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本文書の位置づけ 

本文書はコンフィグレーション記述・デプロイメント・ライフサイクルマネジメント（CDDLM）言語の

仕様に関する情報を提供するものである。文書の配布に制限はない。この仕様は、サービスコンフ

ィグレーション記述、デプロイメント、およびライフサイクルマネジメントを共に構成する4つの仕様に

関係している。これらの仕様については、以下の 3 つのパラグラフで説明する。詳しくはこれらの仕

様を参照のこと。 

 

著作権に関する注意 

グローバル・グリッド・フォーラム（2002, 2005）がすべての著作権を有する。 

 

概要 

分散型システムインテグレーションや仮想化、管理を行うために幅広く活用、採用されているフレ

ームワークに関し、オープン・グリッド・サービス・アーキテクチャ（OGSA）という考え方を実現させる

には、Web サービスやそのデプロイメントを設定し、ライフサイクルマネジメントを維持するための手

立てが必要である。グローバル・グリッド・フォーラム（GGF）内の CDDLM ワーキンググループが作

成した本文書では、CDDLM を概観し、要件の記述や使用例の解析を提示している。さらに、GGF

や他の標準団体、さらには産業界や学術分野における関連作業についても概説する。本文書は、

言語、コンポーネントモデル、基本的な CDDLM サービスについてより詳しく解説する後続文書の

ためのたたき台となるものである。 

 

CDDLM の仕様 

CDDLM グループが作成した文書は 5つある。以下でそれらを解説する。 

CDDLM ファンデーション文書は、他の文書のたたき台となるものであり、この分野の紹介や、機

能面での要件、使用例、ハイレベルなアーキテクチャを解説したものである。さらにファウンデーシ

ョン文書では、CDDLM グループと、他のワーキンググループおよび産業界の他の関連作業との比

較を行っている。 
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SmartFrog 言語仕様は、コンフィグレーション記述とデプロイメントを主に意図した言語を記述す

るものである。この言語は宣言型なので、属性値ペアをサポートしている。さらに、インヘリタンス、リ

ファレンス（レイジーを含む）、パラメータリゼーション、プレディケート、スキーマもサポートしている。

SmartFrog 言語は、CDL(次の段落を参照)と同じ機能を持つが、XML ベースではない。SmartFrog

言語はCDLの以前から存在し、CDL を作成する際にモデルとして使用された。この 2つの言語は

コンパチブルである。CDL は主に機械を意図して作られたものであり、SmartFrog は人間を対象に

したものである。 

CDDLM コンフィグレーション文書言語（CDL）は、XML ベースの言語であり、CDDLM コンポー

ネントモデルで定義されたコンポーネント（デプロイメント・オブジェクト）によって構成されているシ

ステムコンフィグレーションの宣言型記述のためのものである。デプロイメント API は、システムのデ

プロイメント・ライフサイクルを管理するため、CDL で書かれたデプロイメント記述子を使用する。

CDL は、特定のデータ依存性を保持しながら動的にデータをアサインすることができるよう、値参

照を含め、コンポーネントのプロパティ（名前、値、種別）を記述する手段である。システムはコンポ

ーネントの階層構造として記述される。CDL にはまた、プロトタイプに基づいたテンプレート機能

（プロトタイプ参照）もある。これによりユーザは、システムを記述する際に、コンポーネントのプロバ

イダが与えたコンポーネントの記述を参照することができる。 

CDDLM コンポーネントモデルとは、デプロイされたリソースのライフサイクルに関与するデプロイ

メント・オブジェクトを作成する際の要件を概説したものである。各デプロイメント・オブジェクトは、

CDL 言語を使って定義されており、そのインプリメンテーションにマップされている。デプロイメント・

オブジェクトは、管理されたリソースにおけるライフサイクルオペレーションのために、WS-リソース・

フレームワーク（WSRF）に準拠した「コンポーネント・エンドポイント」を提供する。また、CDDLM コン

ポーネントモデルは、制御可能なアグリゲート・ライフサイクルや、このプロセスを可能にするオペレ

ーションを提供する目的で、オブジェクトと CDDLM デプロイメント API のやりとりを管理する規則を

定義している。 

デプロイメント API は、対象となる 1 つあるいは複数のコンピュータに対してアプリケーションをデ

プロイするための、WSRF ベースの SOAP API である。システムをデプロイできるコンピュータのセッ

トは、いずれも 1 つあるいは複数の「ポータル・エンドポイント」をホストする。ポータル・エンドポイン

トは、新しい「システム・エンドポイント」を生成する手段を与える WSRF リソースである。システム・エ

ンドポイントは、デプロイされたシステムを表している。呼び出し側はシステム・エンドポイントに対し

てファイルをアップロードし、デプロイメントのためにデプロイメント記述子をサブミットすることができ

る。システム・エンドポイントは、コンポーネントモデルの仕様からすれば、実質上、１つのコンポー

ネントであり、その仕様で定義されているプロパティやオペレーションを実装するものである。さらに

システム・エンドポイントにより、デプロイされたシステム内でリファレンスを解析する機能が追加され

るため、これを使ってリモートの呼び出し側がコンポーネントの状態を調べることができる。 

 

目次 （訳注:原文の目次ページとの番号と一致していませんが、本文の見出し番号に合わせてい
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表のリスト 

表 1 CDDLM の範囲 

 

はじめに 

複雑な分散型サービスをデプロイするには、サービスのコンフィグレーションや管理に関係した

数多くの問題がある。必要なサービスコンフィグレーションをいかに正確に記述するかという問題か

ら始まり、サービスを自動的に繰り返しデプロイし、管理し、削除する方法の問題まで、さまざまであ

る。記述の問題には、サービスやリソースのエレメントをすべて表記する方法や、サービスのテンプ

レート、サービスの組み合わせ、正確性のチェックをいかに行うかといった問題なども含まれる。デ

プロイメントの問題には、分散したりソースを横断してオペレーションを自動化したり、正しく順序立

てたりする方法や、サービスのライフサイクルマネジメント、サービスの完全なる削除、セキュリティ

などの問題も含まれる。これらの問題に対処するには、個々の Web サービスを設定し、デプロイす

ることなど、いくつものレベルでグリッドコンピューティングと高度に関係することになる。さらに、共

同で作動している数多くのWeb サービスから構成されたコンポジット・システムとも関係している。 

CDDLM は、たとえば OGSA 内の基本実行サービス（Basic Execution Service、BES）（BES は

CDDLMに対してデプロイメントのリクエストをすることがある）やWS-アグリメント（リソースのアロケー

ションを容易にするもの）、OASIS WSDM（管理を容易にするもの）など、GGF や OASIS の他の分

野とも関係している。 

CDDLM をプロビジョニングと混同してはならない。後者はより広い意味を持っている。プロビジョ

ニングは、予定された作業を完了するために必要なリソースを取得、管理するプロセスである。バッ

チジョブを走らせるために必要となるリソースには、ハードウエア（たとえばプロセッサ、メモリ、ストレ

ージ、ネットワークリソースなど）、ソフトウエア（アプリケーション、データ、使用可能なライセンスな

ど）、その他の変更・設定が可能な項目（ユーザアカウントなど）がある。プロビジョニングのサイクル

には、以下の作業が含まれる。 

１．タスク開始の一定時間前に、使用可能なプールからリソースをスケジューリングする。 

２．タスク開始時に使用する特定のリソースセットをアロケートする。 

３．アロケートのあとでリソースをデプロイする。 
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４．デプロイされたリソースのライフサイクル、アロケーションした時からタスクが終了する時まで管理

する。 

５．タスクが終了したらリソースを開放する。 

上記のステップのうち、CDDLMは３と５、および4の中でデプロイメントに関連した部分を扱う。１と２

は CDDLM では取り扱っていない。これらの用語やその他の用語については、OGSA 用語集を参

照のこと[1]。 

 

１. CDDLM ワーキンググループと本文書の目的 

CDDLM WG は、サービスのコンフィグレーションを記述する方法、グリッドにサービスをデプロイす

る方法、サービスのデプロイメント・ライフサイクルの管理方法（インスタンスの作成、イニシエーショ

ン、スタート、ストップ、リスタートなど）を扱っている。WG の目的は、サービスの諸分野、アプリケー

ション・コンフィグレーション、デプロイメント・ライフサイクルマネジメントの研究者、開発者、プラクテ

ィショナ、理論家を動員し、同分野のコミュニティがさらに広範囲な努力を必要としている事項につ

いて探ることにある。CDDLM WG では、次の４つの仕様を与えている。 

１）SmartFrog に基づいたコンフィグレーション記述言語仕様[2] 

２）XML ベースのコンフィグレーション記述言語仕様[3] 

３）コンポーネントモデル仕様（コンポーネントの表現と実装）[4] 

４）デプロイメント API 仕様[5] 

 

本文書の目的は以下の通りである。 

１）同じ課題のもとに CDDLM WG のメンバーを招集し、今後の成果物への理解と方向性を共有す

る。 

２）この分野のコミュニティに WG が今後提供していくものについて提示し、コミュニティが早期にフ

ィードバックできるようにする。 

３）GGF の内外における他の RG/WG と連携する場を設ける。 

 

CDDLM とプロビジョニングサイクルの関連性をさらに拡大するため、デプロイメントをプロビジョ

ニングサイクルの一部として位置づける。プロビジョニングサイクルは、データセンタのリソースのア

ロケーションやコンフィグレーションを時間と共に変化するシステム環境や使用負荷に合わせて最

適化するものである。プロビジョニングは、いくつかの段階から構成された概念的サイクルプロセス

である。これらの段階は次のように分けられる（図１参照）。１）実行と監視、２）解析とプロジェクショ

ン、３）リソース・アロケーション計画、４）デプロイメント。プロビジョニングプロセスは、ハードウエアか

らアプリケーションのレイヤに至るまで、対象となるシステムのさまざまなレイヤを管理する。アプリケ

ーション管理レイヤは、アプリケーション・プログラム、コンテンツデータ、特定のアプリケーションの

DBスキーマなどといったコンポーネントを扱う。インフラストラクチャ管理レイヤは、ウェブサーバ、ア

プリケーションサーバ、DBMS などのミドルウエアコンポーネント、そしてオペレ―ティングシステムも
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扱う。さらにインフラストラクチャ管理レイヤは、サーバ、ストレージ、ファイアウォール、ロードバラン

サ、ネットワークスイッチ等のハードウエア・コンポーネント（リソース）も扱っている。 

 

図１ プロビジョニング・レイヤ 

 

本文書の以下の部分では、リソースからコンフィギュレーションやデプロイメントを行うソフトウエアを

表すサービスコンポーネントと、サービスをデプロイするハードウエアリソースを表すサービスコンポ

ーネントを区別して考える。 
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表１ CDDLM の範囲 

 

表１は、CDDLM の範囲を表している。そこにはアプリケーションレイヤとインフラストラクチャレイヤ

の両方に対するデプロイメントのフェーズが含まれている。さらに CDDLM の範囲には、対象となる

環境の中で走っているデプロイされたソフトウエアについて、そのデプロイメントとライフサイクルの

管理を行う基本的プロセス管理も含まれる。 

 

 

図２ プログラム実行環境での使用例 

 

図２は、プログラム実行環境で想定される CDDLM の使用例を示したものである。デプロイメント

とライフサイクルマネジメントのサービスは、スケジューラ、あるいはマニュアル／自動ジョブ管理に

よって起動される。コンフィグレーションは、コンポーネント記述セットの１つとして提供されるリソース

ブローカなどのサービスによって CDDLM の枠外から決められる。CDDLM では、それぞれの対象

コンポーネントの管理は OASIS WSDM 管理インタフェースを通じて行われるものと想定している。 

 

2 機能上の要件 

2.1 基本機能要件 

・サービスコンフィグレーションの記述：CDDLMの仕様により、分散したサービスのコンフィグレーシ

ョンの表し方が記述される。記述には以下の事項が含まれる。 

-サービスのコンポーネントを定める手段。すなわち、あるサービスを構成するにはどのような要素

を組み合わせればよいのかという点を定める手段。 

-各サービスコンポーネントに関連したコンフィグレーションデータを記述する手段。 

-コンフィグレーションデータの要素を互いに関連づける手段。たとえば 1 カ所だけにある必要なホ
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ストの名前を指定するためにこの手段を使うことができるが、記述全体を通じて整合性を持つことが

前提である。 

-サービスの記述を拡張あるいは修正する手段。選択したコンフィグレーションデータの要素を上

書きしたり拡張することで実行する。 

-サービスの記述を組み合わせる手段。たとえば、コンポーネントサービスの記述の組み合わせか

らコンポジット・サービスを規定する。 

 

・サービスのデプロイメント：CDDLMでは、サービスの起動のためにサービスの記述をデプロイする

メカニズムを規定している。このデプロイメント・メカニズムには以下の事項が含まれる。 

-どのサービスコンポーネントにデプロイメントの必要があるかを判断するため、サービスの記述を

解釈する 

-サービスコンポーネントを正しいリソースにロードする手段、およびそこにコンフィグレーションデー

タを与える 

-サービスをリソースからアンデプロイできるようにする 

-サービスをデプロイ、アンデプロイするために、サービスコンポーネントがデプロイメント・メカニズ

ムに干渉できるようにする 

-同じリソースセット内で同時に多くのサービスをデプロイし、管理する 

 

・サービスライフサイクル管理：CDDLMでは、サービスコンポーネントがデプロイメント・メカニズムに

よって管理されるよう、サービスコンポーネントが必要とする動作を指定する。これには以下の事項

が含まれる。 

-明確に定義されたコンポーネントのステートを使った特定のコンポーネント・ライフサイクルモデル 

-ライフサイクルのステート変化に対応する特定のコンポーネント・エントリポイント 

-各コンポーネントのライフサイクル・ステートを決める手段 

-管理インタフェースを通じて、デプロイされたすべてのコンポーネントを見つけ出す手段 

-コンポーネントを不具合からリカバリ（リスタート）させる手段 

 

2.2 セキュリティ要件 

・デプロイメントシステムは以下のようなセキュリティ・プロパティを提供できなければならない。 

-デプロイされたサービスは、外部からの攻撃に対し、リソースにマニュアルインストールされた場合

と比較して、同程度に安全でなければならない。自動デプロイメントだからといって安全性が低くな

ってはいけない。 

-デプロイメントは、信頼の置ける対象リソースに対して信頼の置けるソースから行われなければな

らない。 

-デプロイメントシステム内の管理通信は、互いに信頼の置けるリソースとサービスコンポーネントの

間だけに限定される。 



GFD-I.050                            August 7, 2005 

cddlm-wg@ggf.org         10 

-認可されたユーザは、とくにファイアウォールの後ろから、サービスリクエストをリモートでサブミット

できる。 

-アプリケーションをデプロイする権利を有するからといって、そのアプリケーションやアプリケーショ

ンのデータに無条件にアクセスできるわけではない。 

-アプリケーションとデータは、デリケートなものである。そこには独自のアルゴリズムやクレジットカ

ードの情報などの重要なデータが含まれているかもしれない。したがって、その情報を対象となるホ

ストへ取ってくる際に使用するメカニズムは、安全である必要がある。 

 

・採用されたセキュリティのプラットフォームは、グリッドやウェブの標準的なサービスセキュリティメカ

ニズムと整合性のあるもので、これを利用できるものでなければならない。 

 

・CDDLM の最初の仕様では、デプロイされたサービス（あるいはデプロイされたサービスの集まり）

に対しての信頼性は一階層のみである。すなわち、リソースやサービスコンポーネントは、信頼され

るか信頼されないかのいずれかである。 

 

2.3 リソース管理要件 

CDDLMシステムはリソースを直接管理することはないが、ユーザが必要としマネージャが許諾し

たリソースにおける論理記述・物理記述をシステムが知っておく必要がある。この情報は、アプリケ

ーションのコンポーネントをどこでデプロイするかを決める際に使用する。現時点でデプロイメントの

正確な対象を規定するには早すぎる。これは、OGSA 基本実行サービス（BES）など、関連する WG

で決着がついていないためである。デプロイメントの対象は、物理的リソースであるかもしれないし、

リソースのコンテナかもしれない。CDDLM WG は、デプロイメントのためのインタフェースや対象オ

ブジェクトを厳密に決定する上で、GRAAP や BES などの他のグループと継続的に接触をしていく

予定である。 

・リソースの記述：サービスがデプロイされるリソースの記述 

・パラメータリゼーション：メモリサイズ、プロセッサの種類や速さ、ディスクサイズなどのリソース性

能を記述するパラメータ 

・関連性：社内のコンピュータなど、特定のハードウエアリソース間の関連性 

・組み合わせ：より大きなエンティティを構成するようリソースを組み合わせる 

・インヘリタンス：以前のリソースの記述を継承してリソースに漸進的変化を加える 

・ランタイム・バインディング：ランタイムでのみ知ることができる Web サービスやデータベースサ

ーバのアドレスなど、コンポーネントをランタイムで結びつけられるようにする。 

 

2.4 システムプロパティ要件（非機能性要件） 

CDDLM、とくに基本サービスでは、以下のような非機能面での要件を遵守する必要がある。 

・スケーラビリティ：CDDLM では、スケーラビリティについて制限を与えない。あるいは与えるにして
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も最小限にとどめる。スケーラビリティは、基礎にあるネットワーク・インフラストラクチャとそれがサポ

ートするトランスポート・プロトコルによって制約を受けるものだからである。唯一の例外が、ランタイ

ム・バインディングである。ランタイム・バインディングは、レイジーな依存関係を分解するためにデ

プロイメントを遅くすることがある。 

・高アベイラビリティ：CDDLM は、デプロイメントのリクエストに対して高いアベイラビリティを保持し

なければならない。とくに、リクエストの負荷や不具合が高い場合でも CDDLM はこれに対応しなけ

ればならない。 

・自己修正：CDDLM は、不具合が生じた際にサービスを修正できなければならない。たとえば、一

部分が機能しなくなったり、他の複製された CDDLM の基本サービスにリクエストをリダイレクトした

場合に、CDDLM が自らのインフラストラクチャを再起動する必要がある。 

・障害復旧：CDDLM は、大きな障害が発生した場合でも機能を継続し復旧することができなけれ

ばならない。すなわち最低限でも、デプロイメントサービスの重要な部分に不具合が生じた場合、

サービスを複製するサポートや、復旧のためのおそらくより複雑なサポートを提供する必要がある。 

・完全自動化：CDDLM は、求められない限りはユーザ入力を必要としない完全自動化を行う。とく

に、他のサービスをデプロイしたり、不具合からの復旧やプロビジョニングのリクエストに応える作業

などを自動で行うことができなければならない。CDDLM の基本サービスは、短期的リクエストから

長期的実行までさまざまな時間レベルでこれらを遂行する必要がある。また、自動化されたビルド

プロセスの間などに、デプロイメントがプログラムによって起動されることが可能でなければならな

い。 

・使用性：システムは、エンドユーザがシステムの詳しい知識なしに使う上で、十分シンプルである

必要がある。言語と管理のプロセスは、どちらも学習したり使用したりする上で比較的簡単なもので

なければならない。 

 

2.5 コンフィグレーション記述言語（CDL）の要件 

宣言型記述：コンフィグレーションの記述は、宣言型である必要がある。この記述は、一連のオペレ

ーションではなく、リソース間の依存関係を記述する一組の宣言でなければならない。この宣言型

記述は、デプロイメントやライフサイクルマネジメントのため、CDDLM の実装が分散したリソースを

横断して作業の正しい順序立てを動的に行うことができるよう、十分な情報を提供する必要があ

る。 

XML ベース：この言語は XML ベースでなければならない。よくできた記述は、よくできた XML ドキ

ュメントであるべきである。また、通常のプラットフォームで広く使用されている、Webサービスに適し

た XML のサブセットである必要がある。とくに、XML スキーマ（WXS）は、CDL 言語の構文を記述

するのに適している。ただし、そのフォーマット（ファセットやアンサインドロングなど）の問題箇所は、

可能であれば避けなければならない。 

XML フォーマットは、ネームスペースを知っている必要がある。各バージョンの CDL では、要素

や属性のためのそれ自身のネームスペースを定義する。CDL の実装では、ネストしたデータを適
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切な他のネームスペースで処理することを想定する必要がある。この言語はまた、安全なコンテク

ストで解釈されるよう、設計する必要がある。安全なコンテクストでは、エントリの拡大やスキーマや

ファイルをリモートで取り込むことが可能であるが、それは管理された方法で行われなければならな

い。 

モジュール方式：CDDLM がデプロイするサービスは、複数のサブシステムから構成されていること

がある。CDL は、モジュラー方式で各サブシステムを表現できなければならない。 

記述には以下の点が含まれる必要がある。 

・各サブシステムのコンフィグレーション（コンフィグレーション・パラメータの定義） 

・（コンフィグレーション・パラメータやライフサイクルのステータスといった点での）サブシステム間

の依存関係 

動的コンフィグレーション：CDL は動的なコンフィグレーションの以下のような使用例に対して適用

できなければならない。 

・いくつかのコンフィグレーション・パラメータ値は、デプロイメント・タイムの前に決定することはで

きない。 

・コンフィグレーションはランタイムで変わる可能性がある。 

・環境に変化が生じる。（たとえばシステムの不具合） 

・CDDLM の実装に変化がある。 

整合性：CDL は、CDDLM の実装がパラメータ間の整合性を管理できるよう、コンフィグレーション・

パラメータ値の間の依存関係を決めることができなければならない。 

CDL は、依存関係の記述について次の点をサポートしている。 

・他のコンフィグレーション・パラメータから導き出した値のアサイメント 

・値が満足すべきインテグリティ制約（アサーション） 

（注意：これは値や変化のプロパゲーションが一方向であることを意味する） 

パラメータ値は次の時にアサインされ、検証される。 

・定義の時間（バインディング時間） 

・デプロイメント・タイム 

インテグリティ：CDDLM の実装は、複数のコンポーネントに対し、ライフサイクルのステータス（イン

スタンスを作成した、初期化した、作動中など）のインテグリティを管理する必要がある。CDDLM の

実装がサービスをデプロイ、開始、復旧、停止、削除するための一連の作業を正確に生成するよう、

CDL が保証しなければならない。 

CDL は以下のインテグリティの機能をサポートする。 

・コンポーネントの状態を変える前に、必要なコンフィグレーションが正しく行われたことを

CDDLMの実装が確認できる。（たとえばコンポーネントAはBが初期化される前に作動している

必要がある、など） 

・CDDLMの実装が、デプロイメント作業の際にサービスをデプロイできないことを検知した場合、

その作業を安全にキャンセルできる。（たとえばすでにデプロイしたコンポーネントを削除する、
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など） 

・コンポーネントの状態が環境によって変わり（たとえばコンポーネントがシステムの不具合により

役に立たなくなった場合など）、その結果インテグリティが損なわれた場合、CDDLM の実装はイ

ンテグリティを復活させる一連の作業を生成することができる。（たとえばコンポーネントを正しい

順番でリスタートさせる、など） 

コンポーザビリティ：サービスコンフィグレーションの記述全体は、複数のコンフィグレーション・ベン

ダが提供する複数の記述を組み合わせて構成する必要がある。CDL では、既存の記述を参照す

ることで新しく組み合わせた記述を定義する方法が与えられていなければならない。たとえばユー

ザは、コンフィグレーション・パラメータおよび（または）コンフィグレーションの依存関係を追加したり

無効にしたりするなどして、システムベンダが提供したコンフィグレーション記述をカスタマイズする

ことができる。 

発見（参照およびバインディング）：CDL では以下の点がサポートされている必要がある。 

・外部のコンフィグレーション記述の参照 

・コンポーネント（デプロイされるパッケージ）の参照・コンポーネントのデプロイメント機能を提供

するサービスの参照 

セキュリティ：CDDLMのセキュリティに関する要件は、Webサービス／グリッド／XMLのセキュリティ

標準を CDL に組み込むことで達成すべきである。 

拡張性：CDL は、ユーザが拡張性の要素を記述に取り入れることができるようにする必要がある。

たとえば、ユ―ザがセキュリティやポリシーの記述を追加する必要が出てくることもあるはずである。 

 

2.6 サービスインタフェース要件 

CDDLMサービスに対する通信は、WebサービスSOAPインタフェースを通じて行われる。このサー

ビスインタフェースの要件を以下に列記する。 

・ファイアウォールを通じたリモートアクセスをサポート 

・グリッドや Web サービスのセキュリティモデルとの統合 

・メッセージが盗聴されたり、いたずらされたり、再生されることがあってはならない。また、よく知

られた外部攻撃に対して強くなければならない。 

・メッセージは冪等である必要がある。 

・ステータス情報は機械が読める形式で提供されなければならない。 

・デプロイやアンデプロイの作業がサポートされていなければならない。アンデプロイは、データ

の残ったリソースをきれいにするものである。 

・インタフェースは拡張性が必要（言語、おそらくはアクション） 

・サービスが他のサービスを通じてデプロイするための十分な機能（連鎖法） 

・ライフサイクルのイベント／ステータスの変化通知がプロパゲートする必要がある。 

・ファイルのリモートシステムへのアップロードがサポートされている必要がある。 
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3 使用例 

使用例に関しては、OGSA の使用例[6]に基づいている。 

3.1 グリッド環境における Web サービス 

3.1.1 概要 

Web サービスを使えば、グリッド環境内のいかなるリソースでも表示し、仮想化することができる。

リソースとは、実際に動いているアプリケーション・プログラム、ミドルウエア、オペレーティングシステ

ム、さらにはサーバ、ストレージ、ファイアウォール、ロードバランサ、ハブスイッチなどのハードウエ

アを指す。 

アプリケーション・デプロイメントのコンテクストでは、デプロイされるアプリケーションやサーバのコ

ンフィグレーションを定義するなど、いくつかのアクションがデプロイメントに含まれる。デプロイメント

では、デプロイされるすべてのコンテンツを集め、それを適切な順序でホスティング環境に送り、そ

してミドルウエアやアプリケーションをイニシエートする。 

プロビジョニングのコンテクストでは、システムコンフィグレーションを定義するなど、アプリケーシ

ョン・デプロイメント上でのアクションがデプロイメントに含まれる。ファイアウォールやその他のハー

ドウエアの設定、決められた設定すべてを適切な順番でダウンロードしセットアップすること、設定

の施行など、これらを目的としたネットワーク構造やアクセスポリシーもこのシステムコンフィグレーシ

ョンの 1 つである。 

 

3.1.2 ユーザ 

Web サービスは抽象化されたモデルであるため、グリッドコンピューティングの幅広いユーザ全

体を考慮する必要がある。本節では、大規模アプリケーション開発と品質保証（QA）の両方のシナ

リオを考えることにする。この場合ユーザは、アプリケーション開発エンジニアあるいはQAエンジニ

アのいずれかである。データセンタのオペレータなどは、データセンタ・プロビジョニングのシナリオ

に登場する別のタイプのユーザである。これについては次の節で検討する。 

アプリケーション開発の際や大規模システム・シナリオの QA の間は、エンジニアは、ハードウエ

ア、オペレーティングシステム、ミドルウエア、ネットワークを適切に設定するために、アプリケーショ

ン・プログラムを繰り返しアップデートし、ダウンロードする。エンジニアはまた、多くの異なるコンフィ

グレーションでアプリケーションを吟味するため、将来の使用に予想される数多くの異なる環境に

おいて正確な実行を保証することができる。 

通常のアプリケーション開発部署や QA 部署では、エンジニアは長期間にわたって多くのアプリ

ケーションを扱わなければならない。他のシステムでこれまで使っていた定義を再利用できるよう、

あらゆるコンフィグレーションを定義する上で、整合性のとれた再使用可能な方法が必要となる。ま

た、対象となるアプリケーション特有の違いだけを定義する必要がある。いくつもの共通点のある多

くの異なるコンフィグレーションを調べる際にも、この方法は有用である。 

 

3.1.3 シナリオ 
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1) コンフィグレーションの定義 

エンジニアは、GUI やテキスト形式の定義言語のツールで、アプリケーションやシステムのコンフ

ィグレーションを最初に定義する。過去に行われた定義や別の場所での定義を参照することもでき

る。また、既存の定義を拡張、修正したり、そこから新しい定義を導出したりすることもできる。このこ

とは生産性を高め、定義に混入しうる新たなエラーを低減することにつながる。エンジニアはまた、

システムをいかに適切に設定し、アプリケーションをいかに転送しイニシエートするかといった手順

についても、適切に定義しなければならない。 

2）アプリケーション・プログラムを書く、修正する 

これは通常のソフトウエア開発に近い。エンジニアは、使い慣れた開発環境でいかなるアプリケ

ーションでも書くことができ、仮想的にコンパイルすることもできる。 

3）システムコンフィグレーションのセットアップ 

エンジニアが最初のコーディングを終えると、ホスティング環境をハードウエア、オペレーティング

システム、ミドルウエアに合わせて適切に設定する必要がある。このコンフィグレーション・セットアッ

プの全プロセスは、エンジニアがデプロイメントを開始した際に自動的に行われる。 

4）プログラム転送とテスト 

システムが適切にセットアップされた後は、自動的にアプリケーション・プログラムの転送をシステ

ムが開始する。プロセス定義に従って、システムはソフトウエアコンポーネントの転送と起動を計画

する（順序付け作業も含む）。 

エンジニアは、転送する時間を節約するため、次の段階で使うことのない不要なコンテンツや変

更を行わないコンテンツを転送せずにコンテンツの部分転送を行うことができる。 

5）他のコンフィグレーションのテスト 

エンジニアは、さまざまな理由でコンフィグレーションを変更したい場合がある。デバッグの際に

コンフィグレーションに誤りを見つけ、修正する必要が出てくることもある。また、異なるコンフィグレ

ーションによるアロケーションを検討したいと考える場合もある。そのためシステムは、新しいコンフ

ィグレーションを指定することで、適切な順序に並べられたアクションにより、自動的にコンフィグレ

ーションを変更することが可能である。 

6）作業サポートとメンテナンス 

コンフィグレーション定義は標準に準拠しているので、他社の環境にも適合するべきものである。

したがって顧客や作業サポート会社、メンテナンス会社などに、アプリケーションコードと一緒にコン

フィグレーション定義を受け渡すことができる。これによりそのアプリケーションは、シームレスにこれ

らの会社に転送され、サポート、メンテナンスを受けることができるのである。 

 

3.2 商用データセンタ 

3.2.1 概要 

今日の商用データセンタは、さまざまなタイプのホスティングサービスを提供している。それらは、共

有、コロケーション、管理インフラストラクチャ、アプリケーションホスティングの 4種類に分類できる。 
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・共有サービスは、低コストの初心者向けウェブホスティングサービスを提供するサービスである。

各ユーザウェブサイトに別々のコンピュータを使用する代わりに、数十ものサイトを同じ物理的サー

バに同居させる。 

・コロケーションサービスでは、ユーザはサービスプロバイダからラック、ケージ、キャビネットを借り

受け、データセンタに自分のサーバを設置することができる。そして自前の技術者を送り込み、メン

テナンス作業や不具合に対処させることができる。 

・管理インフラストラクチャサービスは、ウェブサーバ、データベースサーバ、アプリケーションサー

バ、サーバ・コンフィグレーション、システムオペレーション、セキュリティ、監視、リポート、ネットワー

クなどの、専用ホスティングサービスである。 

・アプリケーションホスティングサービスは、アプリケーションホスティング環境にある。この環境では、

データセンタは専用のサーバやアプリケーションを使い、アプリケーションや基盤となるインフラスト

ラクチャの日々のオペレーションやメンテナンスをすべて引き受ける。 

 

ソフトウエアのデプロイメント、コンテンツ、システムコンフィグレーションのセットアップは、管理イ

ンフラストラクチャサービスやアプリケーションホスティングサービスで重要な役割を演じる。データ

センタは、ユーザのリクエストに応じて、ハードウエアとソフトウエアの両方に適切なシステムコンフィ

グレーションを提供する。ハードウエアコンフィグレーションには、ロードバランサ、ファイアウォール、

VLANスイッチなどのコンフィグレーションが含まれ、これによりユーザは1つの安全な独立したネッ

トワークパーティションを持つことができる。このネットワークパーティションは、データセンタの外部

に対して、適切に保護された状態で接続されているものである。ソフトウエアコンフィグレーションに

は、オペレーティングシステムやミドルウエアなどが含まれる。さらに、アプリケーションホスティング

サービスの場合は、アプリケーションソフトウエアも含まれる。 

自動デプロイメントは、少なくとも次の 3 つの点においてデータセンタのビジネスにとって重要と

なる。今日のデータセンタでは、ユーザのリクエストを受けてからデプロイメントを完了し、機器とソフ

トウエアのすべてをセットアップするまでかなりの時間（たいていの場合数週間）かかる。この準備期

間は、リソースの利用に直接影響が及ぶため、ユーザにとってもデータセンタにとっても重要である。

デプロイメントの正確性もまた、データセンタビジネスにとって大切な点である。今日の典型的なデ

ータセンタにおけるデプロイメントプロセスは、多くのマニュアル作業を必要とする。この作業にはサ

ービスの誤設定につながりかねないミスを犯す危険性が多く含まれている。データセンタは、新し

いコンフィグレーションをテストするために十分な時間を割く必要がある。セキュリティもこのビジネス

に重要な問題である。ソフトウエアとデータは、データセンタの外部から保護されなければならない

だけでなく、場合によってはデータセンタのオペレータからも保護される必要がある。これは、デー

タセンタのユーザに対して秘密にすべき情報が含まれているからである。 

 

3.2.2 ユーザ 
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データセンタのオペレータは、2 つの側面からデプロイメントを取り扱う。オペレータが新しいシス

テムコンフィグレーションのリクエストを受け取ると、そのユーザのリクエストをデプロイメントサービス

の入力となるコンフィグレーション定義に読み替える。デプロイメント・コンポーネントの数は、デプロ

イメントの範囲によって、数十から数千になる。準備が整うと、ソフトウエア、データ、ハードウエアの

それぞれのコンフィグレーションが対象となる環境にデプロイされる。これはオペレータがマニュア

ルで行うことも、管理システムが自動で行うこともある。 

 

3.2.3 シナリオ 

1）コンフィグレーション定義 

システムコンフィグレーションの要件について、ユーザがデータセンタのエンジニアに話を持ちか

けたとしよう。その際、性能、信頼性、アベイラビリティの要件は、サーバハードウエア、データストレ

ージ、サーバ間帯域幅などの種別、そしてデータセンタ外へのチャネルなどといった特性のシステ

ムコンフィグレーションに読み替えられる。これはさらに、二重サーバや RAID ストレージなどの高い

信頼性を目的とした特定のコンフィグレーションに対する要請や、高性能を目的としたサーバアレ

イに対する要請などにつながる。 

ソフトウエア要件には、アプリケーションが置かれるウェブサーバ、アプリケーションサーバ、

DBMS などのオペレーティングシステムやミドルウエアの種別やバージョンも含まれる。ユーザはま

た、ウェブサーバ、DBMS の初期データコンテンツも指定してくる。そのコンテンツ情報には、ミドル

ウエアのための初期セットアップデータやユーザレジストリなども含まれている。コンテンツの一部が

データセンタのオペレータに対して機密である場合もある。 

これらの要件は、データセンタのエンジニアが GUI やテキスト形式の定義言語を使って、一組の

コンフィグレーション定義に読み替えられる。 

近い将来、完全に自動化されたユーティリティコンピューティングが実現する前に、ユーザは特

定のアプリケーションのためのコンフィグレーションを複数種類用意するよう求めることがあるだろう。

これによりユーザは、たとえば生産とシステムテストの間で切り替えを行うなど、コンフィグレーション

間の切り替えができるようになるからである。 

 

2）デプロイメント 

データセンタのオペレータは、コンフィグレーションの定義に基づいて、そのコンフィグレーション

をセットアップし、設定されたハードウエア上のソフトウエアやコンテンツをデプロイする。オペレー

ティングシステムやミドルウエアなど、ソフトウエアの一部は設定済みのサーバにすでにインストー

ルされていて、インストールの手間がかからない場合もある。 

オペレータは、デプロイメントに使用できる必要なハードウエアをアロケートする必要がある。これ

はオペレータがマニュアルで行うこともできるが、管理システムが自動で行うこともできる。 

オペレータは、コンフィグレーションの定義に基づいて、ハードウエアをセットアップし、そのハー

ドウエア上の必要なソフトウエアすべてをデプロイする。この作業は完全に自動化されているものと
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想定されている。ユーザが保有するすべてのアプリケーションソフトウエアとコンテンツは、デプロイ

メントの前に、データセンタやデータセンタからアクセスできる場所に転送する必要がある。デプロ

イメントはオペレータが起動することができる一方、自動で起動することもできる。 

 

3.2.4 関連リソース 

デプロイメントに関与するリソースの種類は、データセンタが提供するサービスの種類によって変

わる。最低限のシナリオでは、デプロイメントシステムはデプロイされたアプリケーションソフトウエア

のみを扱う。この種のシナリオでは、デプロイメントシステムは、アプリケーションソフトウエアのバー

ジョン、そしてそのソフトウエアが必要とする初期パラメータやデータを管理する。ミディアムレンジ

のシナリオでは、ウェブサーバ、アプリケーションサーバ、DBMS など、さまざまな種類のインフラスト

ラクチャソフトウエアのデプロイメントが含まれている。こうしたシナリオの多くは、ソフトウエアとともに

初期データやユーザレジストリのデプロイメントも必要とする。フルレンジのシナリオでは、サーバ、

ストレージ、ロードバランサ、ファイアウォール、ネットワークスイッチなどのさまざまなハードウエアの

セットアップも含まれる。 

 

3.3 IT インフラストラクチャと管理 

3.3.1 概要 

大企業の中では通常、オペレーショングループと IT グループが独立して設置されており、これら

はエンドユーザの計算リソースに対するデータセンタの作業を管理する仕事を別々に任されている。

エンドユーザの計算リソースには、各部署のサーバやワークグループのサーバも含まれる。中小企

業では、これらのサービスは 1 つの部署に統合されている場合が多い。ここで扱う使用例では、IT

領域に重点を置き、さらに場合によっては、上述のデータセンタでの使用例のように、データセンタ

が提供するサービスへのより広範囲なインタフェースにも焦点を当てる。 

現在幅広く用いられているケースでは、通常次の分野の IT 問題を扱う際にシステム管理ソフトウ

エアが使用されている：コンフィグレーション管理、ソフトウエア・ディストリビューション、アセット管理、

ライセンス管理、ヘルプデスク。CDDLM では、おもにコンフィグレーション管理とソフトウエア・ディ

ストリビューションに重きを置くことになるが、残りの機能の多くについてもグリッドのどこか別の場所

で使用できるようになるはずである。 

通常の使用パターンでは、エンドユーザはある代表的なサービスに接続する必要がある。ユー

ザはまず、サービスとのやりとりのために正しいソフトウエアにアクセスできなければならない。これ

はすなわち、エンドユーザのワークステーションに対して、アプリオリに、あるいは特定のサービスが

使用された際に、従属コンポーネントをデプロイする必要があるということを意味する。また、このサ

ービスはいくつかのサービスコンフィグレーションの 1 つであるかもしれない。サービスが、ある特定

のサーバやサーバ群、メインフレーム、スーパーコンピュータに格納されていることもある。さらに、

あるワークグループの使用できるワークステーション群で走らせることもある。これらのいずれのシナ

リオにおいても、正しいソフトウエアのデプロイメントやコンフィグレーションを行うこと、そしてサービ
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スの最中での管理を確実に行うことが重要である。これらのインスタンシエーションは、複数のジョ

ブが複数の計算クラスタに渡ってLANやWANを張り巡らしている中で、グリッドのより広いコンテク

ストの範囲内で管理することが必要である。 

 

図 3 IT インフラストラクチャと管理 

 

IT の役割はエンドユーザのニーズに確実に応えることである。ユーザからは責任をもってデプロ

イメントの作業や、そのデプロイメントをデータセンタのオペレーション部門のスタッフと調整すること

が求められる。デプロイメントがデータセンタでおもに行われるとしても、IT はコンフィグレーション、

デプロイメント、イベントの情報にアクセスする必要がある。 

 

3.3.2 ユーザ 

この使用例での最終的な顧客は、物理的サービスそのものを消費する企業の知識労働者であ

る。企業の IT スタッフとオペレーションスタッフも参加者の一員である。多くの企業では、ソフトウエ

ア開発チームが顧客のためのサービスのデプロイメントやコンフィグレーションで中心的な役割を

果たしている。 

知識労働者は、業界特有の仕事を行うためにグリッド上の抽象サービスと毎日やりとりを行う。こ

れらのサービスは、処理を行うコマンドをバッチ指向であるいはリアルタイムでサブミットするもので

ある。ユーザは物理的実行環境をこれらのサービスのために作るよう要請し、また、ソフトウエアをコ

ンフィギュア、デプロイするよう求める。実行の間、エンドユーザは実行仮定を監視し、最終処理ま

で見守る。 

多くの企業の体制では、こうした利用のシナリオは、たいていの場合 1 つの物理的サイト内で済

まされることになる。しかし、中央リポジトリあるいはリモートリポジトリへのアクセスは、データ、あるい

はメインフレームや専用計算クラスタなどの特別な計算リソースにアクセスする上で必要になること

が多い。このシナリオに参加しているユーザの数は非常に多く、たいていの場合 1 つのオフィス施

設または1つのサイトあたり数千人にものぼり、しかも世界にはそうしたサイトが数十、数百とある。さ
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らにそこには、大きな計算施設のある中央データセンタサイトが1つあるいは複数設置されているこ

とが普通である。 

 

3.3.3 シナリオ 

1）一般サービス 

世界的な投資銀行のある為替トレーダが、毎日変動する為替を評価する新しいモデルを考えて

いた。彼はこのモデルについてエンジニアリングチームと協議し、サービスを開発するよう依頼した。

そのサービスが設計され、その要件はオペレーションチームによって検討された。そのサービスは

データセンタに置かれ、世界の為替価格のこれまでのデータベースにアクセスする専用サーバ群

に配置することにした。 

トレーダは、サービスが使えるようになるのを待っていた。エンジニアリングチームは、ウェブベー

スのユーザインタフェースを作り、トレーダが異なるコンフィグレーションでサービスのインスタンスを

作成できるようにした。さらにトレーダには、さまざまな種類のクエリをいろいろなパラメータや形式

でサブミットできる画面も用意された。しかしトレーダの個人的 PC には一般的な使用目的のウェブ

ブラウザ以外に必要なものはなかった。 

 

2）エンドユーザ・デバイスデプロイメント 

その為替トレーダは、モデルの性能に満足し、サービスを走らせて得られた結果を解析するオン

ライン解析処理（OLAP）を行う必要があると判断した。エンジニアリングチームは、そのサービスを

フロントエンドするための Visual Basic アプリケーションを構築することを提案した。銀行からは変動

する為替を表示する画面が送られてくるため、彼はそのサービスに常時アクセスできるようにしてい

る必要があった。 

サービス開発の一環として、彼はエンジニアリングチームに対し、彼が使っているワークステーシ

ョンに必要に応じてデプロイできる1つのサービスとしてその解析アプリケーションをモデル化し、コ

ンフィギュアするよう依頼した。こうして、彼がそのサービスをウェブから起動すると、彼のワークステ

ーションは OLAP アプリケーションにあわせて設定されるようになった。 

 

3）ハイエンド P2P 計算サービス 

その為替トレーダは、自分のモデルが長期にわたる取引には有効だが、毎日の取引活動には

向いていないと判断した。そこで彼はモデルを修正することにした。この修正では、過去の履歴デ

ータを必要としない代わりに多くの同時計算パワーを必要とすることになる。彼は上司と話し合った。

上司は、彼が取引を行っている間は使われることのないその部署の余分なワークステーションを使

うよう提案した。 

エンジニアリングチームは、一度に複数のマシンにデプロイできるようサービスを修正する方法

について議論した。エンジニアリングチームはその答をオペレーションチームに伝え、さらにオペレ

ーションチームは IT スタッフにその要請を送った。IT スタッフとオペレーションチームは、チームの
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ワークステーションをいかにしてデータセンタのリソースマネージャの管理下に置くかを話し合った。

あるいは別のリソースプールを構築した方がやりやすいかどうかを議論した。 

チームはローカルのリソースマネージャを利用することに決めた。リソースマネージャは、為替取

引チームのワークステーションから得たリソースだけに特化したものである。トレーダがシミュレーシ

ョンを行うと、リソースマネージャが使用できるワークステーションあるいはその一部をアロケートし、

サービスのデプロイメントと起動を行う。 

 

3.3.4 関連リソース 

これらのシナリオでは、グリッドシステムは非常に多くのさまざまなリソースを管理しなければなら

ない。データセンタではいくつかの異なるハードウエアシステムがストレージ、クエリ、計算のために

使用されている。しかしシステムはおもに、サービスコンポーネントの正しいコンフィグレーションを

確実に行うことに責任がある。アベイラビリティ、および（あるいは）ストレージシステムなどの他のコ

ンポーネントへのコネクティビティをシステムが保証する必要があるものの、過去の市場データが安

定したストレージ施設に保管されているということが前提になっていることが多い。 

Web サービスのデプロイメントと管理は、そのライフサイクルとエンドユーザのソフトウエアコンポ

ーネントを通じて行う必要がある。そしてそのソフトウエアコンポーネントは、ユーザの PC に影響を

持つシナリオにあわせて管理されているものである。ピアツーピア・システムの場合、ピア・ワークス

テーション全体が、アプリケーションソフトウエアと Web サービスライフタイムを通じて、オペレーティ

ングシステムから管理されなければならない。 

その性格上、コンポーネントは高度に分散している。さまざまなネットワーク・セグメントに置かれ

ていることが多く、たいていの場合地理的に分散している。 

 

3.3.5 使用例の状況解析 

リソース管理サービスなど、これにさらに上積みするバックグラウンドサービスを現在まで数多く

検討してきた。しかし、これまで実際に何がどの程度実装されてきたかは明らかではない。 

 

3.4 ユーティリティコンピューティングモデル 

3.4.1 概要 

最近ユーティリティコンピューティングがかなり認知されるようになってきた。ユーティリティコンピ

ューティングは、データセンタをうまく利用（整理統合）することで計算リソースに一度接続すれば何

度でもプロビジョニングでき、ユーティリティのように計算リソースを扱うことのできるモデルである。

おもな利点としては、コストを低減できることがあげられる。同じ数の IT を使い、同じ物理的スペー

ス、同じパワー消費にも関わらず、より多くのシステムをサポートできるからである。このモデルでは、

自動的にすばやくシステムインストール（再パーティショニング、プロビジョニング、アプリケーション

やサービスのインストール、管理など）ができることが重要である。 

ユーティリティコンピューティングをデプロイメントに関係づける 1 つの方法は、PlanetLab、仮想
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化マシン、一般のグリッドのような他のアーキテクチャのニーズと同類のものである。これらのどのア

ーキテクチャでも、リソースのサブセットを獲得すること、必要なソフトウエアをデプロイすること、需

要が変化した場合にリソースのプロビジョニングを継続すること、などのニーズがある。図 4 にユー

ティリティコンピューティングモデルが示されている。 

 

図 4 ユーティリティコンピューティングモデル：このモデルは、仮想化に基づいてデータセンタのリ

ソースの整理統合を可能にするものである。自動的なコンフィグレーション、デプロイメント、ライフ

サイクルマネジメントが重要な役割を果たす。 

 

3.4.2 ユーザ 

ユーティリティコンピューティングモデルにおけるCDDLMの利用者は、さまざまな技術力や管理

能力を持った次のような参加者から構成されている。 

ユーティリティ管理者：ユーティリティ管理者はおそらくもっとも技術力のある利用者であり、ユー

ティリティや CDDLM の使用をもっとも左右する存在である。ユーティリティの所有者は、ユーティリ

ティの部分を再パーティショニングし、別々のサービスプロバイダに再アロケートすることができる。

彼らはまた、これらのパーティションを何人かのユーザが使用した後に削除し、そこにデフォルトの

形、あるいはカスタマイズした形でインストールを行うことができる。さらにユーティリティの所有者は

CDDLM を使い、管理目的でユーティリティ固有のサービスを運用することができる。 

サービスプロバイダ（SP）：SP は、パーティション内でサービスを提供するためにユーティリティの

一部を貸し出したり所有したりすることができる。SP は、アロケートされたパーティション内で、ユー

ザに提供するのに必要なサービスをインストールする。負荷が変動するに従い、SPは、必要なサー

ビスをインストールしデプロイするリソースの貸し出しを、増やしたり減らしたりすることができる。 

サービスユーザ：サービスユーザは（SPやユーティリティ所有者と比べて）CDDLMに最小限のア

クセスしかできない。そして通常は、追加コンポーネントの要請に応じてサービスを拡張したり、コン

フィグレーション・パラメータを変更することができる。この機能のほとんどは、SP が有効にしてサー

ビスユーザが起動するものである。 

 

3.4.3 シナリオ 
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1）ユーティリティデータセンタの動的プロビジョニングのサポート 

あるサービスプロバイダは、提供するサービスが人気を集め負荷が上昇していることを目の当た

りにした。幸い、SP が計算ユーティリティの所有者と話し合い、必要に応じてキャパシティを拡大す

る合意を取り付けていた。負荷が限界値を越えると、追加するサーバを使用可能なリソースプール

に要求する。そして数分以内に必要なシステムとアプリケーションソフトウエアとともにサーバがイン

ストールされる。しばらくしてこのサービスへの関心が低下し、負荷が限界値を下回ることとなり、余

分なリソースが使われなくなる。CDDLM を使うことで、余分なリソースはリリースされ、数分のうちに

消し去られる。 

このシナリオでは、CDDLMはリソースのアロケーションをする上で他のプロビジョニングツールの

力を借りるが、サービスの必要に応じたコンフィギュアやデプロイ、アンデプロイは CDDLM が対応

する。 

 

2）複数のユーティリティデータセンタを横断する動的プロビジョニングのサポート 

あるサービスプロバイダが、世界中でサービスのインストールを行った。このサービスの人気が高

まり、世界中で金額が変動するようになると、彼はあまり使われていないサイトに負荷を移動させる

ことでお金を節約できることに気づいた。ヨーロッパでの負荷が高まり、彼は平均的なユーザの応

答時間をあまり低下させることなく、いくつかのサービスをアメリカにデプロイした。SLA を遵守せず、

通常、貴重なリソースをローカルにオンデマンドでアロケーションするリクエストだけがリモートサイト

に移され、そこでは同じサービスがオンデマンドでデプロイされる。CDDLM を使ってリソースはデ

プロイされ、サービスプロバイダの利益を最優先してオンデマンドに応じてあちらこちらでリリースさ

れる。 

このシナリオでは、CDDLMはリソースのアロケーションをする上で他のグリッドプロビジョニングツ

ールの力を借りるが、サービスの必要に応じたコンフィギュアやデプロイ、アンデプロイは CDDLM

が対応する。 

 

3）サービスのデプロイメント 

ある企業が、複雑で大きなサービスをデプロイしている。このサービスは、数多くの外部サービス

に依存したものである。個々のサービスは信頼の置けるものであるが、新しくデプロイしたサービス

の信頼性は、当初はあまり高くない可能性がある。（同じシナリオは、最初のサービスデプロイメント

の際にも考えることができるが、そのコードはまだ安定したものではない。）ユーティリティはベータ

テストのコンフィグレーション用にパーティショニングされ、そこで実行されるサービスにはとくに注

意が払われる。これらのサービスは厳重な監視が行われ、いずれかのサービスに不具合が生じた

場合には、そのサービスに依存する別のサービスとともに再度デプロイする。それらのサービスが

安定しても監視は続けられるが、ハートビート、複製、その他の信頼性に対するサポートは回数を

削られる。 

このシナリオでは、ライフサイクルマネジメントが予定していたイベントだけでなく予想外の不具合
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にも責任を負う。その場合サービスは、不具合が生じるとあらゆる依存関係を確実に保ったまま再

度デプロイされる。そして不具合の生じたサービスに依存したサービスも再起動される。 

 

3.4.4 関連リソース 

このシナリオでは、CDDLM はユーティリティコンピューティングリソースをまとめて管理する必要

がある。この種のリソースにグリッド標準を使うおもな利点は、ユーティリティ間のサブミッションにあ

る。これによりユーティリティを横断してサービスをデプロイできる。その場合、分散したユーティリテ

ィは地理的に離れ離れになっており、別の大陸に存在することもありうる。 

 

3.5 複雑なビジネスサービスの使用例 

3.5.1 概要 

複雑なビジネス・コラボレーション（このグリッド使用例の範囲内の話だが）は、複数のグリッド・タ

イプ、複数のグリッド・ユーザ、および複数の利用モデル（バッチおよびリアルタイム）を組み合わせ

たものである。このコラボレーションの管理と調整には、分散したリソースセットを束ねるだけでなく、

いろいろな抽象化を必要とする問題がある。この抽象化は、一部のユーザにとってはハイレベルな

ものであり、別のユーザにとっては複雑で詳細なものである。この使用例の要点は、意味のあるビ

ジネスタスクを行うために既存のサービスを動的にプロビジョニングすることにある。この既存のサ

ービスは、ソフトウエア（パッケージソフトウエアや社内ソフトウエア）、データ、ハードウエアを組み

合わせる。動的なプロビジョニングは、多くの設定（国ごと、地域ごと、あるいは集中型）において繰

り返し行われることが普通であり、標準化のための共通コンフィグレーションを保証するものである

（そして既存のワークから構築できるコンフィグレーションモデルを推進するものである）。 

このデプロイメントは、従来のハードウエアやインフラストラクチャソフトウエアのデプロイメントから

抜け出し、既存のリソースの動的デプロイメントによる動的なシステムプロビジョンのモデルを目指

すものである。 
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図 5 複雑なビジネスサービスの概略図 

 

この図では、互いに関連する4つのユーザグループを1つの大きな組織で表現している。ある国

のグループC3が人、アプリケーション、ハードウエアのリソースを組み合わせて使用するプロセスを

実行し、あるタスクを行っているとする。C3 に依存しているある地域（複数の国にまたがる地域）の

グループRが、国のタスクが終了した時点で、そのタスクから得たアーチファクトXを用いて同じよう

なタスクを行う。他の2つの国のグループも図には描かれているが、計算キャパシティ（マシン）のプ

ロビジョンニングを除いて、このシナリオには関与していない。 

 

3.5.2 ユーザ 

この場合のユーザとは、サービスのコンシューマである。ユーザは、技術的あるいはビジネス的

な観点でプロセスを監視し、プロセスが終了するのを（そしてその結果出てくるオンライン・タスクリ

ポートあるいは印刷されたタスクリポート）を待つ。サービスコンシューマは、正式なビジネス要件や

その場だけのビジネス要件からコンフィグレーションを定義するため、ビジネスアナリストと作業を行

うことがよくある。 

システムマネージャは、ライブシステムの監視と問題調査のため、コンフィグレーションとライフサ

イクルマネジメントを使用する。 

 

3.5.3 シナリオ 

1）リージョナルリスクシステムおよびローカルリスクシステムの動的デプロイメント 

このユースケースは、世界的な投資銀行のリスク解析プロセスを一般化したものである（また、世

界的組織、地域組織、国組織など、異なる組織レベルで共通の処理を行う際に手本となるものであ
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る。）。こうした使用例では目前のタスクを行うためにサービスを組み合わせることが必要になる。こ

れらのサービスは、組織の異なる部署から派生する場合が多い（ビジネスラインの取引データセット

や、さまざまな内外のソースからの市場データなど）。このシナリオには、取引のポートフォリオに関

するリスク解析を必要とする国ベースのトレーダが登場する。これは、取引データセット、計算サー

ビス、市場データサービスなどのコンフィグレーションに影響を及ぼす。このシナリオでは、（複数の

国からなる）地域のリスクマネージャが同じような解析を行う必要があるために、より複雑化する。た

だしこの解析を行う際に、地域のリスクマネージャは、その地域におけるすべての国々から得たデ

ータセット（コンポジット・ポートフォリオ）やより多様な計算サービスと市場データサービスのリソース

セットを使用することになる。さらにその地域のプロセスは、ある特定の状態になったときにのみ、国

を単位としたトレーダの解析を使って開始される。 

この使用例では、リソースの依存関係と優先順位が重要であり、適切なスイッチング対策が必要

となる（たとえば、地域のプロセスが開始された場合には、他の国ベースのリソースよりも高い優先

度で使用される、など。）。予測可能なネットワーク監視、フォルト監視、計算監視（ネットワーク・ウェ

ザー・サービスNWS[7][6]など）を行う手段を組み入れる必要がある。デプロイメントサービスは、こう

した手段や、デプロイされたサービスの状態に関する情報を使って、再度のデプロイメントを行うの

である。 

 

2）テスト・デプロイメント 

リスク解析プロセスは複雑であり、その信頼性を保つには、テストシステムをデプロイすることが必

要である。テストシステムは、あらかじめわかっている入力データと結果から構成されているもので

ある。デプロイメントと解析が終了すると、あらかじめわかっている結果と計算で得られた結果を比

較する。このテストは、生産プロセスへの依存関係を見るものでもある。 

 

3.5.4 関連リソース 

このシナリオは、単純ではあるが、さまざまな組み合わせのリソースを伴うかなり標準的なもので

ある。リソースの多様性には、計算能力の幅（デスクトップＰＣから大規模クラスタまで）、ネットワーク

の多様性、分散したデータなども含まれる。これらのリソースはいずれも標準的なバッチ処理（この

シナリオの最重要ポイント）からよりアドホックな利用まで、分散型ステート管理サービスと組み合わ

せながらいろいろな方法で使用される。 

この複雑な組み合わせでより高いレベルのサービスを考えると、計算、データ、パッケージ化さ

れたアプリケーション（たとえばコマンドライン・インタフェースから起動するコードなど）、サービス、

レガシ・サービスなどを絡めることになる。したがってこの使用例のコンテクストでは、次のような例が

考えられる。 

 

1）コマンドライン・インタフェースでパッケージ化されたアプリケーションを使用する国ベースの計算

サービス 
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2）組織内 Web サービスである地域の計算サービス 

3）Java コネクタ API[8]を伴ったレガシ・メッセージ指向ミドルウエア（MOM）である地域の市場デー

タサービス。 

4）データベースに保管された国の市場データ 

 

市場データ、取引データ、解析コード、パッケージ化されたアプリケーション、実行インフラストラ

クチャ（マシンやネットワーク）を集めたものがグリッド計算の根幹となる。この異機種の組み合わせ

を提供するサービスのデプロイメントは、マネージド・ビジネスサービス指向アーキテクチャにとって

重要である。 

 

3.6 Web サービス・デプロイメント・プロジェクト 

3.6.1 概要 

この使用例では、デプロイメントが開発サイクルにいかにして組み込まれるかを示す。そこからは、

CDDLM と自動デプロイメントが作業システムの単純なデプロイメントに比べてより大きな役割を果

たすことになる様子が見て取れる。すなわち、CDDLMと自動デプロイメントは、作業システムそのも

のを提供するプロセスの中核をなすものである。これは過去のプロジェクト[9]から学んだことに基づ

いている。 

 

3.6.2 ユーザ 

直接の利用者は、開発チームとオペレーション・チームのメンバーである。彼らは自分たちのロ

ーカルシステム（開発チームのシステム）にデプロイするか、あるいはオペレーション・チームが管理

するリモ―トの生産サイトにデプロイすることになる。これとは別に、外部からアクセスできる SOAP

エンドポイントにコールしている間接的利用者が存在する。間接的利用者は、自分のアプリケーシ

ョンを統合しようとしており、バグリポートの主なソースとなる人物である。この利用者の開発スケジュ

ールを手助けするためには、アクセス制限をかけた生産サイトがそのプロジェクトの初期の段階か

ら起動されており、定期的に更新されている必要がある。 

 

3.6.3 シナリオ 

1）開発システムのデプロイメント 

ある Web サービスプロジェクトが、外部の顧客のためにソフトウエアチームによって開発されてい

る。そのアプリケーションは、Web サービスとして作られているが、その実装の詳細は呼び出し側か

らは見えない状態にある。外部の利用者はサニタイズされた WSDL を目にするだけである。 

このWebサービスではSVGイメージを提供する。このサービスは計算集約型であり、リモートのイ

メージ保管庫（HTTP 経由でリードオンリーアクセスが可能）と一時的なデータキャッシュ（あらゆる

システムからのリード／ライト・アクセスが可能）を利用している。コールには2から10秒かかり、負荷

がかかっている状態では 1 つのマシンが並行して扱えるリクエスト数がきわめて低くなる。グリッドア
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ーキテクチャを使うと、必要に応じて動的にリソースをアロケートすることで、ピーク時の負荷でも処

理できるようになる。その際重要なコンポーネントとなるものの一つが、動的に負荷バランスをとるフ

ロントエンドである。このフロントエンドは、受け取ったリクエストをバックエンドの実行エンジンに送る

役目をする。負荷が軽いときには、フロントエンドは自分の仕事をし、負荷が重いときは新しいリソ

ースをアロケートし、フォワードする。これにはプーリングが使われる。 

サービスをスケジュール通りに届けるために重要になるのが、最先端のデプロイメント中心の開

発プロセスである。この開発プロセスは、「継続的統合（Continuous Integration）」の概念に基づき、

「継続的デプロイメント（Continuous Deployment）」の考え方でそれを拡張したものである。 

開発者は自分たちのシステム上で、ローカルマシンへのデプロイメントのテストやデバッグを行う。

より正確に言えば、開発者はオペレーションが与えるOSイメージを持った仮想化マシンにデプロイ

する。これは、開発者のシステムと生産ユニットとをより分離させることで行われる。開発者は、開発

ボックスではなく、生産システムに似たプラットフォーム上でつねにテストを行うことになる。 

サーバシステムは、ソ―スコードの保管場所における変化を継続的に監視している。そしてその

コンテンツが変化した場合には、リビルドとユニットテストをトリガする。ユニットテストがパスすると、

サーバシステムはローカル・グリッドにデプロイされる。ローカル・グリッドでは機能テストがサーバシ

ステムに対して行われる。 

開発プロセスで重要であるのは、たとえコンフィグレーションが行われたものであっても、テストで

記入されうる不具合としての全てのデプロイメントの問題を処理する際のポリシーである。このため

デプロイメントが完了するとすぐに、回帰を探してサーバに対して一連のテストを行う。その結果は

開発チームに報告される。リビルトとリデプロイは完全に自動化されており、SCM チェックイン・イベ

ントでトリガされるため、システムは 1 時間に最高 4、5 回のデプロイメントを行うことができる。 

夜になると空き CPU リソースが増えるため、すべての開発マシンを含むより大きなグリッドが作ら

れ、全面的な負荷テストがシステム上で毎晩行われる。朝になると、夜間のビルドの結果が適切で

あれば、そのコードが生産前サイトにデプロイされる。これは、更新の際に思わぬ副次的効果が発

生しても、それをうまく処理するために昼間に行われる。副次的効果とは、たいていの場合、クライ

アントアプリケーションとの相互運用性の問題である。生産システムへのデプロイメントは完全に自

動化されているものの、作業チームだけがそれを実行できる。この生産システムは、DMZ の他のサ

ーバとリソースの一部を共有することもできる高仕様サーバである。 

 

2）ライブ・デプロイメント 

サービスが開始されると、システムはモニターされ、更新される。開発段階で見られる初期の問

題としては、ロードバランサが他のノードの状態を完全に把握していなければ、適切な状態にない

システムに対して、そのシステムのリクエストキューが短いという理由でリクエストを送ってしまうこと

がある。この問題は、各ノードの状態チェックをこれまで以上に行うことで解決する。すなわち、内部

状態チェックをトリガする各ノードの URL をロードバランサが詳しく調べるのである。したがってライ

ブネスは、ノードにアプリケーションが存在しているかどうかで決まるのではなく、アプリケーションが
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自身の状態を以下の方法で調べる能力によって決まるのである。 

 

・テストイメージを出力し、高品質のビットマップと比較する。テストイメージにより、必要なフォントが

すべて存在しているかどうかがわかる。 

・ファイルを一時的な格納庫に保存し、そのファイルのタイムスタンプがローカルマシンのタイムスタ

ンプに近いものであることをベリファイする。これは、タイムゾーンやクロックに差があると混乱を引き

起こすからである。 

・コンフィギュアしたヘルパーサイトの DNS リクエストを作成する。 

・その他のデプロイメント時間の不具合。これは重大なシステム障害のために簡単に調べることが

できるものであり、またこれを使ってシステム障害のテストを行うこともできる。 

 

サービスが実行されると、さまざまな負荷下で計算集約的な機能が提供される。ただし、開発と

生産の計算リソースの両方を分け合えることから、動作コストは低く抑えられる。 

 

3.6.4 関連リソース 

このシナリオでは、開発者、オペレ―ション、継続的統合のビルドツールは、CDDLM という手段

を使ってアプリケーションを開発システム、テストシステム、生産システムにデプロイする。当初の利

点は、最終目的とは関係のない、高速で単純なデプロイメント・メカニズムにある。つまり生産サイト

へのデプロイメントは、開発システムへのデプロイメントと比べても複雑さに変わりがない。ただし、

生産のデプロイメント記述子はいくぶん複雑なものである。長期的な観点での利点は、グリッドアー

キテクチャを動的リソース・アロケーションとともに使用することで、サービスの実行の費用効果が高

くなることにある。 

開発ボックスは、仮想的な PC VM 内のローカルシステム上で採用される最初のリソースである。

VM イメージはオペレーションから提供され、開発者はこのローカルイメージに接続し、コードをデ

プロイする。自動テストデプロイメント・プロセス（これ自身 CDDLM を使ってデプロイされることもあ

る）は、使用可能なシステムを LAN で接続したグリッドを使う。可能であれば使われていないワーク

ステーションも活用する。生産システムは、オペレーションが何を提供するとしても、たとえばそれが

専用のハードウエアであったり、共有リソースであったりしても、それを使用することができる。サー

ビスが動いている間は、オペレーションが何を提供するかという選択を固定化させる必要はない。 

システムの多くは計算ノードである。ルータ・コンポーネントとファイル保管庫は別のシステムであ

る。開発システムとテストシステムは、ローカルのファイル保管庫を使用することができる。生産には、

よりすぐれたソリューションが必要であるが、LANの範囲内でのソリューションに限られる。ネットワー

ク接続されたファイルサーバは、その基本的なソリューションの1つであろう。なおファイルサーバは

出力を一時的に保管するためだけのものなので、RAID-5 のフルストレージデバイスは過剰であ

る。 
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3.6.5 使用例の状況解析 

このシナリオは、既存の（文書化されている）Webサービスプロジェクト [9]に由来し、仮定に基づ

いて作られたものである。その中で検討された開発プロセスは、プロジェクトのテスト方法やデプロ

イ方法を既存のものから変更するために用いられた[10]。デプロイ先には 3 箇所ある。開発者のシ

ステム、ローカルのテストグリッド、そして生産サーバ群である。これらはいずれも独自のコンフィグ

レーションを持っているものの、共通のデプロイメント・メカニズムとして CDDLM を共有している。こ

のシナリオの特筆すべき点は、そのデプロイメントの速度である。デプロイメントは、開発システム上

で数分ごとに行われ、テスト・フレームワーク上で1時間に数回行われる。顧客はこのWebサービス

の外部ユーザなので、システムの毎日のビルドにアクセスする必要がある。これはすなわち、生産

前サイトでさえも毎日更新されることを意味する。 

システムの多くが実際には開発システム上にホストされた仮想化 OS イメージであることが、話を

複雑にすることも、しないこともある。われわれは、プレコンフィギュアした OS イメージを開発者に受

け渡す集中型デプロイメント・メカニズムを想定している。開発者は、ロックダウンした生産システム

のエミュレーションをオペレーションにより提供する。夜を徹したテストで仮想化オペレーティングシ

ステムがかなり使用されることは、想像に難くない。その結果、チームは、生産サイトの物理アーキ

テクチャをより適切にシミュレートできるであろう。 

以下では、3.1 節から 3.6 節に示した使用例を取り上げ、OGSA の機能要件、プラットフォームサ

ービスの利用、セキュリティや性能の問題をまとめる。 

 

3.7 OGSA プラットフォームに対する機能要件 

検出とブローカリング：上に示したシナリオでは、ハードウエアやソフトウエアのリソースは、デプロイ

メントのための準備が整っているものと仮定していた。ハードウエアリソースの検出やブローカリング

は、デプロイメントの範囲外の問題である。 

 

デプロイメント：本書で説明 

 

仮想組織：デプロイメントは、仮想組織を構築、維持するためのプロセスの一部である。 

 

ポリシー：デプロイメントには、システムのフォルト、リカバリ、実行エラー、その他の例外的状況とい

った特別な出来事に対するポリシーが必要である。 

 

複数のセキュリティインフラストラクチャ：ここで取り上げたサービスは、本質的に異なる複数のシス

テムを使うことができる。これらのシステムは、Web サービスそのものへのアクセス方法とは違い、セ

キュリティに関しては独自方法を使う場合やレガシな方法を使う場合がある。 

 

リソースの仮想化：サーバ・プールの管理を可能にするために、上で使われている Web サービスが
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専用リソースに固定化されていないことを前提にしなければならない。さらに、P2P の利用シナリオ

では、動的プロビジョニングの必要性が示されている。 

 

プロビジョニング：上記の使用例は、プロビジョニングの中のデプロイメントの部分を目的としてい

る。 

 

メータリングと会計：この種の環境では、サービスの所有者がエンドユーザに対し、さまざまな種類

の会計基準でサービスの課金を行えることが必要である。 

 

監視：すぐに終わるサービスと長く生き残るサービスがあるため、サービスレベルが保たれ、Web サ

ービスに伴う問題に対処する手段が用意されているということについて、ユーザが確信を持てること

が重要である。上記の使用例のうち 2 件に登場する金融環境では、技術停止による金銭的損害を

避けるため、問題に素早く対処できる方法が必要となる。ライフサイクルマネジメントは、サービスの

健全な状態を維持するための監視サービスに依存している。 

 

災害復旧：アベイラビリティの高い環境の多くでは、災害復旧はサービスが作動できるようになるた

めの基本的な必要条件である。 

 

自己修復：自己修復が必要になる場合がある。デプロイメントサービスは、不具合の生じた状態を

検出し、再デプロイすることが可能でなければならない。 

 

レガシアプリケーション管理：この環境における Web サービスにとって、レガシアプリケーションとの

やりとりは通常のことである。デプロイメントが問題なく行われたことを確認し、不具合について正確

な報告を行うためには、グリッド・デプロイメントシステムがレガシ管理システムと通信できる必要が

ある。 

 

管理：ユーザグループは、デプロイメントのプロセスと現況に関する報告を簡単に管理できる必要

がある。同じインフラストラクチャ内で動いているさまざまなコンフィグレーションを管理し、その正確

性や規定されたシステムポリシーを遵守していることを保証する有効な機能が必要である。 

 

認証、認可、計上（AAA）：サービスのデプロイメントのリクエストは、認証、認可、計上する必要があ

る。Web サービスに対するセキュリティ上の要件やソリューションの標準を遵守するためである。 

 

リソース・アロケーション：CDDLM は、デプロイメントを行うことで、プロビジョニング・ソリューション全

体に貢献している。しかし、リソース・アロケーションは、これとは別に提供されるものと想定してい

る。 
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フォルトの扱い：監視により不具合が見つかった場合は、サービスを再度デプロイするために、

CDDLM がフォルト・ハンドリング・モジュールとやりとりを行う。 

 

3.8 OGSA プラットフォームサービスの活用  

サービスインタラクション・サービス：多くの場合、共通のインフラストラクチャに複数のサービスが共

存しており、相互に作用しあっている。その際、サービスが互いを見つけ出し、調整しあうためのプ

ロビジョンが必要である。 

 

セキュリティサービス：ここに定義した環境では、サービスのオペレーションを行う上で情報の安全

が重要なポイントとなる。サービスは、そのホスト環境が定義するセキュリティモデルの範囲内に納

まるものでなければならない。 

 

データサービス：さまざまなデータセットは、すでに紹介したシナリオやその他のシナリオにおいて、

Web サービスのオペレーションに欠かせない部分である。 

 

基本実行サービス：為替取引チームの VO リソースをアロケートする目的で、すでに概要を示した

P2P シナリオや複雑なビジネスシナリオを実現するには、実行管理を使うことが必要条件となる。 

 

リソース管理サービス：紹介したシナリオは、OGSA プラットフォームサービスのうち、このカテゴリに

属するいくつかサービスの実装を定義するものである。 

 

3.9 セキュリティに関する考慮 

これらのシナリオのデプロイメントサービスは、VO やユーザが指定した他のシステムの範囲外に

あるサービスやデータを切り離し、保護することで、特定のアプリケーションを実行する安全な環境

を与えられたポリシーに沿って適切に設定することができるものである。 

デプロイメントは、コンフィグレーションの定義、デプロイできるソフトウエア、コンテンツの保管に

関し、エンド・ツー・エンドのセキュリティを保証するものでなければならず、これらのソフトウエアや

コンテンツをすべてデプロイされたソフトウエアやコンテンツに移行しなければならない。 

デプロイメントに関するデータは、データセンタの外部からの妨害や、他のデータセンタのユー

ザやそのシステムからの妨害に対し、防御されている必要がある。コンテンツの一部は法人ユーザ

に対して機密の内容を含んでおり、これらはデータセンタのオペレータでさえもアクセスできないよ

うに要請されている。 

CDDLM の基本前提は、グリッド内でサービスをデプロイ、コンフィギュアすることである。考慮す

べきセキュリティの基本的問題点は2つある。1つは、サービスのデプロイメント自体がホストネットワ

ークのセキュリティポリシーを破ってはならないという点である。２つめは、デプロイされたサービス
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のコンフィグレーションが、決められた導入ポリシーが要請するような安全性を確保している必要が

あるという点である。 

 

3.10 性能に関する考慮 

システムは、性能に関して以下を含むさまざまな側面を考慮する必要がある。 

 

1）決められたコンポーネント、サーバ、その他のハードウエアデバイスの数に関するスケーラビリテ

ィ 

2）コンポーネント記述のコンパイル速度あるいはインタープリット速度 

3）デプロイされたコンポーネントのサイズや数、あるいはサーバやその他のハードウエアデバイス

の数に対するデプロイメント速度 

 

それぞれ定義されたシナリオにおいて、デプロイメントのパフォーマンスが与える影響は異なる。

一般化Web サービスのシナリオやエンドユーザデバイスのシナリオでは、デプロイメントはサービス

を利用する前に静的に行われる。その場合、スケーラビリティや相対的なデプロイメント速度がおも

な性能上の問題となる。 

システムは、かなりの数の物理的デバイスやエンドポイントを取り扱うための能力、そしてコンフィ

グレーションとデプロイメントの依存関係やプロセスステップをある程度の数まで取り扱うための能

力を、それぞれ考慮するためにスケールできるものでなければならない。その際、システムが実際

に使用可能なものとなるためには、デプロイメントが適切な時間内に終了する必要がある。大企業

の場合は、潜在的なスケールに合わせてデプロイメントが並行して行われる必要があり、さらに（ま

たは）デプロイメントがブロードキャストできるものでなければならない。 

ピアツーピアの分散型計算の場合は、サービスのインスタンス作成時間はたいした長さとはなら

ず、サービスが走っているプロセッサ経過時間の一部分を占めるに過ぎない。そうでなければ、サ

ービスを上述のようにデプロイする意味がなくなるからである。したがって、デプロイメントサービス

は、費用解析やデプロイメント計画決定のプラットフォームに収まるものでなければならない。 

 

4 ハイレベル CDDLM アーキテクチャ 

CDDLM は 3 つのメインコンポーネントから構成されている。１つはコンフィグレーション言語であ

り、デプロイされるサービスを記述する際に使用される。２つめは基本サービスであり、デプロイメン

トをリクエストする際に使用される。3 つめはコンポーネントモデルであり、サービスのライフサイクル

マネジメントをサポートする。これら 3つのコンポーネントを図 6に示した。本節では、これらをより詳

しく解説する。2つの言語スペック（SmartFrogおよびXMLベース）とランタイムバインディング・スペ

ックによりコンフィグレーション記述言語が記述される。基本サービスとコンポーネントモデルは、対

応するスペックで記述される。 
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図 6 CDDLM のハイレベルアーキテクチャ 

 

図 7は、グリッド内でCDDLMが他のコンポーネント、とくにプログラム実行とリソース予約、とどの

ように関係しているかを図示している。とりわけプログラム実行は、実行スタックの上位にあり、デプ

ロイメントのリクエストはプログラム実行から CDDLM の基本サービスに対して出される。このリクエス

トは CDL で書かれたデプロイメントテンプレートを受け渡す。サービスがデプロイされる予定のリソ

ースは、CDDLM の起動の前に、WS-アグリメントなど他の予約プロトコルを使って予約される。そし

て CDDLM サービスの起動に伴い、予約されたリソースが特定されるのである。 

 

 

図 7 CDDLM と他の管理コンポーネントとのやりとり 

 

4.1 コンフィグレーション記述言語の仕様 

コンフィグレーション記述言語には、少なくとも 2 種類ある。１つは SmartFrog ベースのものであり、

もう１つは XML ベースのものである。サービスコンフィグレーションは、CDL で書かれたテンプレー

トで表現されている。各コンフィグレーションは、フロントエンド言語で読み替えたものから構成され
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ており、そこには対象をより具体的に記述するためにテンプレートとして使用されるリゾルブ前のパ

ラメータやリファレンスも含まれる。これらのパラメータやリファレンスは、デプロイメントの前に一部リ

ゾルブされるが、いくつかはリゾルブされないまま保持され、デプロイメントの間や実行の初期化作

業の間にリゾルブされることになる。 

 

4.2 基本サービスの仕様 

CDDLMのおもなサービスはデプロイメントである。デプロイメントサービスは、CDLで書かれた対

象となるサービスのコンフィグレーション記述を受け取り、解析をし、整合性をベリファイし、コンポー

ネントのリファレンスをリゾルブする。ただし、それがリゾルブ可能であり、パッケージをデプロイメント

できる形で構成している場合に限る。つぎに対象サービスのインスタンスを作成する役割を持つサ

ブコンポーネントを起動し、対象サービスをそのライフサイクルに渡ってインストール、イニシエート、

スタートなどの処理を行う。サービスに不具合が生じた場合は、デプロイメントサービスが再度起動

される。 

CDDLM は、コンフィグレーションやライフサイクルの機能をサポートしているものの、提供するの

はデプロイメントサービスのみである。CDDLM がコンフィグレーションやライフサイクルを提供しな

いおもな理由は、これらが他の標準団体、とくに WSDM により扱われているからである。さらにコン

フィグレーションとライフサイクルの管理機能は、どちらもアプリケーション固有のものである。あるサ

ービスのコンフィギュレーションは、そのサービスの助けがなければ行うことができない。われわれ

は、コンフィグレーションというものはまさに管理機能であり、CDDLM の範囲外でそのように扱うべ

きものであると強く信じる。CDDLM が提供する既存のコンフィグレーションとライフサイクルの機能

は、おもにデプロイメントを補助するものである。したがって、クライアントは CDDLM が実行する複

雑なコンフィグレーションをリクエストすることができる。同様に、デプロイされたサービスに不具合が

生じた場合には CDDLM が不具合を検出し、依存関係を調べ、そのサービスおよび依存関係にあ

る他のすべてのサービスを必要であれば再起動する。 

 

4.3 コンポーネントモデルの仕様（表現と実装） 

CDDLM がデプロイしたサービスは、いずれもインタフェースの基本セットを実装し、コアとなる抽

象コンポーネントモデルを定義する。Web サービスや実際にインスタンスを作成したソフトウエアリソ

ースの間には多対多の関係が存在しているため、CDDLM のコンポーネントモデルは、デプロイメ

ントコンテナ内でサービスの階層構造をゆるやかにグループ化する手段を定義する。管理対象の

Webサービスはいずれも、インタフェースをコンフィグレーション、ライフサイクルマネジメント、メンテ

ナンスの 3つのカテゴリで実装する。コンポーネントモデルはまた、サービスとそのコンポーネントの

間の関係についてもサポートしている。 

 

5 関連 GGF、その他の標準団体のワーキンググループ 

5.1 GGF OGSA 
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OGSA-WSの設立綱領に次の文章がある。「OGSAワーキンググループの目的は、OGSAサービ

スの要件、機能、優先度、相互関係を文書化することにより、OGSA サービスの今後の開発に対す

る統合的アプローチを構築することにある。われわれがまず個別に調べたいトピックスは、共通のリ

ソースモデルとサービスドメインのメカニズムであるが、取り扱う正確な対象は初期の議論で決定す

る予定である。 

本WGでは、主要なサービスに対する要件を定義、精査、概説するOGSAアーキテクチャロード

マップ文書を作成する。特定のサービスに関する詳しい仕様の開発は、他の（既存の、あるいは新

しい）WGで行われると期待される。」 

CDDLM は、アーキテクチャに位置づけられ、グリッドアーキテクチャのデプロイメントとライフサイ

クルマネジメントの役割を果たすものである。OGSAのブランド設定に対してWGが与えた条件は次

の通りである。これらは OGSA アーキテクチャに位置づけられた基本条件標準コンポーネントとみ

なすことができる。 

1）グリッドプラットフォーム（OGSI、WSRF など、CDDLM の実装時に採用されるものすべて）の範囲

内でのオペレーション 

2）OGSA 文書が定めるアーキテクチャに適合したワーク 

3）本 WGおよび OGSA 関連の他の WG と積極的に連動 

4）OGSA を「形容詞」として使用 

 

5.2 GGF OGSA 基本実行サービス 

基本実行サービスは、OGSA の基本コンポーネントの１つである。そこにはプログラムの実行に

必要な機能も含まれる。詳しい議論が WG 内で行われているところであるが、CDDLM の機能はア

ーキテクチャに位置づけられ、アーキテクチャ内で適切に使用されるべきものである。 

 

5.3 OASIS WSDM 

CDDLMは、OASIS/WSDM（Webサービス分散管理）に関係しているが、デプロイメントに重点を

置いたものである。また、OGSA の一部としてプロビジョニングにも関係している。しかし CDDLM は

プロビジョニングツールではない。CDDLM はデプロイメントツールとして、プロビジョニングに使用

できるのである。ワークロードの監視、天候やトレンドの解析や未来予測、リソース・アロケーション

の計画、新たにアロケートしたリソースのデプロイメントやコンフィグレーションなどを行うため、グリッ

ドジョブにリソースをアサインあるいはアロケートする作業としてプロビジョニングを定義した場合、リ

ソースが最低限の機能を有することをプロビジョニングが保証する責任がある。この作業が終了す

ると、プロビジョンされたハードウエア上でのデプロイメントやコンフィグレーションを含む Web サー

ビスのソフトウエアライフタイムに対して CDDLM が責任を負うことになる。この意味で、CDDLM は

デプロイメントとコンフィグレーションだけを扱っているのである。Web サービスを通じて物理的 IT リ

ソースを取り扱うためには、CDDLM が SMTP や GMPLS などの多くの既存の管理仕様と関連づい

ている必要がある。CDDLMはまた、CMMやOGSA と密接に結びついているが、CDDLM とこれら
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の他のワーキンググループとの間には重なる部分があったとしても限定的である。 

WSDM-TCは、Webサービス管理を定義するために作られた。そこには分散型リソースを管理す

るための Web サービスのアーキテクチャや技術が含まれている。TC はまた、Web サービスのモデ

ルを管理可能なリソースとして開発することになっている。このTCは、DMTF（関連するCIMスキー

マに関する技術ワーキンググループとともに社業を行っている）、GGF（OGSA リソースモデルに関

する団体）、W3C（Web サービスアーキテクチャ委員会）など、これに限らないが、このような他の標

準団体が次々に行っているさまざまな活動とも協力していくことになっている。また、セキュリティTC

や管理指向の TC など、他の OASIS TC とも連結している。 

 

5.4 OASIS SPML および WS-プロビジョニング 

サービスプロビジョニングマークアップ言語（ SPLM 、 www.openspml.org ）は 、OASIS

（www.oasis-open.org）の標準の 1 つであり、プロビジョニングサービスポイント間で情報を交換する

ための XML ベースのプラットフォームを定義するものである。SPML はユーザ、リソース、サービス

のプロビジョニング情報を交換するためのプラットフォームであり、OASIS プロビジョニングサービス

技術委員会が定めたものである。SPML はユーザのプロビジョニングに重点を置いており、その定

義は「プロビジョニングは、ユーザやシステムのアクセス権限、あるいは電子発行されたサービスに

関係したデータを管理（セットアップ、修正、破棄）する上で必要なあらゆるステップを自動化するも

のである」となっている。 

WS-プロビジョニングは SPML v2.0 への入力として提案されたものである。WS-プロビジョニング

は、プロビジョニングシステム間の相互運用性を容易にするため、そして、ソフトウエアベンダにプロ

ビジョニングツールを整合性の取れた形で提供してもらうようにするために、API やスキーマを記述

している。その仕様は、リソースのプロビジョニングとデプロビジョニング、ターゲットデータやターゲ

ットスキーマの情報の取得といった、プロビジョニングシステムに共通するおもなエンティティやオペ

レーションのためのモデルを定めるものであり、さらに、プロビジョンされた状態のライフサイクルを

記述、制御するためのメカニズムを提供するものである。 

 

5.5 CIM 

CIM（共通情報モデル）は、分散型管理タスクフォース（DMTF、www.dmtf.org）が開発、標準化

したものである。CIM は、ネットワークや企業環境における管理情報全体を記述するための実装中

立のスキーマの共通データモデルである（http://www.dmtf.org/standards/cim）。統一モデリング

言語（UML）に基づき、1 つのメタモデルの範囲内で数多くのリソース、アプリケーション、サービス

に対するモデルを含有している。CIM モデルは、UML または MOF（管理対象オブジェクト形式）テ

キストで書き表されている。 

 

5.6 DCML 

データセンタマークアップ言語（DCML）は、新たに作られたコンソーシアム（www.dcml.org）であ
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り、「データセンタ環境、データセンタのコンポーネント間の依存関係、これらの環境の管理と構築

を司るポリシーなど記述するベンダー中立でオープンな言語」を提案している。DCML は、データ

センタのコンフィグレーションと変更の自動化、コンフィグレーションや利用状況などのデータセンタ

表現の可視化の向上、データセンタのフォルトの監視、などに関与している。それは、アダプタビリ

テの考え方、ベストプラクティスや標準およびポリシーなどの表現の考え方、異機種混在（多様性）

の考え方に基づいたものである。DCML は、プラットフォーム、ハードウエア、ネットワーク、ストレー

ジ、ソフトウエアを扱う 5 つの異なる仕様から成り立っている。 

 

5.7 WS-通知 

システムがユーザに対して通知を送り返す必要が出てくる。この通知は、ユーザ自身の Web サ

ービスインスタンスに対して出された同期コールによって作成することはできない。それは、ユーザ

がファイアウォールの外に存在している場合やオフラインである場合があるからである。したがって、

われわれのニーズに合った非同期通知メカニズムを使う必要がある。WS-通知は、こうしたメカニズ

ムか、あるいは、ファイアウォールを通した安全なコールバックを行うために GGF が推奨する他の

通知メカニズムとなる可能性がある。 

 

5.8 GRAAP 

グリッドリソース・アロケーションアグリメント・プロトコル（GRAAP）は、グリッド内に分散したリソース

のアロケーションを取り扱うものである。これはグリッド内で使用されているさまざまなスケジューラが

管理する多様なリソースを取り巻く「スーパースケジューリング」サービスを通じて作られたものであ

る。GRAAP ワーキンググループは、スーパースケジューラ（グリッドレベル・スケジューラ）と、このサ

ービスに対して構成するブロックとしての、グリッド内でリソースを予約、アロケートするのに必要なロ

ーカルのスケジューラとの間のプロトコルを扱っている。CDDLMとGRAAPは互いに補い合うことで

プロビジョニングをサポートしている。GRAAP は図 7 の左側を表している。 

 

5.9 JSDL 

ジョブサブミッション記述言語（JSDL）は、言語バインディングとは独立の抽象標準言語となる仕

様を与えるものである。JSDL との比較で言えば、CDDLM は、JSDL が関与しないデプロイメントを

中心に扱っている。一方JSDLは、一般的なバッチシステムのスケジューリングの詳細を理解してい

る。GRAAP や OGSA 基本実行と同様に、JSDL と CDDLM は相補的にプロビジョニングモデル全

体に貢献している。 

 

6 関連する作業 

本節では、CDDLM の問題に関連する技術を概観する。CDDLM の興味の中心は、サービスの

デプロイメントのためにリソースがアロケートされるところから始まる。したがってわれわれは、起動中

のサービスを引き渡すためにソフトウエアをリソース上でデプロイ、コンフィギュアすることのできる技
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術に関心がある。この技術には、OS のインストールの自動化ツール、ノードイメージングツール、フ

ァブリック管理ツールなども含まれる。個々ではリソースとしての計算ノードに焦点をあてるが、その

原則は他の種類のリソースにも拡張できる。 

Red Hat Linux （http://www.redhat.com/）のKickstartパッケージのようなOSのインストレーショ

ンツールは、OS やアプリケーションパッケージのインストールプロセスを自動化するものである。そ

の際、一般にはコンフィグレーションファイルやレスポンスファイルを使用する。この作業は自動で

あるが、ノードの準備には通常かなりの時間がかかる。Altiris（http://www.altiris.com/）や Rembo

（http://www.rembo.com/）などのノードイメージングツールは、この機能を拡張し、ゴールドイメー

ジのライブラリからディスクイメージ全体をノード上でカスタマイズしたりインストールしたりすることが

できるようにするものである。これは、スピードは速いが、対象となるノードのコンフィグレーションに

適合する上で、一般に柔軟性に欠ける。 

これら 2 つのアプローチは、いずれもソフトウエアをデプロイする機能が、どちらかというと静的な

ものである。ノードのコンフィグレーションが変化しつつあり、動的な場合でもそれを管理することが

できるシステム、たとえば LCFG（http://www.lcfg.org/）などは、あらゆるノードのコンフィグレーショ

ンのデータベースを持っている。1 つあるは複数のノードのコンフィグレーションが変化させるときに

は、この変化をデータベースに追加し、変化の影響のあるノードのコンフィグレーションを適切に変

えるのである。こうした技術は、デフォルト状態（ただし完全に稼動できる状態）にあるノードが与え

られれば、コンフィグレーションを迅速に調整して特定のサービスに貢献することができる。 

上述したアプローチの難点の 1つは、いくつかのリソースを横断して 1つのリソースをデプロイす

る際の調整能力にある。この能力は、CDDLM の関心の中心に位置するものであり、SmartFrog 

[10]などのシステムに組み込まれている。SmartFrogなどではコンフィグレーション・ドリブンのシステ

ムを作成することが可能であるが、そのコンフィグレーション・ドリブンのシステムにおいては、複雑

なソフトウエアのデプロイメントを、サービスコンフィグレーションデータに基づいて、分散したリソー

スを横断する形でオーケストレートすることができる。 

静的なデプロイメントの方法のさらなる弱点は、デプロイメントを確実に成功させるために、ソフト

ウエアパッケージのインストールの際のコンフリクトを避け、パッケージ内のソフトウエアを1対1で結

び付けられるよう、相互依存関係に関する情報を保持する必要があることである。Softricity 社の

SoftGrid システムは、ソフトウエアをオンデマンドでリソースにデプロイし、ノード上に実際にインスト

ールしなくてもソフトウエアが機能するようにすることで、この問題を解決している。同社のシステム

は、仮想化技術を用いることで、再コンフィグレーションプロセスにより時間とともにノードが劣化す

ることがないようにし、ソフトウエアが適切な特定のコンフィグレーションで問題なくデプロイされるこ

とを保証している。 

CDDLM の目標は、GGF の目指すところ、より具体的に言えば OGSA アーキテクチャ、におもに

関係している。しかし、ハイレベルな CDDLM アーキテクチャは、おもに p2p JXTA アーキテクチャ

あるいは同様にSmartFrogベースのアーキテクチャなど、他のアーキテクチャにも適用できる。ただ

しその適用に関しては、本文書、および本ワーキンググループが当初作成予定の仕様の範囲を超
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えることである。 

 

7 今後の作業 

 

1. 計画したすべての仕様を完成する。 

2. OGSA との連携を図る。（基本的文書へのフィードバック、仕様のフォローアップ） 

3. 他の GGF グループとくに、DAIS-WG、CMM-WG、GRAAP-WG、JSDL-WG、OGSA-WG 基本

サービス、WFM-WG、EG-RG.DRMAA-WG、CGS-WG との連携を維持する。 

4. GGF に入らない標準団体、とくに DMTF アプリケーションとユーティリティーコンピューティング、

OASIS の WSDM と WSRF、DCML との関係を構築する。 

5. 産業、学術との関係を構築する。 

6. 少なくとも 2 つの相互運用可能なリファレンス実装を作る。 

7. デプロイされたサービスの可視化とセンサ。 

8. コンフィグレーションプロファイルの例を提示する。 

 

8 セキュリティに関して 

セキュリティの問題は本文書を通して広く扱った。 
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