引数として指定される。

grpc_function_handle_default();
クライアントコンフィグレーションファイルのhostname属性によって決まる

Ninf-G 自体はメタスケジューラ、スケジューラの機能は持たない。
MDSMDSではなくではなくLOCAL LDIF LOCAL LDIF を利用すべき。を利用すべき。

簡単、効率的かつ安定している。
NinfNinf--G executableG executableのインストール方法は？のインストール方法は？

基本的には各サーバ上にログインしてマニュアルでインストール。
Ninf-Gは実行時のexecutableステージングの機能を提供している。

耐障害性機能の実現耐障害性機能の実現
あらゆるエラーを返すので、エラー処理をちゃんとハンドリングしてやればいい

他の機能は？他の機能は？
ハートビート
タイムアウト
クライアントコールバック
デバッガへのアタッチ
…
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柔軟な実行の実現 –time out機能の利用 -

各種タイムアウト機能により長時間待ちを回避各種タイムアウト機能により長時間待ちを回避

起動・終了タイムアウト

job_startTimeout, job_stopTimeout

遠隔実行プログラムの実行開始・終了にかかる時間を制限

他のユーザのジョブ実行による遠隔実行プログラム実行待ち

関数ハンドル作成・破棄要求後に一定時間経過するとジョブをキャンセルし，関数
ハンドル作成，破棄失敗を通知

実行タイムアウト

job_maxTime, job_maxCpuTime, job_maxWallTime, session_timeout

遠隔実行プログラムの実行時間を制限

ハートビートタイムアウト

heartbeat, heatbeat_timeoutCount

目的：遠隔実行プログラムの実行状態チェック

ネットワーク，計算資源の負荷増大により遠隔実行プログラムが終了しない

遠隔実行プログラムから一定間隔でハートビートを送信

ハートビート間隔はコンフィグレーションファイルに設定

指定時間以上ハートビートが検知されない場合，タスクの実行失敗を通知
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クライアントコンフィグレーションファイルにおけるタイムアウトの設定

起動起動//終了タイムアウト終了タイムアウト ((job_startTimeoutjob_startTimeout, , job_stopTimeoutjob_stopTimeout属性属性))

実行時間タイムアウト実行時間タイムアウト
（job_maxTime, job_maxCpuTime, job_maxWallTime, session_timeout属性)

ハートビートタイムアウトハートビートタイムアウト （（heartbeat, heartbeat, heartbeat_timeoutCountheartbeat_timeoutCount属性）属性）

<SERVER>
hostname aaa.ninf.go.jp host名
jobmanager jobmanager-pbs gram jobamanger名
job_startTimeout 30 秒数
job_stopTimeout 30 秒数
job_maxTime 3000 秒数
job_maxCpuTime 3000 秒数
job_maxWallTime 5000 秒数
heartbeat 60 秒数
heartbeat_timeoutCount 5 回数

</SERVER>
<FUNCTION_INFO>

hostname aaa.ninf.go.jp host名
funcname Survey_Prog/Param_survey 関数名
path /home/aaa/bbb/ccc path
session_timeout 300 秒数

</FUNCTION_INFO> 130
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気象シミュレーション（2003年）

Client
(AIST)

Ninf-G
Severs

NCSA Cluster (225 CPU)
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日米グリッド上でのシリコン腐食シミュレーション（2004年）

QM Server

QM Server

MD Client

TCS (512 CPU) 
@ PSCTotal number of CPUs: 1792

Ninf-G

Close-up view

corrosion of Sillicon
under stress

P32 (512 CPU)

P32 (512 CPU)

F32 (256 CPU)
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日米大規模グリッド上でのSIMOXシミュレーション（2005年）
Separation by Implanted Oxygen (SIMOX)Separation by Implanted Oxygen (SIMOX)

SOI (Silicone On Insulator)構造を持つチップの製造に利用

高速かつ低消費電力デバイスの製造が可能

酸素原子の入射位置と入射後の振る舞いの関連を酸素原子の入射位置と入射後の振る舞いの関連を力学的・化学的力学的・化学的
に解析に解析

初期パラメータ初期パラメータ

Si基盤に5個の酸素原子(~240eV)を入射

各粒子はSi結晶の異なる位置に入射

５個のQM領域を定義

領域数，領域の大きさはシミュレーション中に変化

全原子数：11万原子

大規模かつ高性能を実現するために大規模かつ高性能を実現するためにGridRPCGridRPCととMPIMPIを相補的に利用を相補的に利用
する新しいプログラミングモデルの開発する新しいプログラミングモデルの開発

柔軟性柔軟性

QM領域の動的な変動

QM領域内の原子数の動的な増減

QM領域数の動的な増減

頑健性頑健性

数週間～数ヶ月連続実行が必要

障害から復旧する機能が必要

性能性能

QMシミュレーションは大規模な計算
を伴う

複数のQMシミュレーションは異なる
クラスタを利用可能であるべき
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Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

実験期間: 18. 97 days

計算タイムステップ: 270 (~ 54 fs)

長継続計算時間: 4.76 day

QM1 P32 P32 P32 P32 P32 USC USC USC ISTBS ISTBS

QM2 P32 P32 NCSA NCSA NCSA USC USC USC Presto Presto

QM3 M64 M64 M64 M64 M64 M64 M64 M64 M64 M64

QM4 P32 P32 TCS TCS TCS USC USC USC P32 P32

QM5 P32 P32 TCS TCS TCS USC USC USC P32 P32

Reserve F32 F32 P32 P32 P32 P32 P32 P32 F32 F32

P32 M64 F32 HPC TCSDTFPresto IIIISTBS
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実験結果（続き）

酸素原子の振る舞い酸素原子の振る舞い、残存速度、残存速度は初期位置には初期位置に
強く依存強く依存

0

0.2

0.4
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0.8

1

1 51 101 151 201 251

領域1
領域2
領域3
領域4
領域5

v/v0

Time step

5 5 タイムステップ毎にタイムステップ毎にQMQM領域の拡張領域の拡張//分割を実分割を実
行行（（拡張拡張: 47 : 47 回回、、分割分割: 8 : 8 回回））

0
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50 100 150 200 250 Time Step

No. of
CPUs

No. of 
QM Atoms

270

No. of CPUs/Atoms

意図的・非意図的リソース切り替えにより長意図的・非意図的リソース切り替えにより長
期間のシミュレーションに成功期間のシミュレーションに成功

スケジューリングに基づく変更
障害発生による変更
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reaction coordinates
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Nudged Elastic Band + Hybrid QM/MD Simulation （2007）

RPC
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GIN Experiments using TDDFT / Ninf-G

TDDFT (Time Dependent Density Functional Theory)TDDFT (Time Dependent Density Functional Theory)

Application of the computational quantum chemistry

Simulate how the electronic system evolves in time after excitation

Parallelized based on task-parallel model

Client 
(AIST)

PRAGMA
WS GRAM

TeraGrid
Pre-WS GRAM

OSG
Pre-WS GRAM

NorduGrid
ARC GridFTP Server
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GridFMO - The First Principle Calculations on the Grid

Empowered by Grid technology, large scale fragment molecular orbital (FMO) calculations 
were conducted making use of computational resources on the Grid.  The resources were 
collected interoperably from PRAGMA and OSG domains, via ordinary queue systems on 
each machine.  Without special arrangements, a series of the calculations were carried out 
for about 3 months using a maximum of 240 CPUs.

● Utilize vast computational resources on 
the Grid

● Flexible resource management to 
exploit ad-hoc available resources

● Full electron calculation of bio 
molecules by using FMO method

● Long-term calculations supported 
by fault-tolerance
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Ninf-G Version 5

NinfNinf--G Version 5 G Version 5 を開発中を開発中
NinfNinf--G4G4との違いとの違い

前提とするソフトウェアを削減
Ninf-G4はGlobusライブラリが必須
Ninf-G5はGlobusライブラリがなくても良い

ソフトウェア環境に応じてインストール可能ソフトウェア環境に応じてインストール可能
遠隔プロセス起動、情報サービス、クライアント・サーバ間
通信の3つの主要コンポーネントを差し替え可能にする。
例： Globusがない、あるいはTCPがない環境でも動作
スパコン内からグリッドまで様々な環境で動作することをめ
ざす

他の新機能他の新機能
クライアント・サーバ間の接続を一旦切る
クライアントのチェックポインティング

33月に月にNinfNinf--G 5.0.0alpha G 5.0.0alpha を公開予定を公開予定
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For more Info
NinfNinf Project / Project / NinfNinf--GG

http://ninf.apgrid.org/
mailing listmailing list

ninf@apgrid.org
Ninfプロジェクト公式？ML
プロジェクトメンバ全員が含まれています。

ninf-developers@apgrid.org
Ninf-G開発者用ML
ご質問はこちらまで

ninf-users@apgrid.org
ユーザ用ML
公用語：英語。日本語でも構いません。
ダウンロード時に登録できます。
ダウンロードせずに登録ご希望の方は田中まで。

ninf-jp@apgrid.org
日本人ユーザ用ML
公用語：日本語。英語でも構いません。
登録ご希望の方は田中まで。

田中個人のメールアドレス田中個人のメールアドレス
yoshio.tanaka@aist.go.jp 141
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