
今から１０年程前、パソコンLANが普及し始めた頃、「ネット

CPU」という概念を目にしたことがある。クライアント/サー

バーの発展形として、ネットワークを構成する機器が互いに協

調し、特定のサービスを実行するという考えである。グリッ

ド・コンピューティングも目指すところは同じであり、当時は

概念に過ぎなかったことが、ハードウェア、ソフトウェア、

ネットワークの急速な進歩に伴い、確実に現実味を帯びてきて

いる。

本稿では、以下、グリッド・コンピューティングの概念、動

向について述べ、グリッド・コンピューティングの可能性につ

いて考察する。

グリッド・コンピューティングの語源は、電気を伝える高圧

送電網(パワーグリッド)に由来する。いつでもどこからでも安

全にコンピュータ資源を利用できることを意味し、ユーティリ

ティ・コンピューティング、ユビキタス・コンピューティング

にも通じる。グリッド・コンピューティングでは、コンピュー

タ資源の場所を意識することなく、別の場所から利用できるこ

とが特徴である。
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概要
現在、分散コンピューティングの将来の形態として、グリッド・コンピューティングが注目されている。

グリッド・コンピューティングのコア・テクノロジーとして、「仮想化」、「協調」、「自律」があり、その本

格的実用化はもう少し先と考える。ただし、一部においてグリッド・コンピューティング的アプローチが

始まっており、我々も将来を見据え今から注目して行く必要がある。

1. はじめに
グリッド・コンピューティングの定義を２つ紹介する。

¡グリッドは広域ネットワーク上の計算、データ、実験装

置、センサー、人間などの資源を仮想化・統合し、必要

に応じて仮想計算機（Virtual Computer）や仮想組織

（Virtual Organization）を動的に形成するためのイン

フラである（グリッド協議会）（5）。

¡グリッド・コンピューティングは、ネットワークとスト

レージなどのコンピュータ資源を仮想コンピュータ・シ

ステム化することで、グリッドを利用するユーザーやア

プリケーションが、その莫大なIT資源を利用できるよう

にするものである。グリッド・ユーザーは、インターネッ

ト・ユーザーがWebコンテンツを見るように、大規模

な仮想コンピュータをひとつのシステムとして利用する

ことができる（日本IBM社）（8）。

グリッド・コンピューティングの定義は比較的単純である

が、グリッド・コンピューティングに関連する技術には様々な

要素があり、結果としてグリッド・コンピューティングを分か

りにくくしている現状がある。まずは、関連する技術の位置づ

けを明らかにしたい（図１参照）。

本来、グリッド・コンピューティングは要素技術的なもので

あり、Global Grid Forum や Globus Alliance などによっ

て、当初より普及に向けての標準化や基礎技術研究が進めら

2. グリッド・コンピューティングとは

2.1 グリッド・コンピューティングの定義
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れている。分散コンピューティングが進化し、ユーティリティ・

コンピューティングやオートノミック・コンピューティングが

メーカー戦略として提唱され、また、製品化されている。この

ようなユーザーよりの機能を実現するためにグリッド・コン

ピューティングが取り入れられている。

グリッド・コンピューティングのコア・テクノロジーとし

て、「仮想化」、「協調」、「自律」を挙げることができる。「仮想

化」は、コンピュータ資源を仮想化し、各プロセスに柔軟に割

り当てるためのテクノロジーである。仮想化のレベルにも次の

３段階ある。

第一段階: 同一筐体内での仮想化

第二段階: 制限付きネットワーク内での仮想化

第三段階: 汎用仮想化

汎用仮想化、つまり、汎用グリッド・コンピューティングが

最終的な目標となる。第一段階の仮想化は、これをグリッド・

コンピューティングというかどうか議論が分かれる点であるが、

ここでは広義のグリッド・コンピューティングとして扱う。

複数のグリッドを統合し、一つの成果を達成させるためのテ

クノロジーが、「協調」と「自律」である。

グリッド・コンピューティングの利点としては、IT資源を仮

想化することにより、信頼性や可用性、稼働率を高めることが

できる点、および、柔軟な資源投資や既存資産の再利用が可能

になる点が挙げられる。一方、グリッド・コンピューティング

の課題には、次のものを挙げることができる。

¡ネットワークの制限のため高速処理が期待できない場合が

ある

¡並列処理に適さないものには、効果が期待できない

¡標準化と開発環境の整備

上記のような課題が解決された後、本格的なグリッド・コン

ピューティングの活用が始まると考える。

グリッド・コンピューティングは、その提供する情報サービ

スにより次のように分類することができる（グリッド協議会）。

¡ビジネスグリッド

高信頼Webサービスのためのグリッド

¡データグリッド

超大規模データ処理のためのグリッド

¡コンピューティンググリッド

高速計算サービスのためのグリッド

グリッド・コンピューティングで比較的知名度の高いもの

に、米国カリフォルニア大学の「SETI@home」が挙げられ

る。これは、電波望遠鏡の電波をグリッド・コンピューティン

グ環境により解析し、地球外の知的生命体を探索しようという

プロジェクトである。膨大な科学技術計算をグリッド・コン

ピューティングに組み込まれた汎用のコンピュータ（主にパソ

コンやUNIX機）に分散して処理させることを目的としている。

上記の分類で言うと３つ目のコンピューティンググリッドに分

類できる。このプロジェクトは、有志がボランティアとして自

分のコンピュータ資源を提供することで成立する。実ビジネス

との距離を感じるが、グリッド・コンピューティングを積極的

に利用することは、実ビジネスにも有効な優れたサービスを実

現できると考える。

グリッド・コンピューティングの技術を使い、高信頼性、高可

用性の実現を図ることにより、ビジネスグリッドまたはデータ

グリッドを適用分野とした実用化に取り組もうとするベンダー

が出始めている。

ここでは、いくつかのベンダーの取り組みを紹介する。ここ

数年ベンダー各社は、｢自律｣、｢可用性｣という観点でコンピュー

タシステムの進化を図っている。例えば、次の例がある。

¡オートノミック・コンピューティング（日本IBM社）

¡ユーティリティ・データ・センター

（日本ヒューレット･パッカード社）

¡Oracle１０g（日本オラクル社）

図１　グリッド・コンピューティングに関連する技術

2.2 グリッド・コンピューティングの
利点と課題

2.3 グリッド・コンピューティングの分類
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上記のような新しい技術は当初、グリッド・コンピューティ

ングと明確に関連付けて説明されていなかったが、現在では各

社のグリッド・コンピューティングへの取り組みとして説明さ

れることが多くなってきている。

日本IBM社は、当初より、グリッド・コンピューティングの

戦略的な取り組みを行っている。オンデマンド・ビジネスのコ

ンセプト実現のため、Webサービス、オートノミック・コン

ピューティング、グリッド・コンピューティングの３つの技術

を中核にしている。グリッド・コンピューティングによるコン

ピュータ資源の異機種環境下での仮想化を狙いにしている。

また、オープンスタンダードな取り組みとして、Globus

Alliance への積極的な参加も特筆できる。

日本ヒューレット･パッカード社は、ユーティリティ・コン

ピューティングを実現するソリューションとして、ユーティリ

ティ・データ・センタを既に提供している。このソリューショ

ンは、データセンタ内のコンピュータ資源を仮想化し、最適な

資源割り当てを行うことが特徴である。仮想化という切り口で

はグリッド・コンピューティングと考えることができるが、同

社はこのソリューションをグリッド・コンピューティングとし

て説明してはいない。

最近、同社は、未来の分散コンピューティング環境を実現す

る手段としてグリッド・コンピューティングを位置づけ、グリッ

ド・コンピューティングへの取り組みを発表した。実ソリュー

ションの提供、グリッド・サポート・センターの設置、

Global Grid Forum、Globus Alliance 等の関連プロジェク

トへの参画を行っている。グリッド・コンピューティングへの

積極的な姿勢が見られる。

日本オラクル社は、Oracle ９iの次バージョンとして、

Oracle １０gを２００４年春発売する予定である。「１０g」の「g」

はグリッドを意味する。Oracle １０gは、Oracle ９i RAC

（Real Application Cluster）の技術を更に発展させたもので

ある。クラスタのテクノロジーをグリッド・コンピューティン

グにより強化したものと考えられる。ただし、結果として実現

している機能もデータベースクラスタの範疇を大きく超えるも

のではない。現状では、他社のグリッド・コンピューティング

の取り組みとは多少異なるアプローチとなっている。

グリッド・コンピューティングの推進に関連する主な団体に

ついて述べる。

グリッド・テクノロジーの標準化を推進している研究者のコ

ミュニティ（非営利団体）。開発者コミュニティやユーザーコ

ミュニティの分散コンピューティングに関するニーズをまとめ

ること、それに基づいた分散コンピューティングの標準技術を

策定することを目的としている。特にOGSA（Open Grid

Services Architecture）の標準化が注目されている。

OGSAは、グリッド・サービスを基礎にした分散型の相互

交信とコンピューティング・アーキテクチャを定義し、異機種

環境下における相互運用性を確保し、情報交換、情報共有を可

能にすることを狙いとする標準である。OGSAは、現在普及

しつつあるWebサービスの技術をうまく活用し、グリッド・

コンピューティングの基礎技術を確立することを目指してい

る。Webサービスとグリッド・コンピューティングを関連付け

て述べられることが多いが、このOGSAが一つの要因である。

科学産業界におけるグリッドプロジェクトの連携を目的とす

る。また、グリッドを実現するGlobus Toolkit の開発と標準

化を推進し、Global Grid Forum におけるグリッド・コンピュー

ティングのためのプロトコルとAPIの標準化を行っている。

Globus Toolkit は上記OGSA開発フレームワークに準拠し、

セキュリティ、情報インフラストラクチャ、資源管理、データ

管理、コミュニケーション、エラー検出等の機能を持つ。

Globus Toolkit はオープンソース・ソフトウェアとして公開

されている。

グリッド協議会は、日本を含めた世界各地に設立されている

グリッド関連の標準化組織、推進啓蒙組織、およびそこに参加

する企業等と協力して、「最新のグリッド技術情報を共有する

ことにより国際的な標準化に寄与し、グリッドに関する要素技

3.1 日本IBM社

3.2 日本ヒューレット･パッカード社

3.3 日本オラクル社

4. 推進団体

4.1 Global Grid Forum

4.2 Globus Alliance

4.3 グリッド協議会
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術及び利用技術の普及・啓蒙すること」を目的としている。４０

数社の法人会員を数える。

グリッド・コンピューティングの応用分野を考察する。

グリッド・コンピューティングの実用例としては、主に海外

の事例が多いが、コンピューティンググリッドの例が多い。ゲ

ノム意味解析、メルセンヌ素数探索、大量データの分散格納な

どの応用例があるが、多くは研究開発分野での適用例である。

今後、ビジネス分野での適用が徐々に始まるものと想定される。

グリッド・コンピューティングは、現在、主に、サーバーの

「仮想化」、「協調」、「自律」について述べられることが多いが、

クライアントへの適用も有効であると考える。グリッド・コン

ピューティング技術を使って、ファイルサーバーを構築すると

どのようになるかを考えてみた。ピア・ツー・ピアの環境で、

各パソコンの余剰CPUパワー、及び、ハードディスク等をう

まく利用し、仮想のファイルサーバーを構成することが可能と

考える。この仮想ファイルサーバーは次のような利点を持つ。

¡サーバー用に特別なハードウェアが不要である。

¡RAIDのように同じデータを分散して別々の場所に書き

込むことにより、信頼性を持たせることができる。

¡１台のコンピュータには、データの一部しか保存されな

いので、データの持ち出しなどによるリスクを抑えるこ

とができる。通常のファイルサーバーほどのパフォーマ

ンスは期待できないが、セキュリティ面を強調すると有

効な適用分野があると考える。

次に、地球規模のグローバル・グリッド・コンピューティング

を考えてみた。昼夜でコンピュータ資源の利用率が異なる場合、

仮に夜間のコンピュータ利用率が低いと想定すると、夜間の余

剰資源を地球の反対側の地域に対してグリッド・コンピューティ

ングとして提供することができる。夢のような話ではあるが、

このような地球規模での利用が可能になれば、人類は膨大なコ

ンピュータパワーを手にすることになり、無限の用途への拡大

が可能になる。

グリッド・コンピューティングの市場は、どの分野に適用を

行うかが重要であり、情報基盤としてのグリッド・コンピュー

ティングの上で、何を実現させるかが成功の鍵を握る。それは、

既に述べたような「膨大な技術計算」、「可用性の向上」、「信頼

性の向上」を目的とした分野だけでなく、別の分野も考えられ

る。この点は、我々のようなSIerも注力していかなければな

らない点であろう。

現在、１台のコンピュータ内部でも、マルチプロセッサ環境

でプロセッサ同士が緩やか連携により、共同処理を実現する

NUMA (Non-Uniform Memory Architecture)という技術が

採用されている。プロセッサ周波数が限界まで達し、従来の手

法ではマルチプロセッサ間の同期処理が困難になり、一部のメ

モリアクセスを非同期処理する。ミクロ的なグリッド・コン

ピューティングと言える。２１世紀は、チップレベルからグロー

バルレベルまでグリッド・コンピューティング的なアプローチ

が実現されるのではないかと思われる。
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