
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジョブまたはプロセス

申告資源情報を受信し、受信した当該申告資源情報を資源情報記憶手段に格納す
る資源情報受信手段と、一定時間毎に、実行中のジョブまたはプロセスの

使用資源情報を採取するとともに、前記資源情報記憶手
段を参照して当該実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報を取得する調査手段と、
前記調査手段で採取した前記実行中のジョブまたはプロセスの使用資源情報と、前記調査
手段で取得した前記実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報と

プライオリティを決定するプライオリテ
ィ決定手段と、前記実行中のジョブまたはプロセスのプライオリティを前記プライオリテ
ィ決定手段で決定した 変更するプライオリティ変更手段とを備えたこと
を特徴とするプライオリティ動的制御方式。
【請求項２】

ジョブまたはプロセス
申告資源情報を受信し、受信した当該申告

資源情報を資源情報記憶手段に格納する資源情報受信ステップと、
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が使用する予定のＣＰＵ数申告値Ｃｒとメモリ使用量申告値Ｍｒ
からなる

ＣＰＵ使用数Ｃ
ｕ及びメモリ使用量Ｍｕからなる

、
プライオリティ変更情報記憶手段に記憶されているＣＰＵ数による変更係数Ｃｃ及びメモ
リ使用量による変更係数Ｍｃから、
ΔＰ＝Ｃｃ× (Ｃｒ－Ｃｕ ) + Ｍｃ×（Ｍｒ－Ｍｕ）
からなる関係式によって求められるΔＰに基づき

プライオリティに

資源情報記憶手段によって実行される、 が使用する予定のＣＰＵ数
申告値Ｃｒとメモリ使用量申告値Ｍｒからなる

調査手段によって実行



一定時間毎に実行中のジョブまたはプロセスの
使用資源情報を採取するとともに、前記資源情報記憶手段を参照して当該

実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報を取得する調査ステップと、
前記調査手段で採取した前記実行中のジョブまたはプロ

セスの使用資源情報と、前記調査ステップで取得した前記実行中のジョブまたはプロセス
の申告資源情報と、プライオリティ変更情報記憶手段に記憶されている

プライオリティを決定するプライオリテ
ィ決定ステップと、 前記実行中のジョブま
たはプロセスのプライオリティを前記プライオリティ決定ステップで決定した

変更するプライオリティ変更ステップとを備えたことを特徴とするプライオリティ
動的制御方法。
【請求項３】
ジョブまたはプロセス

申告資源情報を受信し、受信した当該申告資源情報を資源情報記憶手段に格納する
資源情報受信処理と、一定時間毎に、実行中のジョブまたはプロセスの

使用資源情報を採取するとともに、前記資源情報記憶手段
を参照して当該実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報を取得する調査処理と、前
記調査処理で採取した前記実行中のジョブまたはプロセスの使用資源情報と、前記調査ス
テップで取得した前記実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報と、プライオリティ
変更情報記憶手段に記憶されている

プライオリティを決定するプライオリテ
ィ決定処理と、前記実行中のジョブまたはプロセスのプライオリティを前記プライオリテ
ィ決定処理で決定したプライオリティに変更するプライオリティ変更処理とをコンピュー
タに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はプライオリティ動的制御方式、プライオリティ動的制御方法およびプライオリテ
ィ動的制御用プログラムに関し、特に、資源の有効利用を実現できるプライオリティ動的
制御方式、プライオリティ動的制御方法およびプライオリティ動的制御用プログラムに関
する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のプライオリティ制御システムでは、ジョブやプロセスを動作させる場合、ジョブや
プロセスが使用する CPU数やメモリ量などの資源を実行前または実行中に申告または設定
し、申告または設定されたデータに基づいて、計算機資源の自動配分を行っている。
【０００３】
例えば、ギャングスケジューリングは、並列プログラムに対して NQS等を通じて申告また
は設定された CPU数を同時に割り当てる方法を提供している。これにより、多重に並列プ
ログラムが実行された場合であっても、単独で実行された場合と同様の効率で実行される
ことになり、無駄なユーザータイムの延びは解消する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述した従来のシステムでは、ジョブまたはプロセスの資源申告量と実際の資源
使用量との不整合が多いと、資源申告量を基に資源を割り当て処理を行う部分で資源の無
駄が発生してしまう場合がある。
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される、 ＣＰＵ使用数Ｃｕ及びメモリ使用
量Ｍｕからなる

プライオリテ
ィ決定手段によって実行される、

ＣＰＵ数による変
更係数Ｃｃ及びメモリ使用量による変更係数Ｍｃから、
ΔＰ＝Ｃｃ× (Ｃｒ－Ｃｕ ) + Ｍｃ×（Ｍｒ－Ｍｕ）
からなる関係式によって求められるΔＰに基づき

プライオリティ変更手段によって実行される、
プライオリ

ティに

が使用する予定のＣＰＵ数申告値Ｃｒとメモリ使用量申告値Ｍｒか
らなる

ＣＰＵ使用数Ｃｕ
及びメモリ使用量Ｍｕからなる

ＣＰＵ数による変更係数Ｃｃ及びメモリ使用量による
変更係数Ｍｃから、
ΔＰ＝Ｃｃ× (Ｃｒ－Ｃｕ ) + Ｍｃ×（Ｍｒ－Ｍｕ）
からなる関係式によって求められるΔＰに基づき



【０００５】
また、スーパコンピュータ等の高コストのシステムでは、資源の無駄は大幅な時間やコス
トの無駄に繋がるため、できる限り資源の無駄を発生させないための制御が必要である。
【０００６】
本発明の目的は、ジョブの資源申告量と実際の資源使用量との差を監視し、その差に応じ
てジョブまたはプロセスのプライオリティを動的に変更することにより資源の無駄を減少
させ、資源の有効利用を実現するプライオリティ動的制御方式を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１のプライオリティ動的制御方式は、ジョブの資源申告情報と実際の使用資源
情報との差に応じて、ジョブまたはプロセスのプライオリティを決定し、動的に当該ジョ
ブまたはプロセスのプライオリティを変更することを特徴とする。
【０００８】
本発明の第２のプライオリティ動的制御方式は、ジョブまたはプロセスの申告資源情報を
受信し、受信した当該申告資源情報を資源情報記憶手段に格納する資源情報受信手段と、
一定時間毎に、実行中のジョブまたはプロセスの使用資源情報を採取するとともに、前記
資源情報記憶手段を参照して当該実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報を取得す
る調査手段と、前記調査手段で採取した前記実行中のジョブまたはプロセスの使用資源情
報と、前記調査手段で取得した前記実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報とを比
較するとともに、比較した結果とプライオリティ変更情報記憶手段に記憶されているプラ
イオリティ変更情報に基づいて、前記実行中のジョブまたはプロセスの変更プライオリテ
ィを決定するプライオリティ決定手段と、前記実行中のジョブまたはプロセスのプライオ
リティを前記プライオリティ決定手段で決定した変更プライオリティに変更するプライオ
リティ変更手段とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
本発明の第１のプライオリティ動的制御方法は、コンピュータが、ジョブまたはプロセス
の資源申告情報と当該ジョブまたはプロセスの実際の使用資源情報との差に応じて、当該
ジョブまたはプロセスのプライオリティを決定し、当該ジョブまたはプロセスのプライオ
リティを動的に変更することを特徴とする。
【００１０】
本発明の第２のプライオリティ動的制御方法は、コンピュータが、ジョブまたはプロセス
の申告資源情報を受信し、受信した当該申告資源情報を資源情報記憶手段に格納する資源
情報受信ステップと、前記コンピュータが、一定時間毎に、実行中のジョブまたはプロセ
スの使用資源情報を採取するとともに、前記資源情報記憶手段を参照して当該実行中のジ
ョブまたはプロセスの申告資源情報を取得する調査ステップと、前記コンピュータが、前
記調査ステップで採取した前記実行中のジョブまたはプロセスの使用資源情報と、前記調
査ステップで取得した前記実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報とを比較すると
ともに、比較した結果とプライオリティ変更情報記憶手段に記憶されているプライオリテ
ィ変更情報に基づいて、前記実行中のジョブまたはプロセスの変更プライオリティを決定
するプライオリティ決定ステップと、前記コンピュータが、前記実行中のジョブまたはプ
ロセスのプライオリティを前記プライオリティ決定ステップで決定した変更プライオリテ
ィに変更するプライオリティ変更ステップとを含むことを特徴とする。
【００１１】
本発明の第１のプログラムは、ジョブまたはプロセスの資源申告情報と当該ジョブまたは
プロセスの実際の使用資源情報との差に応じて、当該ジョブまたはプロセスのプライオリ
ティを決定し、当該ジョブまたはプロセスのプライオリティを動的に変更する処理をコン
ピュータに実行させることを特徴とする。
【００１２】
本発明の第２のプログラムは、ジョブまたはプロセスの申告資源情報を受信し、受信した
当該申告資源情報を資源情報記憶手段に格納する資源情報受信処理と、一定時間毎に、実
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行中のジョブまたはプロセスの使用資源情報を採取するとともに、前記資源情報記憶手段
を参照して当該実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報を取得する調査処理と、前
記調査処理で採取した前記実行中のジョブまたはプロセスの使用資源情報と、前記調査処
理で取得した前記実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報とを比較するとともに、
比較した結果とプライオリティ変更情報記憶手段に記憶されているプライオリティ変更情
報に基づいて、前記実行中のジョブまたはプロセスの変更プライオリティを決定するプラ
イオリティ決定処理と、前記実行中のジョブまたはプロセスのプライオリティを前記プラ
イオリティ決定処理で決定した変更プライオリティに変更するプライオリティ変更処理と
をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
次に、本発明について図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
まず、本発明の第１の実施の形態について詳細に説明する。
【００１５】
図１を参照すると、本発明の第１の実施の形態は、コンピュータ１０と、コンピュータ１
０に接続された記憶装置２０および入力装置３０とから構成されており、このコンピュー
タ１０は、プログラム制御により動作する。
【００１６】
コンピュータ１０は、プライオリティ変更情報受信手段１１と、資源情報受信手段１２と
、調査手段１３と、プライオリティ決定手段１４と、プライオリティ変更手段１５とを含
む。
【００１７】
記憶装置２０は、資源情報記憶手段２１と、プライオリティ変更情報記憶手段２２とを含
む。
【００１８】
プライオリティ変更情報受信手段１１は、入力装置３０より管理者から入力されたジョブ
またはプロセスのプライオリティを変更する際に用いるプライオリティ変更情報を受信し
、プライオリティ変更情報記憶手段２２に格納する。
【００１９】
資源情報受信手段１２は、入力装置３０よりユーザから入力されたジョブまたはプロセス
の実行に必要な資源の使用量等である申告資源情報を受信し、資源情報記憶手段２１に格
納する。資源情報受信手段１２の実行は、ジョブまたはプロセスの実行前のみならず、実
行中であってもよい。申告資源情報の例としては、 UNIXシステムのジョブ管理システムで
ある NQSを用いた場合のジョブ投入時の CPU数、メモリ量等の宣言がある。
【００２０】
調査手段１３は、一定時間毎に、実行中のジョブまたはプロセスが実際に使用している資
源の使用量等である使用資源情報を採取するとともに、資源情報記憶手段２１を参照して
当該ジョブまたはプロセスの申告資源情報を取得する。
【００２１】
プライオリティ決定手段１４は、実行中のジョブまたはプロセスの使用資源情報と、当該
ジョブまたはプロセスの申告資源情報とを比較するとともに、比較した結果とプライオリ
ティ変更情報記憶手段２２に格納されているプライオリティ変更情報に基づいて当該ジョ
ブまたはプロセスのプライオリティを決定する。
【００２２】
プライオリティ変更手段１５は、ジョブまたはプロセスのプライオリティをプライオリテ
ィ決定手段１４で決定されたプライオリティに変更する。
【００２３】
次に、図１～図２を参照して本実施の形態の全体の動作について詳細に説明する。尚、プ
ライオリティ変更情報受信手段１１は、入力装置３０より管理者から入力されたジョブま
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たはプロセスのプライオリティ変更情報を予め受信しており、プライオリティ変更情報記
憶手段２２に格納しているものとする。
【００２４】
まず、資源情報受信手段１２は、入力装置３０よりユーザから入力されたジョブまたはプ
ロセスの実行に必要な申告資源情報を受信し（ステップＳ１）、受信した当該申告資源情
報を資源情報記憶手段２１に格納する（ステップＳ２）。資源情報受信手段１２による申
告資源情報の受信は、ジョブまたはプロセスの実行前のみならず、実行中であってもよい
。
【００２５】
調査手段１３０は、ジョブまたはプロセスが実行されると、一定時間毎に、実行中のジョ
ブまたはプロセスが実際に使用している資源の使用量等である使用資源情報を採取すると
ともに（ステップＳ３）、資源情報記憶手段２１を参照して当該実行中のジョブまたはプ
ロセスの申告資源情報を取得する（ステップＳ４）。
【００２６】
次に、プライオリティ決定手段１４は、採取した実行中のジョブまたはプロセスの使用資
源情報と、当該実行中のジョブまたはプロセスの申告資源情報とを比較するとともに（ス
テップＳ５）、比較した結果とプライオリティ変更情報記憶手段２２に格納されているプ
ライオリティ変更情報に基づいて実行中のジョブまたはプロセスの変更プライオリティを
決定する（ステップＳ６）。
【００２７】
例えば、実行中のジョブまたはプロセスの変更プライオリティを決定する具体的な例の一
つとして次の計算法がある。
【００２８】
・Δ P＝ CPU数による変更係数×（ CPU数申告値－ CPU使用数）＋メモリによる変更係数×（
メモリ申告量－メモリ使用量）
・変更プライオリティ＝－（Δ Pの絶対値）
ここで、 CPU数による変更係数およびメモリによる変更係数がプライオリティ変更情報で
あり、ジョブの運用方針に従い、管理者が予め設定しておくものである。
【００２９】
最後に、プライオリティ変更手段１５は、このデータを用いてジョブまたはプロセスのプ
ライオリティを変更プライオリティに変更する（ステップＳ７）。
【００３０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明には、実行中のジョブまたはプロセスのプライオリティを動
的に変更することにより、資源の無駄を減少させ、資源の有効利用を実現することができ
るという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の動作を示す流れ図である。
【符号の説明】
１０　　コンピュータ
１１　　資源情報受信手段
１２　　プライオリティ変更情報受信手段
１３　　調査手段
１４　　プライオリティ決定手段
１５　　プライオリティ変更手段
２０　　記憶装置
２１　　資源情報記憶手段
２２　　プライオリティ変更情報記憶手段
３０　　入力装置
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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