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[アブストラクト] 

2015年 2月に 2年半にわたる活動を完了したWGの活動報告を行う。観測機器や計測機器の高精度化、及

び計算機処理性能の飛躍的な向上に伴い、格納されたデータをより高速・効率的に活用することが求められて

いる。WGでは、まず、ファイルシステムの利用における現状と課題を調査・整理し、アプリケーションの I/O性能

向上を図るために必要なモニタリング方法・チューニング指針等を 4つのステップ、 

ステップ 1 … I/O比率の簡易確認 

ステップ 2 … 想定 I/O量、想定 I/O性能、システム負荷の確認 

ステップ 3 … システムコール分析 

ステップ 4 … システム管理者による詳細分析 

に分けて整理した(報告書 2章)。この結果を用いて、会員各機関のファイルシステム上におけるアプリケーション

の I/O特性の測定・整理を行うと共に、I/Oチューニングの可否の議論や実際のチューニングを行った(同 4章)。

また、システムコール分析ツール「IO-Dock」を作成し、実際の特性分析に活用した。同ツールは報告書 3.3 節

で紹介しており、SS研Webサイトからダウンロードできる。 
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1. はじめに[報告書 1 章] 

SS 研では、データ管理が計算機システムの運用や利用において重要な要素であるという認識のもと、スト

レージに関する広範な技術動向と課題を様々な視点から検討し、会員システムの構築・運用・利用に活用す

るために、「ネットワーク時代の統合ストレージマネージメントWG」(活動期間：2001 年 5 月～2003 年 4 月)、

「ストレージを中心としたシステムマネージメント WG」 (活動期間：2003 年 5 月～2005 年 4 月)、「データマ

ネジメントを意識したストレージソリューション WG」(活動期間：2006 年 2 月～2008 年 4 月)を発足させ議論

してきた。また、2009 年 1 月から 2011 年 3 月には、HPC 分野でのデータ大規模化や計算機の高性能化

の一層の促進に伴う今後のシステム検討における大規模ストレージのますますの重要性を意識し、大規模ス

トレージを有する各会員関係者の参加のもと、「大規模ストレージ WG」(活動期間：2009 年 1 月～2011 年 3 

月)の場で、大規模ストレージが抱える技術課題と解決策について議論してきた。 

「大規模ストレージ WG」は、文字通り大規模なストレージシステムを対象として議論を開始したが、「ファイ

ルシステム健康診断ツール」をはじめとするその成果の活用先は、これに留まらず幅広いシステムに適用でき

るものになったと考えている。同時に、今後計算機システム性能を最大限に引き出すためには、ストレージシ

ステムがより一層重要な役割を果たすことになることを再認識した一方で、ユーザ視点でのストレージシステム

の利用技術に関する議論が不足しているという課題も明らかになってきた。 

そこで、ストレージシステム利用における課題をユーザの視点から議論し、ユーザにストレージシステムの性



能を意識していただくとともに、性能改善の手掛かりを提示できるような議論をする「ファイルシステム利用技

術WG」を発足することとなった。 

観測機器や計測機器の高精度化、および計算機処理性能の飛躍的な向上に伴い、ユーザアプリケーショ

ンを用いた解析により更なる高度な研究活動が推進されている。ユーザアプリケーションの実行においては、

計算機間で共有されたファイルシステムの利用が主流であり、格納された入出力データをより高速に、より効

率的に活用することが求められている。また、大規模 HPC システムではファイルシステムが多様化し、システ

ム全体として効率的に運用するためには、ユーザアプリケーションやファイルシステムの入出力特性を最適化

することが必要であり、明確なファイルシステムの利用技術の確立が急務となっている。更に、現状、ユーザ側

においてアプリケーションの入出力パターンを調査する手順やツールについては標準化されておらず、ファイ

ルシステムの性能を効率的に発揮するための改善のための方策も求められている。 

このような状況を踏まえ、既存システムの運用や次期システムの検討において、ユーザアプリケーションや

ファイルシステムの入出力特性を把握し、問題点を発見することで、プログラミングの改善方策や、システム利

用の最適化方策を明確化することを本WGの活動テーマとした。 

1年目は、ストレージの技術動向やモニタリング技術の情報共有を行うと共に、会員各機関のアプリケーショ

ン性能をモニタリングすることにより、各ファイルシステム上におけるアプリケーションの I/O特性の把握と、I/O

性能チューニングに向けた必要情報の意見収集と検討を行った。 

2 年目以降は、採取した情報を用いて、アプリケーションの性能向上を図るために必要なモニタリング方法

の検討や、「大規模ストレージ WG」で作成した”ファイルシステム健康診断ツール”によるファイルシステムの

I/O特性の把握を行い、個別アプリケーションの挙動とファイルシステムの関連性について議論した。 

こうした議論を重ねる過程で、ユーザアプリケーションやファイルシステムの I/O 特性を把握し、最適化する

ための手法が確立されておらず、さらにユーザ自身が問題点を認識し、改善をするためのデータ項目が明確

化されていないという実態が見えてきた。そこで、I/O 特性を把握し改善するための指針検討に加え、ユーザ

にとって真に有益となる情報と将来的に採取すべきデータ項目についての検討を行い、報告書にまとめた。 

 

2. 代表的ファイルシステム構成[報告書 2.1節] 

ファイルシステムは、ストレージを管理するための機能が求められており、利用用途や各サイト(センタ)の運

用設計やポリシーによって、その形態は様々である。I/O 効率改善のための測定や分析の方法が、この形態

によって異なるため、最初に、その形態を整理しておく。 

 

2.1. ローカルファイルシステム 

(1)ローカルファイルシステム 

1 台の計算サーバ兼ファイルサーバに対してストレージが接続された構成である。構成を図 2.1 左側に示す。

計算サーバ内においてストレージを占有して利用するシンプルな構成であるため広く利用されている。ただし、

ストレージの容量に応じてファイルシステム容量が制限される、計算サーバ兼ファイルサーバが 1 台のために性

能が制限される、複数の計算サーバでファイル共有は行えない、などの制限がある。代表的なファイルシステム

は xfs、ext4、zfs、などである。 

(2)直接共有型ローカルファイルシステム 

複数台の計算サーバ兼ファイルサーバに対して複数のストレージが Fiber Channel などで接続された構成で

ある。構成を図 2.1 右側に示す。複数の計算サーバ内でファイル共有が可能であり、比較的シンプルな構成で

あるため広く利用されている。ただし、計算サーバとのファイル共有において高速にアクセスできる台数には上

限がある。代表的なファイルシステムには QFS、Fujitsu製 GFSがある。 



 

図 2.1  ローカルファイルシステムと直接共有型ローカルファイルシステムの概要 

 

2.2. ネットワークファイルシステム 

計算サーバがネットワークを経由して直接共有型やローカルファイルシステムにアクセスする機構を実現する。

構成を図 2.2に示す。多くの計算サーバに対してファイル共有が可能であり、設定が簡単であるなどの利便性が

高いため、ファイルサーバの一般的な構成として広く利用されている。ただし、多くの計算サーバに対するファイ

ル共有において高速にアクセスできる台数には上限がある。代表的なファイルシステムには CIFS、NFSがある。 

 

 

図 2.2  ネットワークファイルシステム 

 

2.3. 並列分散ファイルシステム 

超並列で構成される計算機サーバに対し、複数のファイルサーバにファイルシステムの機能を分散させ 1 つ

のファイルサーバとしてファイル共有を実現する。構成を図 2.3 に示す。並列分散ファイルシステムでは高速大

容量なファイルシステムを提供できるため、超並列計算システムでは主流のファイルシステムである。ただし、構

成が複雑なために小規模なシステムには向いていない。代表的なファイルシステムには Lustre,富士通製 FEFS 

(Lustreベース),GPFSがある。 

 

 

図 2.3  並列分散ファイルシステム 



3. I/O 効率改善のための４つのステップ[報告書 2.2 節、2.3節] 

システム全体を I/O効率の観点から改善するためには、大別すると以下の 2 つの視点が考えられる。 

 システム管理者視点 

システムに主眼をおいて I/O 効率を改善する方策が求められる。システム更新,システム変更,新規

調達を通じ、システム管理者がアプリケーション実行や運用データからシステム構成などを改善する。

なお、改善に際しては、あらかじめシステムのボトルネックや性能劣化の原因を正しく特定しておく必

要がある。また、活用できる技術や機能はシステム更新やシステム調達の時期などに依存する。 

 ユーザ視点 

アプリケーションや業務の I/O 特性に主眼をおいて I/O 効率を改善する方策が求められる。アプリ

ケーションからの I/O 特性を調査し、どのような I/O 長で、どの程度アクセスしているかを確認する。さ

らに、アプリケーションにおいて I/O(read,write など)の割合を調査し、ファイルシステムに適した I/O

特性にアプリケーションを変更することにより、システムの能力を最大限に活用し、アプリケーションに

おける I/O性能を改善することが可能となる。 

ただし、ファイルシステムの性能とアプリケーションの I/O 特性を正しく検証するためには、ファイル

システムなどの I/O に関する専門的なスキルが必要となることや長期間の調査が必要であることが課

題である。 

 

本WGでは前述の 2つの視点のうち現在も手法や指針が明確化されていないユーザ視点における I/O効

率の改善に向けた方策について主として議論や検討を行った。 

アプリケーションを中心とした I/O 効率の改善（I/O 特性チューニング）に向けた情報の採取と判断につい

て、ユーザが高いスキルを必要とせずに I/O 特性を簡単に把握し、改善を行えるように 4 つのステップに整

理した。 

 

・ステップ 1 … I/O比率の簡易確認 

・ステップ 2 … 想定 I/O量,想定 I/O性能,システム負荷の確認 

・ステップ 3 … システムコール分析 

・ステップ 4 … システム管理者による詳細分析 

 

各ステップの概要を以下に示す。 

 

3.1. ステップ 1 … I/O 比率の簡易確認[報告書 2.3.1 小節] 

ユーザが実行しているジョブに対して I/O 比率を確認することにより I/O 効率改善の可能性の目安を簡単に

判断するためのステップである。 

ユーザはCPU時間と実行時間の割合であるCPU利用率を調査することにより I/O比率を確認する。ジョブの

実行終了後に表示される時間は real(または elaps)、user、sys の 3つに区分される(図 3.1)。CPU利用率は user

を realで除算することにより算出する。CPU利用率が低いプログラムは I/O比率が高いと考えられる。 

 



 

図 3.1  実行時間の内訳 

 

3.2. ステップ 2 … 想定 I/O量、想定 I/O 性能、システム負荷の確認[報告書 2.3.2 小節] 

ユーザが実行しているジョブに対してステップ 1よりさらに詳しく I/O効率改善の可能性を確認し、判断するた

めのステップである。本ステップでは大別して 3 つの観点(I/O 量の目安、I/O 性能の目安、ファイルシステム負

荷)を確認する。 

 

3.2.1. 想定 I/O 量の確認 

ユーザはジョブの実行に先立ちジョブの想定 I/O量を確認する。ジョブを実行した後に表示される I/O量と想

定 I/O量を比較することにより、想定以上に read,writeなどが発生していないことを確認する。I/Oの例を図 3.2

に示す。 

 

 

図 3.2 ジョブ実行時の I/O例 

 

3.2.2. 想定 I/O 性能の確認 

ユーザはジョブを実行するにあたり想定 I/O 性能を確認する。ジョブを実行した際の I/O性能を確認すること

により、ファイルシステムとジョブの I/O 特性が合致していることを確認する。なお、ライフサイエンス分野や検索

を主とするジョブでは小 I/O アクセスや DB への頻繁なアクセスが想定されており、I/O 性能が I/O 特性チュー

ニングの参考情報とならないことも多いため、該当するジョブについてはステップ 3に進むことを推奨する。 

3.2.3. システム負荷の確認 

ユーザはジョブが実行された時刻のファイルシステムの負荷状況を確認する。ジョブ実行中はファイルアクセ

スの集中、 ファイルシステムの縮退などの理由によって、ファイルシステムが高負荷となり I/O 性能が十分に出

ない状態ではなかったことを確認する。ファイルシステム負荷が低い場合は write が高速に行え、ファイルシステ

ム負荷が高い場合は writeの性能が発揮できない状況の例を図 3.3に示す。 



 

図３．３  出力時にファイルシステムの能力が十分に発揮できない状態の例 

 

3.3. ステップ 3 … システムコール分析[報告書 2.3.3 小節] 

ユーザが実行しているジョブに対してシステムコール毎の分析を行うステップである。 

ユーザは該当するジョブのシステムコール毎の時間を分析するコマンドを追加してジョブを実行する。ジョブ

の実行後に 4 章に記載されているツール”IO-Dock”を活用することによりジョブの処理時間におけるシステムコ

ールの分布やシステムコールの発生タイミングを確認する。 

 

3.4. ステップ 4 … システム管理者による詳細分析[報告書 2.3.4小節] 

システム管理者がシステムに対してどのような調査や分析が必要であるかを検討するためのステップである。 

このステップは、ステップ 1～3と異なり、システム管理者が実施する内容となっている。システム管理者は運用

しているシステムにおいてファイルシステムが高負荷に推移した原因や、ジョブの実行時間の特異点を調査する。

具体的には、ファイルサーバの縮退メッセージ、 ネットワークの縮退メッセージ、ls コマンドのレスポンス、など、

通常運用の状態との差異を手がかりにシステムの高負荷の原因と経過を調査する。なお、ファイルシステムに対

する負荷を調査する場合にはメタサーバへのアクセス情報の記録と管理も必要となる。 

 

4. システムコール分析ツール IO-Dock[報告書 3.3 節、報告書付録資料 3] 

アプリケーションが発行する I/O処理内容を利用者が把握するために作成したツール”IO-Dock”について紹

介する。 

アプリケーションから発行されるシステムコール（Unix 系）を記録し解析することで、アプリケーションの動作特

性を分析することができる。本 WG では記録されたシステムコールの内、ファイルシステムに関連があるものに着

目し、処理回数、実行時間や I/O量などの集計を行うツール”IO-Dock（アイオードック）”を作成した。 

・システムコール毎の処理回数(実行回数、エラー回数) 

・システムコール毎の処理時間(トータル処理時間、一回毎の処理時間の最大値・最小値・平均値) 

・I/O量(アプリケーション全体、ファイル毎) 

・I/Oサイズ(ファイル毎) 

・ファイルオフセット(ファイル毎) 

等が集計できる。集計例を図 4.1～4.4に示す。 

 



 

図 4.1 IO-Dock実行例(system コール毎の集計) 

 

 
図 4.2 IO-Dockの実行例(writeの IO長ヒストグラム) 

 

 

図 4.3 IO-Dockの実行例(writeシステムコール実行時間の推移) 

 

 

図 4.4 IO-Dock(write offsetの推移) 
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5. ファイルシステムの分析とチューニング例[報告書 4章] 

  報告書の 4章には、IO-Dockを用いての I/O分析とチューニング事例を記載した。会員毎に節(4.X)を作り、 

 4.X.1 1 システム概要 

 4.X.1.2 システム健康診断結果概要 

 システムコール分析(4.X.2)の 

  4.X.2.1 実行環境 

  4.X.2.2 実行プログラム概要 

  4.X.2.3 分析結果 

 4.X.3 考察 

 4.X.4 まとめ 

という文書構成を基本として報告している。具体的な内容は、本報告スライド資料ないしは、報告書をご覧頂きた

いが、以下のようなチューニング効果や今後の活動への示唆があった。 

 

A) 計算機環境の変化に合わせたチューニングの必要性 

メインメモリ量が少ない計算機環境の時代に作成したプログラムが、現代の計算機環境向けにチューニ

ングされることなく使い続けられていることが”発見”された。処理データが必要になる度に、lseek しオフセッ

トを変えつつファイルの同じ領域を重複して読み込むというコーディングになっていた。 

顧客の存在する処理を行っているプログラムであり、チューニングには膨大な検証時間がかかるため、今

後時期を見てチューニングを検討していくこととなった。 

B) 処理コマンドの再考による 3倍の高速化 

システムコールの呼び出し回数が多い、または、全ての呼出しがエラーとなっているシステムコールの利

用が”発見”された。 

処理コマンドを別のものに変えることで、呼出し回数を 1/6 ないしは 1/1300 に激減させ、プログラム全体

の処理速度を約 3倍高速化できた。 

C) 設定ミスの修正による lsレスポンスタイムの 3割向上と安定化 

システム利用者から、時々ls コマンドの反応が遅くなるという問題が提示されていた。ls コマンドの挙動を

分析したところ、拡張属性取得システムコールが必ずエラー終了していることを”発見”した。 

ファイルシステムのマウントオプションに誤りがあることが判明し、その修正と、サーバカーネル周りの割り

込み処理の設定調整をした結果、約 3割の速度向上とコマンド動作の安定化を実現できた。 

D) キャッシュチューニングによる I/O量の 50%削減と lseek時間の 3割短縮 

500MBのファイルに対して、約 25GBの readシステムコールが発行されていることを”発見”した。 

ファイルシステムのバッファリングがうまく動作せず、同一データを複数回読み込むことになっている状態

であることが原因であったため、頻繁に読み出す部分をバッファにのせる処理を組み込むことで、I/O 量の

50%削減と lseek時間の 3割短縮を実現した。なお、この効果は本チューニングの他に、OSのバージョンア

ップの効果も含まれている。 

E) I/O特異点の観測と、システム状況のダイジェスト情報提供手段の必要性 

IO-Dock により、I/O の特異点(通常の処理時間の数百倍時間がかかる処理)が存在することを確認でき

た一方、この情報は、I/O チューニングを可能にするまでの内容を含んでいなことも明らかになった。ユー

ザ自身の手で自分のジョブが I/O 特異点を含むものとなったかを判断できるようなシステム状況のダイジェ

スト情報の提供手段が必要である。 

 

 



6. おわりに 

ユーザの視点に立ったアプリケーションの I/O 性能向上を図るために必要なモニタリング方法・チューニング

指針等をまとめた 4つのステップ、 

ステップ 1 … I/O比率の簡易確認 

ステップ 2 … 想定 I/O量、想定 I/O性能、システム負荷の確認 

ステップ 3 … システムコール分析 

ステップ 4 … システム管理者による詳細分析 

を説明すると共に、本 WG で作成したシステムコール分析ツール”IO-Dock”を用いた実際のチューニング事例

を紹介した。 

計算機の利用において、演算のチューニングは昔から大きな課題として認識され、実施されている。ところが、

同じ計算機の利用において、ファイル I/O のチューニングとなると、その取り組みはまだまだであると言わざるを

得ない。どのように I/Oの性能を評価すればいいのか手がかりが無い、そもそも I/Oをチューニングするという考

え方が浸透していないのが現状であろう。本WGは、このような状況の中で、ユーザに I/O改善の機会を気付い

てもらうための方法について、多くの時間を割いて議論を行った。I/O 改善の手段を明確にすることで、計算機

ユーザによる I/O チューニング活動の活発化を期待するものである。また、この中で、I/O 分析ツールである

IO-Dockを開発・改良し、公開できることになったのはWG メンバ全員の歓びである。 

 WG活動の中で話題になった今後の I/Oに関する課題を3つ述べておく。一つ目は、I/Oの測定技術である。

詳細な I/O情報を簡単に取得できる仕組み、ユーザプログラムからストレージデバイスまでを関連付けて監視で

きるツールやOS統計情報との連携等、システム全体での情報採取技術が求められている。二つ目は、I/Oに関

するチューニング支援である。バッチ実行時の I/O情報取得、I/Oに関するチューニングガイドや事例集等のチ

ューニング支援技術の充実が求められている。三つ目は、並列 I/O の普及である。数値シミュレーションやデー

タ処理の大規模化に伴い並列度の高いジョブが増えるにつれ、入出力ファイルの数が増大しており、ファイルシ

ステムの負荷が増大する傾向にある。MPI-IO の利用や HDF5、KVS 等のメタデータフォーマットの活用の特質

を考える時期に来ていると考えられる。 

最後に、SS研事務局WG運営に対して感謝の意を表すると共に、本WGの報告がファイルシステム利用の高

度化への一助となることを願っている。 
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