Son of Grid Engine の Ubuntu18.04LTS へのインストール方法方法
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１．はじめに
FSL やそれを利用した利用したした HCP パイプラインでは、計算を高速化するために計算を高速化するためにを利用した高速化するためにするために CPU あるいは
GPU を利用した介した並列分散処理を行う。した並列分散処理を行う。を利用した行う。う。CPU の並列分散化するためにには、計算を高速化するためにSun Microsystems が開発して開発してして
いたオープンソースの Sun Grid Engine（SGE）が使われる。しかし同社はが開発して使われる。しかし同社はわれる。しかし同社はは 2010 年にに Oracle
が開発して買収し、ソースコードがクローズドになってしまった（現在はし、計算を高速化するためにソースコードがクローズドになってしまった（現在はが開発してクローズドがクローズドになってしまった（現在はになってしまった（現在はは Univa が開発して引き継いでいるき継いでいる継いでいるいでいる
が開発して、計算を高速化するためにやはりクローズドである）。クローズドがクローズドになってしまった（現在はである）が使われる。しかし同社は。
これを利用した受けて、リバプール大のグループがけて、計算を高速化するためにリバプール方法大のグル方法ープが開発して Sun Grid Engine のオープンソースの最終版でで
ある 6.2u5 を利用したベースに、計算を高速化するためにオープンソースでの開発してを利用した継いでいる続し、し、計算を高速化するためにSon of Grid Engine として公開
している。
https://arc.liv.ac.uk/trac/SGE/wiki
以下、計算を高速化するために本マニュアルではマニュアル方法では Son Grid Engine も SGE と呼ぶ。上記サイトではぶ。上記サイトではサイトでは 2016 年にに最新版で
の 8.1.9 が開発して公開されている。対応 OS は Linux のみで、計算を高速化するためにDebian/Ubuntu 系、計算を高速化するためにRedHat/CentOS 系
が開発してある。
本マニュアルではマニュアル方法では、計算を高速化するためにUbuntu18.04LTS への SGE 8.1.9 のインストール方法方法について紹介した並列分散処理を行う。す
る。なお宮田は宮田は Linux 初心者であるため、下記の記載にも不正確な部分が含まれるかも知であるため、計算を高速化するために下記サイトではの記サイトでは載にも不正確な部分が含まれるかも知にも不正確な部分が含まれるかも知な部分が開発して含まれるかも知まれるかも知
れない。その場合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳ください。また本マニュアルではマニュアル方法の作成に関しては、前京都大学脳に関しては、前京都大学脳しては、計算を高速化するために前京都大学脳
機能総合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳研究センターの吉田英史先生にご指導いただいた経験が活かされています。このセンターの吉田英史先生にご指導いただいた経験が活かされています。このにご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳指導いただいた経験が活かされています。このいただいた経験が活かされています。このが開発して活かされています。このかされています。この
場を利用した借りて御礼申し上げます。りクローズドである）。て御礼申し上げます。し上げます。
なお宮田は宮田は（もちろん吉田先生も）本マニュアルの内容に関して一切の責任を負いませ吉田先生にご指導いただいた経験が活かされています。このも）が使われる。しかし同社は本マニュアルではマニュアル方法の内容に関しては、前京都大学脳して一切の責任を負いませの責任を負いませを利用した負いませいませ
ん吉田先生も）本マニュアルの内容に関して一切の責任を負いませ。あくまで自己責任を負いませでこのマニュアル方法を利用したご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳使われる。しかし同社は用した下さい。
２．環境・条件
以下では、計算を高速化するためにUbuntu18.04 に、計算を高速化するためにスタンドがクローズドになってしまった（現在はアローンとして SGE を利用したインストール方法した際の手順をの手順をを利用した
記サイトではす。主に以下のウェブサイトを参照した。に以下のウェブサイトを利用した参照した。した。
https://arc.liv.ac.uk/trac/SGE/wiki
https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FslSge
https://root-forum.cern.ch/t/couldnt-find-font-adobe-helvetica-medium-r-10-iso8859-1/21619
基本マニュアルでは事項として、として、計算を高速化するためにSGE はもともと、計算を高速化するためにネットワーク内にあるたくさん吉田先生も）本マニュアルの内容に関して一切の責任を負いませのマシンを利用したつないでク
ラスター化するためにし、計算を高速化するために並列分散処理を行う。によりクローズドである）。計算を高速化するために力を増幅する目的で設計されている。そのためにを利用した増幅する目的で設計されている。そのためにする目的で設計されている。そのためにで設計されている。そのために
は各マシンがネットワーク上で互いに連絡し合う必要があり、この時に使われるのがホスマシンが開発してネットワーク上で互いに連絡し合う必要があり、この時に使われるのがホスいに連絡し合う必要があり、この時に使われるのがホスし合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳う必要があり、この時に使われるのがホスが開発してありクローズドである）。、計算を高速化するためにこの時に使われるのがホスに使われる。しかし同社はわれるのが開発してホス
ト名（マシンのネットワーク上での名前）が使われる。しかし同社はである。またこの理を行う。由により、マシンはネットによりクローズドである）。、計算を高速化するためにマシンはネット
ワークにつなが開発してっている必要があり、この時に使われるのがホスが開発してある。ホスト名の確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：は下記サイトではのコマンドがクローズドになってしまった（現在はで行う。う：
uname -n
一方、計算を高速化するためにネットワーク上の各マシンがネットワーク上で互いに連絡し合う必要があり、この時に使われるのがホスマシンにはそれぞれ IP アドがクローズドになってしまった（現在はレスが開発して割り当てられている。こちりクローズドである）。当てられている。こちてられている。こち
らはコンピュータの世界における住所である。にお宮田はける住所である。である。SGE が開発して正しくクラスター内のマシンと連絡し合う必要があり、この時に使われるのがホス
出来るためには、誰（ホスト名）がどこ（るためには、計算を高速化するために誰（ホスト名）が使われる。しかし同社はが開発してどこ（IP アドがクローズドになってしまった（現在はレス）が使われる。しかし同社はに住ん吉田先生も）本マニュアルの内容に関して一切の責任を負いませでいるのかが開発して分からないと
いけない。ネットワークが開発して DNS サーバー下にありクローズドである）。、計算を高速化するためにDNS サーバーが開発してこれを利用した行う。っている場
合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳、計算を高速化するために特に何も設定する必要はない。に何も設定する必要はない。も設定する必要はない。する必要があり、この時に使われるのがホスはない。
そうでない場合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳、計算を高速化するために/etc/hosts にホスト名と IP アドがクローズドになってしまった（現在はレスの対応を利用した記サイトでは述する必要がある。宮する必要があり、この時に使われるのがホスが開発してある。宮
田の環境は DNS サーバー下であるが開発して、計算を高速化するためにこの設定する必要はない。が開発して必要があり、この時に使われるのがホスであった。以下のコマンドがクローズドになってしまった（現在はで IP
address を利用した確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：。またはアプリ一覧＞設定する必要はない。＞ネットワーク＞歯車アイコンで確認できる。アイコンで確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：でき継いでいるる。
hostname -i
/etc/hosts の編集には、テキストエディタには、計算を高速化するためにテキストエディタ nano を利用した用したいる。ターミナル方法から
sudo nano /etc/hosts
と打ち込むと、ち込むと、むと、計算を高速化するために/etc/hosts ファイル方法が開発して root 権限で開かれる（つまり編集できる）。このときで開かれる（つまりクローズドである）。編集には、テキストエディタでき継いでいるる）が使われる。しかし同社は。このとき継いでいる、計算を高速化するために
宮田の環境では

127.0.0.1
127.0.1.1

localhost
<ホスト名>

となっていた。この 2 段目が開発して SGE のインストール方法の邪魔をするので、以下のように修正を利用したするので、計算を高速化するために以下のように修正。
<IP address> <ホスト名>
IP address ととホスト名の間にはスペースを入れることを忘れずに。「にはスペースを利用した入れることを忘れずに。「れることを利用した忘れずに。「れずに。「Control + X」で保
存、計算を高速化するためにファイル方法名はそのままなので「Y」、計算を高速化するためにそして Enter で終了。マシンを利用した再起動して変更して変更
を利用した反映させる。させる。
３．アカウント作成に関しては、前京都大学脳
上記サイトではの様に、もともとに、計算を高速化するためにもともと SGE はネットワークを利用した介した並列分散処理を行う。して別のマシンにジョブを投入する。このマシンにジョブを利用した投入れることを忘れずに。「する。こ
れは本マニュアルでは来るためには、誰（ホスト名）がどこ（ root 権限で開かれる（つまり編集できる）。このときで行う。う必要があり、この時に使われるのがホスが開発してあるが開発して、計算を高速化するためにそれはセキュリティリスクでもある。そのため
SGE では、計算を高速化するためにジョブ投入れることを忘れずに。「専用したに root 権限で開かれる（つまり編集できる）。このときを利用した持たないアカウントを作成し、それを各マシンにたないアカウントを利用した作成に関しては、前京都大学脳し、計算を高速化するためにそれを利用した各マシンがネットワーク上で互いに連絡し合う必要があり、この時に使われるのがホスマシンに
（安全かつジョブ投入権限のあるアカウントとして）登録するという構造を採用しているかつジョブ投入れることを忘れずに。「権限で開かれる（つまり編集できる）。このときのあるアカウントとして）が使われる。しかし同社は登録するという構造を採用しているするという構造を採用しているを利用した採用したしている。
これはスタンドがクローズドになってしまった（現在はアローンで設定する必要はない。するとき継いでいるも同様に、もともとである。
下記サイトではのコマンドがクローズドになってしまった（現在はで、計算を高速化するためにアカウント sgeadmin を利用した作成に関しては、前京都大学脳する：
sudo useradd --home /opt/sge --system sgeadmin
FSLSge のウェブサイトでは、計算を高速化するためにDebian/Ubuntu ユーザーは useradd ではなく adduser コマンドがクローズドになってしまった（現在は
を利用した使われる。しかし同社はうと良い、と書かれているが、必ずい、計算を高速化するためにと書かれているが、必ずかれているが開発して、計算を高速化するために必ず useradd を利用した使われる。しかし同社はうこと。adduser で上記サイトではのオプション
で作成に関しては、前京都大学脳すると、計算を高速化するためにあとで/opt/sge の所である。有者であるため、下記の記載にも不正確な部分が含まれるかも知・グル方法ープの設定する必要はない。でエラーが開発して出て、計算を高速化するために解決が大変でが開発して大変で
ある。
これはログイン画面にも現れない簡易的なアカウントである。後述のにも現れない簡易的で設計されている。そのためになアカウントである。後述する必要がある。宮の qmaster、計算を高速化するためにexecd ど
ちらもこの sgeadmin から走らせる必要がある。らせる必要があり、この時に使われるのがホスが開発してある。
４．ポートの設定する必要はない。
上記サイトではの様に、もともとにネットワークを利用した介した並列分散処理を行う。して情報をやりとりするために、を利用したやりクローズドである）。とりクローズドである）。するために、計算を高速化するためにLinux の各マシンがネットワーク上で互いに連絡し合う必要があり、この時に使われるのがホスディストリ
ビューションでは SGE 専用したのポートが開発してデフォル方法トで設定する必要はない。されている。
grep sge /etc/services
として、計算を高速化するために下記サイトではの出力を増幅する目的で設計されている。そのためにが開発してあるかどうかを利用した確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：してお宮田はく。
sge_qmaster 6444/tcp
# Grid Engine Qmaster Service
sge_qmaster 6444/udp
# Grid Engine Qmaster Service
sge_execd
6445/tcp
# Grid Engine Execution Service
sge_execd
6445/udp
# Grid Engine Execution Service
５．SGE のダウンロードがクローズドになってしまった（現在は・インストール方法
Linux ではリポジトリと呼ぶ。上記サイトではばれる「ソフトウェア置き場」からソフト（パッケージと呼ばき継いでいる場」からソフト（パッケージと呼ぶ。上記サイトではば
れる）が使われる。しかし同社はを利用したダウンロードがクローズドになってしまった（現在は・インストール方法するのが開発して普通である。リポジトリというのはちょうである。リポジトリというのはちょう
ど Mac の App Store や Android の Google Play の様に、もともとなものにあたる。リポジトリからのダウ
ンロードがクローズドになってしまった（現在はやインストール方法には、計算を高速化するためにUbuntu では apt というコマンドがクローズドになってしまった（現在はを利用した使われる。しかし同社はう。apt を利用した使われる。しかし同社はうと、計算を高速化するために
「ソフト A を利用したインストール方法するにはソフト B とソフト C が開発して事前にインストール方法されてい
る必要があり、この時に使われるのがホスが開発してある」というような「依存関しては、前京都大学脳係」を自動で解決してくれる（つまり」を利用した自動して変更で解決が大変でしてくれる（つまりクローズドである）。 B も C もダウ
ンロードがクローズドになってしまった（現在は・インストール方法してくれる）が使われる。しかし同社は。入れることを忘れずに。「手したソフトのアップデートも apt コマンドがクローズドになってしまった（現在はで
まとめて行う。える。
Ubuntu では、計算を高速化するためにgridengine という SGE のパッケージが開発して用した意されており、公式のリポジトリされてお宮田はりクローズドである）。、計算を高速化するために公式のリポジトリのリポジトリ
からダウンロードがクローズドになってしまった（現在は・インストール方法可能になっている。しかし Ubuntu18.04 版で（8.1.9+dfsg7build1）が使われる。しかし同社ははバグが開発してありクローズドである）。、計算を高速化するために正常にインストール出来ない。従って、上記のにインストール方法出来るためには、誰（ホスト名）がどこ（ない。従って、上記のって、計算を高速化するために上記サイトではの SGE サイトから
ダウンロードがクローズドになってしまった（現在はする。
https://arc.liv.ac.uk/downloads/SGE/releases/8.1.9/

ダウンロードがクローズドになってしまった（現在はするのは下記サイトではの 3 つである：
sge-common_8.1.9_all.deb
sge_doc_8.1.9_all.deb
sge_8.1.9_amd64.deb（このファイル方法だけ他と離れて一番下にあるので、忘れずに）と離れて一番下にあるので、忘れずに）れて一番下にあるので、計算を高速化するために忘れずに。「れずに）が使われる。しかし同社は
なお宮田は、計算を高速化するために同じ.deb ファイル方法でも下記サイトでははダウンロードがクローズドになってしまった（現在は不要があり、この時に使われるのがホス
sge_8.1.9_amd64.deb
ダウンロードがクローズドになってしまった（現在はしたフォル方法ダに移動して変更し、計算を高速化するためにapt でこれらを利用したインストール方法する。
sudo apt install ./sge-common_8.1.9_all.deb ./sge-doc_8.1.9_all.deb ./sge_8.1.9_amd64.deb
すると下記サイトではのダイアログが開発して出る：

設定する必要はない。なしを利用した選んでん吉田先生も）本マニュアルの内容に関して一切の責任を負いませで Enter。途中「続し、行う。しますか」と聞かれたらかれたら Y と答えてインストールがえてインストール方法が開発して
終了する。
６．Qmaster お宮田はよび execd の設定する必要はない。
Qmaster（queue master）が使われる。しかし同社はと execd（execution daemon）が使われる。しかし同社はを利用した設定する必要はない。する。どちらも Unix 系 OS に
お宮田はいて、計算を高速化するためにメモリ上に常にインストール出来ない。従って、上記の駐するプログラム（デーモンするプログラム（デーモン daemon）が使われる。しかし同社はである。execd が開発して実際の手順をのジョ
ブを利用した実行う。する下位プログラム（子プロセス）であり、プログラム（子プロセス）であり、プロセス）が使われる。しかし同社はでありクローズドである）。、計算を高速化するためにqmaster は execd が開発して実行う。するジョブの
順を番（キュー queue）が使われる。しかし同社はを利用した管理を行う。する上位プログラム（子プロセス）であり、プログラム（親プロセス）である。プロセス）が使われる。しかし同社はである。
６．１ Qmaster の設定する必要はない。
ターミナル方法から下記サイトではのコマンドがクローズドになってしまった（現在はを利用した入れることを忘れずに。「力を増幅する目的で設計されている。そのためにする：
export SGE_ROOT=/opt/sge
cd $SGE_ROOT

sudo ./install_qmaster
これで対話モードに入る。モードがクローズドになってしまった（現在はに入れることを忘れずに。「る。sudo を利用した付けず、けず、計算を高速化するために./install_qmaster だけだとマシン起動して変更時に使われるのがホスに SGE
を利用した起動して変更するスクリプトが開発して作成に関しては、前京都大学脳されないようなので注意されており、公式のリポジトリ。
１）が使われる。しかし同社は最初に出てくる「Grid Engine admin user account」では、計算を高速化するためにsgeadmin を利用した指定する必要はない。する。このと
き継いでいるダイアログの表示にふたとおりあるようである。にふたとお宮田はりクローズドである）。あるようである。
a）が使われる。しかし同社は「sgeadmin でインストール方法しますか」と聞かれたらかれる場合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳はデフォル方法トの Y で Enter。
b）が使われる。しかし同社は「root 以外のアカウントでインストールしますか」と聞かれる場合はのアカウントでインストール方法しますか」と聞かれたらかれる場合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳は Y と答えてインストールがえて、計算を高速化するために
Please enter valid user name で”sgeadmin”と入れることを忘れずに。「力を増幅する目的で設計されている。そのためにする。
あとは全かつジョブ投入権限のあるアカウントとして）登録するという構造を採用しているてデフォル方法トのまま Enter で OK だが開発して、計算を高速化するために以下を利用した確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：してお宮田はくこと。
２）が使われる。しかし同社はWindows Execution Host のインストール方法は「n」（no）が使われる。しかし同社はを利用した選んで択。
３）が使われる。しかし同社はGrid Engine JMX MBean server は「n」を利用した選んで択。
４）が使われる。しかし同社はSetup spooling では classic を利用した選んで択。BerkeleyDB は大規模なクラスター用である。なクラスター用したである。
５）が使われる。しかし同社は「設定する必要はない。したパラメータを利用した変更しますか」には「n」を利用した選んで択。
６）が使われる。しかし同社はホストリストのファイル方法には「n」を利用した選んで択し、計算を高速化するために次の対話では何も入力せずにの対話モードに入る。では何も設定する必要はない。も入れることを忘れずに。「力を増幅する目的で設計されている。そのためにせずに Enter.。
７）が使われる。しかし同社はShadow host(s) now は「n」を利用した選んで択。
ガイドがクローズドになってしまった（現在はに従って、上記のって enter を利用した押し続けると対話モードが終了し、通常のターミナル画面に戻るし続し、けると対話モードに入る。モードがクローズドになってしまった（現在はが開発して終了し、計算を高速化するために通である。リポジトリというのはちょう常にインストール出来ない。従って、上記ののターミナル方法画面にも現れない簡易的なアカウントである。後述のに戻るる。
６．２ SGE の環境変数の設定の設定する必要はない。
/root/.bashrc と~/.profile に SGE の環境変数の設定などの設定する必要はない。を利用した記サイトでは入れることを忘れずに。「する。下記サイトではで/root/.bashrc を利用した開
く：
sudo nano /root/.bashrc
最下行う。に下記サイトではを利用した記サイトでは入れることを忘れずに。「する。
# SGE settings
export SGE_ROOT=/opt/sge
export SGE_CELL=default
if [ -e $SGE_ROOT/$SGE_CELL ]
then
. $SGE_ROOT/$SGE_CELL/common/settings.sh
fi
~/.profile にも同様に、もともとに記サイトでは入れることを忘れずに。「する。なお宮田は、計算を高速化するためにSGE_ROOT は/opt/sge だが開発して
https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FslSge
には/usr/sge と間にはスペースを入れることを忘れずに。「違って記述されているので注意！って記サイトでは述する必要がある。宮されているので注意されており、公式のリポジトリ！
アカウントを利用したログアウト→ログインして変更を利用した反映させる。させる。
６．３ ユーザーアカウントの追加
上述する必要がある。宮したようにネットワークを利用した介した並列分散処理を行う。してジョブを利用した割り当てられている。こちりクローズドである）。当てられている。こちてる際の手順を、計算を高速化するためにroot 権限で開かれる（つまり編集できる）。このときが開発して必要があり、この時に使われるのがホスであるが開発して、計算を高速化するために
SGE ではこれを利用した避けるためにユーザーアカウントを信頼できるアカウントとして登録するけるためにユーザーアカウントを利用した信頼できるアカウントとして登録するでき継いでいるるアカウントとして登録するという構造を採用しているする。
これはル方法ートユーザーになって行う。う必要があり、この時に使われるのがホスが開発してある。下記サイトではコマンドがクローズドになってしまった（現在はを利用した入れることを忘れずに。「力を増幅する目的で設計されている。そのために。
sudo su
でル方法ートユーザーになると、計算を高速化するためにコマンドがクローズドになってしまった（現在はプロンプトが開発して#に変わる。この状態で以下のコマンで以下のコマン
ドがクローズドになってしまった（現在はを利用した入れることを忘れずに。「力を増幅する目的で設計されている。そのために：
qconf -am <username>

下記サイトではのような表示にふたとおりあるようである。が開発して出れば OK。
root@XXXXXXXX added <username> to manager list
<username>は、計算を高速化するためにターミナル方法から users または who コマンドがクローズドになってしまった（現在はで表示にふたとおりあるようである。されるものである。ログ
イン画面にも現れない簡易的なアカウントである。後述のに現れるユーザ名とは異なるので注意。なるので注意されており、公式のリポジトリ。
終わったら、計算を高速化するためにexit と打ち込むと、ち込むと、ん吉田先生も）本マニュアルの内容に関して一切の責任を負いませで通である。リポジトリというのはちょう常にインストール出来ない。従って、上記ののユーザーに戻るる。
６．４ Execution host の設定する必要はない。
複数の設定台のマシンからなるクラスターの場合、のマシンからなるクラスターの場合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳、計算を高速化するためにexecution host として、計算を高速化するためにこのコンピュータを利用した登
録するという構造を採用しているする必要があり、この時に使われるのがホスが開発してある。
qconf -ah <ホスト名>
この時に使われるのがホスのホスト名は「２．環境／条件」の uname -n で調べたものである。しかし今回、べたものである。しかし今回、計算を高速化するためにス
タンドがクローズドになってしまった（現在はアローンの 1 台のマシンからなるクラスターの場合、のマシンで設定する必要はない。する場合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳には、計算を高速化するためにこの作業は不要は不要があり、この時に使われるのがホスであった（すでに登
録するという構造を採用しているされています、計算を高速化するためにと表示にふたとおりあるようである。される）が使われる。しかし同社は。
次の対話では何も入力せずにに Qmaster と同様に、もともとに、計算を高速化するためにexecd の設定する必要はない。を利用した対話モードに入る。モードがクローズドになってしまった（現在はで行う。う。
cd $SGE_ROOT
sudo ./install_execd
すべてデフォル方法トのまま Enter し、計算を高速化するために対話モードに入る。モードがクローズドになってしまった（現在はは終了。qmaster 同様に、もともと、計算を高速化するためにインストール方法は sudo
で行う。うこと。
なお宮田は上述する必要がある。宮の FSLsge のサイトでは、計算を高速化するために「デフォル方法トキューを利用した作成に関しては、前京都大学脳しますか」には「n」を利用した選んで
択するように、計算を高速化するためにと書かれているが、必ずかれている。そうすると「７．キューの設定する必要はない。」のところで all.q が開発して見つつ
からない。FSL で SGE を利用した使われる。しかし同社はうだけならこれでもいいのかもしれないが開発して、計算を高速化するために念の為「の為「y」でデ
フォル方法トキュー all.q を利用した作成に関しては、前京都大学脳してお宮田はいた方が開発して無難のように思われる。こうすることでのように思われる。こうすることでわれる。こうすることで FSL
以外のアカウントでインストールしますか」と聞かれる場合はでも SGE を利用した使われる。しかし同社はえる（と思われる。こうすることでわれる）が使われる。しかし同社は。
６．５ Submission host の設定する必要はない。
この PC が開発して job submission 出来るためには、誰（ホスト名）がどこ（るように設定する必要はない。する。これも root user で行う。う。
qconf -as <ホスト名>
６．６ sgeadmin での起動して変更の確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：
sgeadmin アカウントの作成に関しては、前京都大学脳の項として、目で述する必要がある。宮べたように、計算を高速化するためにqmaster、計算を高速化するためにexecd ともに sgeadmin アカウ
ントから起動して変更する必要があり、この時に使われるのがホスが開発してあるが開発して、計算を高速化するために上記サイトではの手順をのどこかを利用した間にはスペースを入れることを忘れずに。「違って記述されているので注意！っていると、計算を高速化するためにusername アカウ
ントから起動して変更されていることが開発してある。下記サイトではで確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：する：
ps aux|grep sge
以下の様に、もともとな表示にふたとおりあるようである。が開発して出る
sgeadmin 3721 0.1 0.0 340384 65192 ?
Sl 11:14 0:49 /opt/sge/bin/lx-amd64/sge_qmaster
<username> 12668 0.0 0.0 223272 14396 ?
Sl 13:03 0:23 /opt/sge/bin/lx-amd64/sge_execd
<username> 70772 0.0 0.0 112732 976 pts/1 S+ 19:48 0:00 grep --color=auto sge
この場合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳、計算を高速化するためにsge_execd を利用した sgeadmin から起動して変更し直す必要がある。す必要があり、この時に使われるのがホスが開発してある。qmaster、計算を高速化するためにexecd の停止はは
sudo $SGE_ROOT/default/common/sgeexecd stop
sudo $SGE_ROOT/default/common/sgemaster stop
で行う。う。重要があり、この時に使われるのがホスなこととして、計算を高速化するために停止はは必ず execd→qmaster の順をに行う。う。前者であるため、下記の記載にも不正確な部分が含まれるかも知が開発して子プロセス）であり、プロセス、計算を高速化するために
後者であるため、下記の記載にも不正確な部分が含まれるかも知が開発して親プロセス）である。プロセスであるためである。これで停止はしない場合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳には、計算を高速化するために
sudo kill <process ID>

で停止はする。上記サイトではだと 3721、計算を高速化するために12668、計算を高速化するために70772 が開発してそれぞれの process ID である。起動して変更では逆にに
qmaster、計算を高速化するためにexecd の順をに起動して変更する。コマンドがクローズドになってしまった（現在はは以下：
sudo $SGE_ROOT/default/common/sgemaster start
sudo $SGE_ROOT/default/common/sgeexecd start
ps aux|grep sge で、計算を高速化するために以下の様に、もともとにどちらも sgeadmin が開発して起動して変更していることを利用した確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：。
sgeadmin 71420 0.2 0.0 311712 36664 ?
Sl 20:11 0:00 /opt/sge/bin/lx-amd64/sge_qmaster
sgeadmin 71559 0.3 0.0 215084 10152 ?
Sl 20:12 0:00 /opt/sge/bin/lx-amd64/sge_execd
<username> 71577 0.0 0.0 112728 976 pts/1 S+ 20:12 0:00 grep --color=auto sge
７．キューの設定する必要はない。
下記サイトではの手順をで、計算を高速化するためにキューの設定する必要はない。を利用した行う。う。通である。リポジトリというのはちょう常にインストール出来ない。従って、上記の、計算を高速化するためにクラスターマシンには複数の設定のユーザーが開発して次の対話では何も入力せずにか
ら次の対話では何も入力せずにへとジョブを利用した投入れることを忘れずに。「する。それらのジョブに順を番（キュー）が使われる。しかし同社はを利用した設定する必要はない。し、計算を高速化するために実行う。の優先順を位プログラム（子プロセス）であり、
を利用した決が大変で定する必要はない。するという仕組みである。デフォルトではみである。デフォル方法トでは SGE は all.q という一種類のキューしかのキューしか
持たないアカウントを作成し、それを各マシンにたないが開発して、計算を高速化するためにFSL では以下の 4 種類のキューしかのキューを利用した設定する必要はない。する必要があり、この時に使われるのがホスが開発してある。
verylong.q - priority => 20
long.q - priority => 15
short.q - priority => 10
veryshort.q - priority => 5
Priority はキューの優先順を位プログラム（子プロセス）であり、で、計算を高速化するために20 が開発して最低で、で、計算を高速化するために0 が開発して最高である。順を位プログラム（子プロセス）であり、の高いキューから優先
的で設計されている。そのためにに実行う。される。これらの設定する必要はない。は以下を利用したターミナル方法にコピペすることで、計算を高速化するために一度に行える。に行う。える。
ただし Microsoft Word や LibreOffice Writer からだと改行う。コードがクローズドになってしまった（現在はが開発してお宮田はかしいので、計算を高速化するために一旦テキテキ
ストファイル方法にコピペした上でターミナル方法にコピペすると良い、と書かれているが、必ずい：
# change defaults for all.q
qconf -sq all.q |\
sed -e 's/bin\/csh/bin\/sh/' |\
sed -e 's/posix_compliant/unix_behavior/' |\
sed -e 's/priority
0/priority 20/' >\
/tmp/q.tmp
qconf -Mq /tmp/q.tmp
# add other queues
sed -e 's/all.q/verylong.q/' /tmp/q.tmp >\
/tmp/verylong.q
qconf -Aq /tmp/verylong.q
sed -e 's/all.q/long.q/' /tmp/q.tmp |\
sed -e 's/priority *20/priority 15/' >\
/tmp/long.q
qconf -Aq /tmp/long.q
sed -e 's/all.q/short.q/' /tmp/q.tmp |\
sed -e 's/priority *20/priority 10/' >\
/tmp/short.q
qconf -Aq /tmp/short.q
sed -e 's/all.q/veryshort.q/' /tmp/q.tmp |\
sed -e 's/priority *20/priority 5/' >\
/tmp/veryshort.q
qconf -Aq /tmp/veryshort.q

最下行う。だけ実行う。されずに残るので、るので、計算を高速化するためにEnter して設定する必要はない。完了。なお宮田は各マシンがネットワーク上で互いに連絡し合う必要があり、この時に使われるのがホス行う。を利用した説明するとすると
# change defaults for all.q
qconf -sq all.q |\
sed -e 's/bin\/csh/bin\/sh/' |\

sed -e 's/priority 0/priority 20/' >\
/tmp/q.tmp
qconf -Mq /tmp/q.tmp

説明すると用したのコメント行う。。
all.q の設定する必要はない。情報をやりとりするために、の呼ぶ。上記サイトではび出し
シェル方法を利用した/bin/csh から/bin/sh に変更。現在は、計算を高速化するために
SGE ではデフォル方法トで/bin/sh になっている
ので、計算を高速化するためになくても OK。
シェル方法の開始モードをモードがクローズドになってしまった（現在はを利用した posix_compliant から
unix_behavior に変更
priority を利用した 0（最高）が使われる。しかし同社はから 20（最低で、）が使われる。しかし同社はに変更
/tmp/q.tmp として上記サイトではを利用した保存
/tmp/q.tmp を利用した開く（以下の作業は不要のため）が使われる。しかし同社は

# add other queues
sed -e 's/all.q/verylong.q/' /tmp/q.tmp >\
/tmp/verylong.q
qconf -Aq /tmp/verylong.q

コメント行う。。
all.q を利用した verylong.q に変更
/tmp/verylong.q と名前を利用したつけて保存
verylong.q を利用したキューとして追加

sed -e 's/all.q/long.q/' /tmp/q.tmp |\
sed -e 's/priority *20/priority 15/' >\
/tmp/long.q
qconf -Aq /tmp/long.q

all.q を利用した long.q に変更
priority を利用した 15 に変更
/tmp/long.q として保存
long.q を利用したキューとして追加

sed -e 's/all.q/short.q/' /tmp/q.tmp |\
sed -e 's/priority *20/priority 10/' >\
/tmp/short.q
qconf -Aq /tmp/short.q

all.q を利用した short.q に変更
priority を利用した 10 に設定する必要はない。
/tmp/short.q として保存
short.q を利用したキューとして追加

sed -e 's/all.q/veryshort.q/' /tmp/q.tmp |\
sed -e 's/priority *20/priority 5/' >\
/tmp/veryshort.q
qconf -Aq /tmp/veryshort.q

all.q を利用した veryshort.q に変更
priority を利用した 5 に設定する必要はない。
/tmp/veryshort.q として保存
veryshort.q を利用した追加

sed -e 's/posix_compliant/unix_behavior/' |\

スラッシュとバックスラッシュが開発して多くて見づらい。いつか書き直したい。くて見つづらい。いつか書かれているが、必ずき継いでいる直す必要がある。したい。
上記サイトではの設定する必要はない。が開発して反映させる。されたか確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：のため、計算を高速化するためにターミナル方法から
qstat -f
として、計算を高速化するために以下のような表示にふたとおりあるようである。が開発して出れば OK。
queuename
qtype resv/used/tot. load_avg arch
states
--------------------------------------------------------------------------------all.q@<host name>
BIP 0/0/48
0.32 lx-amd64
--------------------------------------------------------------------------------long.q@<host name>
BIP 0/0/48
0.32 lx-amd64
--------------------------------------------------------------------------------short.q@<host name>
BIP 0/0/48
0.32 lx-amd64
--------------------------------------------------------------------------------verylong.q@<host name> BIP 0/0/48
0.32 lx-amd64
--------------------------------------------------------------------------------veryshort.q@<host name> BIP 0/0/48
0.32 lx-amd64

８．動して変更作確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：
GUI でジョブ・キューを利用した確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：・操作でき継いでいるる Qmon を利用した起動して変更する。ターミナル方法から
qmon
と打ち込むと、ち込むと、み、計算を高速化するためにEnter。正常にインストール出来ない。従って、上記のであれば、計算を高速化するために下のようなウィンドがクローズドになってしまった（現在はウが開発して立ち上がるはずである。ち上が開発してるはずである。

一方、計算を高速化するためにUbuntu18.04 では下記サイトではのようなエラーが開発して出る場合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳が開発して多くて見づらい。いつか書き直したい。い。

この場合はご容赦ください。また本マニュアルの作成に関しては、前京都大学脳、計算を高速化するためにqmon を利用した表示にふたとおりあるようである。させるためにフォントを利用した追加する必要があり、この時に使われるのがホスが開発してある。ターミナル方法から下
記サイトではを利用した行う。う：
sudo apt install xfonts-75dpi xfonts-100dpi
インストール方法、計算を高速化するためにマシンを利用した再起動して変更。再びターミナル方法から
qmon
と打ち込むと、ち込むと、ん吉田先生も）本マニュアルの内容に関して一切の責任を負いませで、計算を高速化するために上記サイトではの Qmon のメインコントロール方法ウインドがクローズドになってしまった（現在はウが開発して出ることを利用した確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：。一番左
上のボタンでジョブコントロール方法パネル方法を利用した呼ぶ。上記サイトではび出す。

次の対話では何も入力せずにに、計算を高速化するためにテストスクリプトを利用した作成に関しては、前京都大学脳する。テキストファイル方法に下記サイトではを利用した記サイトでは入れることを忘れずに。「：
#!/bin/bash
qsub <<CMD
#!/bin/bash
#$ -V
#$ -cwd
#$ -j y
#$ -N my_log
/bin/hostname
CMD
拡張子プロセス）であり、を利用した sh にして、計算を高速化するために適当てられている。こちに名前を利用したつけて保存する。ここでは qsubtest.sh とする。これを利用した
ホームディレクトリに置き場」からソフト（パッケージと呼ばく。
cd
でホームディレクトリに移動して変更。
sh qsubtest.sh
で上記サイトではのテストスクリプトを利用した実行う。。Qmon のジョブコントロール方法パネル方法で my_log***ジョ
ブを利用した確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：。「Pending」→「実行う。中」→「完了」に移動して変更していれば OK である。ホームディ
レクトリに my_log***という名前のファイル方法が開発して出来るためには、誰（ホスト名）がどこ（上が開発してっていることが開発して確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：でき継いでいるれば、計算を高速化するために動して変更
作確な部分が含まれるかも知認は下記のコマンドで行う：終了である。

