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概要 

During an operation of a supercomputer, running time of applications occasionally becomes 
longer or shorter than previously measured running time that measured under the same conditions. 
We call this issue “running time fluctuation”. The running time fluctuations would disturb efficient 
operations of supercomputer and led uselessly consuming of precious computer resources. So we 
have continued to investigate and resolve them on the K computer. These issues might occur for lots 
of application and supercomputers. In this article some cause of the running time fluctuation we 
have ever found at the past.  

 

1  はじめに 

アプリケーションの実行時間が，過去において

同じ条件下で測定された実行時間と比して変動す

ることがあり，我々はこの現象を「実行時間のブ

レ」と呼んでいる．計算機の運用の観点では実行

時間のブレは効率的な運用を阻害する要因の一つ

である．一方で利用者の観点においても割り当て

られた計算リソースの無駄遣いや，予定している

計算スケジュールの齟齬を生じさせるなど，研究

計画を阻害する要因の一つとなる．またアプリケ

ーションに潜在的なバグが含まれていることを示

唆している可能性もある． 

我々は，スーパーコンピュータ「京」の運用に

おいて，実行時間のブレが観測されるたびに，そ

の原因を調査してきた[1]．実行時間のブレに関し

ては，システムのノイズについて言及した関連研

究が幾つかある[2][3][4]．しかし必ずしもノイズだ

けが実行時間ブレの原因ではない． 

本稿では我々がこれまでに直面したいくつか

の実行時間のブレの要因を紹介する．まず 2 節に

おいて実行時間のブレについて述べ，続く節にお

いてこれまでに直面した実行時間ブレの原因，そ

れぞれ非同期 I/O，実行ファイルへのアクセス集中，

非正規化数，アドレス空間のランダム化，TLB ミ

ス率，ラージページの確保・解放等を紹介する．

これらの原因による実効時間のブレは，スーパー

コンピュータ「京」のみならず他の計算機におい

ても発生している可能性があり，スーパーコンピ

ュータの運用者並びに利用者は，この現象につい

て注意を払う必要がある．  

2  実行時間のブレとは 

図 1 に実行時間のブレの概念を示す．この図で

は一つのソースファイルと一組のコンパイルオプ

ションから生成された実行ファイルに，同一の実

行時パラメータを与えて 5 回実行した際に，各実

行の実行時間がそれぞれ異なっていることを示し

ている．このような現象を我々は実行時間のブレ

と呼んでいる． 
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図 1 実行時間ブレの概念 



今日，スーパーコンピュータ「京」並びに多く

のスーパーコンピュータはアプリケーションの実

行をジョブキューイングシステムにより管理して

いる．そのようなシステムにおいては全てのアプ

リケーションは予めジョブスクリプト中で指定さ

れた時間を割り当てられ，ジョブキューイングシ

ステムによりスケジュールされた順序で実行され

ている．このような場合実行時間のブレは効率的

な運用を阻害する要因となる．実行時間のブレに

より，実行時間が予めジョブスクリプトで指定さ

れた実行時間を超過した場合は，アプリケーショ

ンの不完全な実行による計算リソースの無駄な消

費が生じる．図 2 は実行時間がジョブスクリプト

での指定よりも長くなった場合に起ることを示し

ている．アプリケーションが実行されると，まず

前処理で入力データを読み込み，次いで計算を実

行し， 後に後処理で計算結果を出力する．もし

何らかのトラブルで計算時間が延び，アプリケー

ションがジョブスクリプトで指定した実行時間に

達すると，ジョブキューイングシステムによりア

プリケーションは，計算が完了して計算結果を出

力するよりも以前に強制終了するため，これまで

に利用した計算リソースは無駄になる．実際には

実用的なアプリケーションでは計算の途上で周期

的にリスタートファイルを出力するため消費した

全ての計算リソースが無駄になることはないが，

注意が必要である． 
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図 2 実行時間が長くなる場合 

 

一方で，ジョブスクリプトで指定した時間より

も計算時間が短くなるケースも考えられる．図 3

は計算時間が短くなった場合に起ることを示して

いる．図では状態 A，B，C の順に時間が進展する．

まず状態 A において各ジョブは図示されている順

で実行される予定であり，ジョブ 1 は既に実行が

完了しており現在はジョブ 2 を実行中であるとす

る．ここで状態 B に示すようにジョブ 2 が予定し

ていたよりも早く完了すると，次の状態 C で取り

得るパターンとしては次の 3 つが考えられる．一

つ目は後続のジョブ 3 以降のジョブの実行予定を

前倒しする”Shift”，二つ目はキュー上にあるまだ

スケジュールされていないジョブ群から空きスロ

ットにちょうど収まるジョブを選び挿入す

る”Insert”．そして三つ目は空きスロットに適合す

るジョブが見つからなかったため，空きスロット

に何も割り当てない”No”のパターンである．”No”

のパターンでは何も実行していないためこの時間

に相当する計算リソースが無駄になる．図は非常

に単純な例であるため空きスロットにジョブを割

り当てるのは非常に簡単であるように思えるが，

実際にはジョブキューイングシステムは実行時間，

必要ノード数，ノードの割り当て形状等の多くの

観点からジョブのスケジューリングをしているた 

“No”のパターンが生ずることはあり得る． 
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図 3 実行時間が短かった場合 

3  非同期 I/O の影響 

図 4 はあるアプリケーションの実行時間を示し

たものである．始めに 6 月 11 日に実行時間の大き

なブレを観測したため，実行時間の詳細な記録を

取れるようアプリケーションを改造して 6月 25日

に再実行した結果である．それぞれの日ごとの実

行は，全く同一の条件，すなわち同一の実行バイ

ナリ，同一の入力データ，同一の実行パラメータ

を用いて実行された．  
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図 4 あるアプリケーションでのブレ 

赤がブレた事例 
 

6 月 25 日の実行では 6 月 11 日の実行と比して

実行時間ブレの大きさと頻度が違っていた．この

違いはそのときのシステムの状態に起因している

ものと推定された．図 5 は 6 月 25 日の実行で実行

時間が他の実行ケースよりも長くなったケース

No.3 について，あるサブルーチンが 1 回実行され



る際の時間を全ての呼び出し回数分プロットした

ものであり，横軸が当該サブルーチンの呼び出し

回数，縦軸はその呼び出しの際に当該サブルーチ

ンが消費した時間である．一見してわかるように

櫛の歯状のピークが存在していた．このサブルー

チンの演算量は呼び出し回数によらず常に一定で

あるため，このピークは演算量の違いによるもの

ではないことは明らかである．またこのアプリケ

ーションでは，メインルーチン中でアプリケーシ

ョン開始時に一括して確保したメモリ領域の一部

を各サブルーチンのワーク配列として使うという

実装になっており，各サブルーチンがその内部で

参照するメモリアドレスは常に同じである．その

ため，サブルーチン呼び出しのつどキャッシュミ

ス率が変化して実行時間が変動しているという原

因も考えられない．もしキャッシュミスによって

実行時間が伸びる場合，参照するメモリアドレス

とパターンが呼び出し回数によらず一定であるた

め，ミスの発生頻度は同一となり，グラフはフラ

ットになるはずである． 
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図 5 に示す櫛の歯状のピークの原因は，Linux 

OS が持つ pdflush デーモンにより生じたジッタに

よるものであった．pdflush デーモンは非同期 I/O

を司るデーモンであり，図 6 にその動作の概要を

示す．アプリケーション及びシステムプロセスか

ら書き込まれたデータは直接ファイルに書き込ま

れず一旦バッファに置かれる．pdflush デーモンは

定期的にバッファをチェックし，バッファ上にデ

ィスクに書き出すべきデータが十分蓄積されてい

たら実際にディスクへと書き出す．そしてこのタ

イミングで pdflush デーモンの動作がジッタとな

りアプリケーションの動作を阻害していた．図 5

中でのピークは pdflush デーモンがバッファ上の

データをディスクへと書き出している時に相当し

ていたことが判明した． 

この問題を避けるために，一つはジョブスクリ

プト中でアプリケーション実行前にスリープを挿

入することが有効であった．スリープ挿入により

アプリケーションの実行前にシステムより出力さ

れた各種ログなどのデータのディスクへの書き出

しを完了させ，アプリケーション実行中の pdflush

デーモンによるジッタを低減される効果が有る．

また，アプリケーション実行中の動作確認のため

の出力や，収束のログといった細かいファイル出

力をしない実装にすることも有効であった．これ

らの出力があると，アプリケーション実行中に

pdflush デーモンによるジッタが増大する．とくに

大きな並列数の実行では，各ノード上の各プロセ

スがそれぞれのタイミングで pdflush によるジッ

タの影響を受けることで，プロセス間の同期に大

きな時間を消費してしまい，結果アプリケーショ

ンの実行時間が延びることにつながる．  
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図 6 非同期 I/O の動作の概要 

4  実行ファイルへのアクセス集中 

図 7 はあるアプリケーションの，とあるサブル

ーチンのタイムステップ毎の実行時間を示したも

のである．横軸はプロセスのランク，縦軸は時間，

5 本の系列はそれぞれ 1～5 タイムステップにおい

て，各ランクで当該サブルーチンが消費した時間

を示している． 
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図 7 サブルーチンのタイムステップ毎の 

実行時間 
 

一見して 初の 1 タイムステップ目のみが多く

のランクで後続のタイムステップと比して大きな

時間を消費していたことが判る．また，この 1 タ

イムステップ目で多大な実行時間を消費するラン

クは別の実行では異なっていた．調査の結果，こ

のような実行時間のブレはアプリケーション実行



開始時に実行ファイルへのアクセスが集中するこ

とが原因であると判明した．並列アプリケーショ

ンにおいては，非常に多くのプロセスが同時に一

つのファイルにアクセスするため，I/O 性能が低下

し，実行ファイル中の始めて実行される命令ブロ

ックがメモリに展開されるのを待つ必要が生ずる．

「京」では実行ファイル及び各プロセスが必要と

する入力ファイルを，予めプロセスごとに用意し

た独自のディスク領域に予めロードしておく機構

を備えることでこの問題を回避する．  

5  非正規化数 

現在の多くの計算機は浮動小数点数のフォー

マットとして IEEE754 形式[5]を用いている．図 8

は 4 バイトの単精度浮動小数点数が IEEE754 形式

でどのように表現されているかを示している．通

常の数であれば指数(exponent)ビットの右端のビ

ット(LSB)は常に 1 である．またビット列と 10 進

数値との変換式の仮数部には暗黙の 1.0 が加わっ

ているため，変換式に従うと全てのビットが 0 で

あっても数値は 0.0 とはならない．数値が 0.0 の時

全てのビットが 0 というのは IEEE754 形式で規定

されている特別な状態の一つである．この定義で

は，例えば減算の結果で除算するというような処

理で，小さな数どうしの減算が意図せず 0 へと丸

められ，その結果 0 での除算が発生するような問

題が発生し，精緻な計算を行うアプリケーション

で不都合が生ずることがある．この問題を避ける

ため，IEEE754 では非正規化数という状態を定義

している．この状態では通常 1 である指数ビット

の右端のビットを 0 とし，ビット列と 10 進数値と

の変換式の仮数部に暗黙の 1.0 を加えない．これ

により通常の範囲よりも小さな数を表現可能とな

り，意図しない 0 への丸めを抑制できる． 
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図 8 IEEE754 形式の単精度浮動小数点 

 
 

多くの計算機では通常の数の演算はハードウ

ェアで処理されるが，非正規化数の演算はソフト

ウェアで処理されるため，非正規化数が混在して

いる計算は遅くなる． 

図 9 に通常の数だけの計算と，非正規化数だけ

の計算の計算時間の比較を行った結果を示す．ど

ちらの結果も同じだけの算術演算を行ったが，非

正規化数のみの場合算術演算はハードウェアでは

なくソフトウェアで処理されるため，大幅に遅く

なった． 

この種の性能劣化を避けるためにアプリケー

ションの利用者は自分の計算に非正規化数が含ま

れるかを知っておく必要がある．またアプリケー

ションの開発者はアプリケーション中でのメモリ

参照が正しいアドレスを参照しており，かつ全て

の参照先アドレスは適切に初期化されているかを

把握しておく必要がある．多くのコンパイラでは

配列アクセスの範囲が適切であるかをチェックす

る機能や，非正規化数を有効にするか無効にする

かを切り替えるオプションを提供している． 
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図 9 正規化数と非正規化数の処理時間の差異 

6  アドレス空間のランダム化 

図 10 はあるアプリケーション実行中にあるサ

ブルーチンが消費した時間をプロットしたもので，

横軸はプロセスのランク，縦軸は実行時間，3 本

の系列は同じ条件で実行した 3 回分の時間分布を

示している．同じ条件で実行しているにも関わら

ず，3 回分の実行時間の分布は一致していない． 

 

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

0 16 32 48 64

T
im

e
 [
s]

rank

No.1

No.2

No.3

 
図 10 各ランクの実行毎の実行時間の差異 

 

調査の結果，これら 3 ケースではサブルーチン

中のループにおけるメモリアクセスのキャッシュ

ミス率がそれぞれ異なっていることが判った．こ



れら 3 回の実行では全く同一の入力データを用い

ているため，メモリアクセスのパターンは同一で

あるはずであり，従ってキャッシュミスが発生す

る頻度も等しくなるはずである．しかし実際には

3 回の実行それぞれで，ループ中で用いる複数の

配列が割り当てられるメモリアドレスが異なって

いた．これによりメモリ空間中での各配列間の相

対的な距離が異なることとなり，各配列を参照す

る順序と，参照するインデックスのパターンが同

一であっても参照するメモリアドレスのパターン

は変化していたため，キャッシュミスの発生頻度

が実行のつど変わり，実行時間がつど変化すると

いう現象が現れた． 

一般にアプリケーション実行時にはダイナミ

ックリンカがヒープやスタック，動的ライブラリ

等のメモリブロックをメモリ空間に割り当てる．

この時メモリ空間中で割り当てる位置をランダム

に変化させる機能がある．これを「アドレス空間

配 置 の ラ ン ダ ム 化  (Address Space Layout 

Randomization: ASLR)」と呼ぶ[6]．この機能はセキ

ュリティのために導入された機能であり，プロセ

スが持つメモリ空間の配置がランダムであるため，

例えば関数の戻りアドレスが実行のつど変化する

ためバッファオーバーフロー攻撃等に対するリス

クを低減できる．しかし近年の CPU にはデータと

しての属性が付与されているビット列を命令とし

て実行しない”No eXecute bit (NX bit)”の機能が備

わっており，この機能によりバッファオーバーフ

ロー攻撃を阻止することができるため，ASLR を

用いずアドレス空間配置が毎回同一でも不都合は

ないと考え，システム設定を，ASLR を用いない

ように変更した．これにより配列が割り当てられ

るアドレスは毎回同一となり，キャッシュミス発

生頻度も同一となるため，実行時間のブレは発生

しなくなる．図 11 は ASLR を無効にした の実行

時間分布を示したもので，3 回の実行分の実行時

間は完全に一致したことが判る．ランク間で実行

時間が異なるのは入力データに起因する演算量の

インバランスが原因であり問題はない． 
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図 11 ランダム化を抑制した結果 

7  TLB ミスの影響 

図 12 はあるアプリケーション実行中にあるサ

ブルーチンが消費した時間をプロットしたもので，

横軸はプロセスのランク，縦軸は時間，3 つの系

列は同じ条件で実行した 3 回分の時間分布を示し

ている．同じ条件で実行しているにも関わらず，3

回分の実行時間の分布は一致していない． 
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図 12 各ランクの実行毎の実行時間の差異 

 

ランクの演算量はほぼ同一になるよう調整し

てあるためランク間の実行時間のばらつきは少な

いと予想されるにも関わらず， 大で 3 倍近い違

いが観測された．また，その様相は実行する度に

異なっていた．プロセス間の実行時間の違いは同

期待ち時間として吸収されるため，多くのランク

では，このサブルーチンは 12 秒程度で実行できる

にも関わらず，アプリケーション全体としては 30

秒以上の時間を消費したことになる．当該サブル

ーチンについてのプロファイリング結果を詳細に

調査すると，TLB ミス率が高くなっておりアドレ

ス変換テーブルの不足を示唆しており，ページサ

イズを調整する必要があった．「京」ではページ

サイズとして 8KB, 4MB, 32MB, 256MBの 4種のサ

イズをアプリケーション実行時に選択できる．本

アプリケーションでは 32MB のサイズが指定され

ていたが，より大きな 256MB のページサイズを用

いることで TLB ミスの発生を抑制できる．図 12

に 256MBのページサイズを用いた際の 3回実行分

の時間部分を示す．TLB ミスの発生が抑制された

結果 3 回の実行で実行時間のブレが抑制され，

短の実行時間もより短縮された． 
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図 13 実行時パラメータ調節後の実行時間分布 



8  ラージページの確保・解放 

一般にページサイズを大きくすると TLB ミス

が低減するため，アプリケーションの性能は向上

する．一方で大きなページサイズを用いるとメモ

リの管理単位が大きくなるため，アプリケーショ

ンによってはメモリ不足に陥ることやメモリ確保

に要する負荷が増加し性能劣化に陥ることもある． 
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図 14 実行時間のページサイズによる違い 

 

図 14 はあるアプリケーションを実行した際の，

1 タイムステップ当たりのメインループの実行時

間を示したもので，ページサイズが 256MB 時に大

きな性能劣化が見られた．メインループから呼ば

れる各サブルーチン中の演算ループのキャッシュ

ミスや TLB ミスには問題がなく，演算ループの実

行時間や，各サブルーチンの実行時間はページサ

イズ32MBでも256MBでも大きな差異はなかった

が，メインループの一回当たりの時間は大きく増

大していた． 

ここではメインループから呼ばれる各ルーチ

ンの実行時間を二種類のタイマーを用いて測定し

た．一つはルーチンをコールしてから終了するま

での時間を呼び出し側上位ルーチンから測定する

タイマーであり，もう一つはルーチンがコールさ

れてから終了するまでの時間を呼び出された下位

ルーチン内で測定するするタイマーである．以降

上位ルーチンから測定するタイマーを外側タイマ

ー，ルーチン内で測定するタイマーを内側タイマ

ーと呼ぶこととする．通常外側タイマーと内側タ

イマーの測定値は外側タイマーの方がやや大きく

なるもののほぼ同一であると予想されるが，この

測定の結果，特定のルーチンで外側タイマーによ

る測定値が内側タイマーによる測定値よりも顕著

に大きいという現象が見られた．これは上位ルー

チンが当該ルーチンをコールしてから，当該ルー

チン内に実装した処理が開始されるまでの間，あ

るいは当該ルーチン内に実装した処理が完了して

から上位サブルーチンに戻るまでの間に行われる

処理に時間がかかっている事を示唆している． 

プロファイラの測定区間指定機能は，ルーチン

の開始から終了までの間や，ループの開始から終

了までの間といった同一スコープ中で指定するこ

とが通例であるが，当該ルーチンと上位ルーチン

とのスコープをまたがって区間を指定し測定した

結果，当該ルーチンがコールされてから当該ルー

チン内の処理が開始するまでの間で，特異な量の

メモリアクセスとページの確保・初期化処理が実

行されていた． 

サブルーチンがコールされると，サブルーチン

のローカル配列のためのメモリ領域が確保され，

サブルーチンから抜ける際にこのメモリ領域は解

放されるが，システムはこの領域を未使用領域と

して完全に解放してしまうのではなく，空き領域

として管理し再利用に備える．空き領域は合計サ

イズが基準値を超えると実際に未使用領域として

解放される．即座に再利用できる空き領域が不足

している場合，メモリ要求に対し未使用領域の確

保・初期化が必要となりコストがかかる． 

このアプリケーションでは，ページサイズを

256MB に設定した場合，当該ルーチンを抜ける際

に空き領域となるメモリ領域のサイズが大きくな

り，空き領域が未使用領域として解放され，次回

呼び出し時に再利用できる空き領域が不足するこ

とから未使用領域の確保・初期化を繰り返してい

たため，ページサイズ 256MB でのみ性能が劣化し

ていたと判明した．「京」ではこの問題を回避する

ため幾つかのコンパイルオプション，実行時オプ

ションが容易されている． 

9  むすび 

実行時間のブレは無駄な計算リソースの消費

を引き起こし，スーパーコンピュータの効率的な

運用を阻害する要因となりうる．我々は，スーパ

ーコンピュータ「京」の運用において，実行時間

のブレが観測されたつど，その原因を調査してき

た．本稿では我々が直面した幾つかの実行時間の

ブレの要因について紹介した．これらを要因とす

る実行時間ブレは「京」以外の一般のスーパーコ

ンピュータでも発生する可能性があり，スーパー

コンピュータの運用者並びに利用者は，この現象

について注意を払う必要がある．  
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