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「グリッドの旬」「グリッドの旬」の味わいの味わい

-- Grid World 2006 Grid World 2006 総括総括 --

関口智嗣
グリッド協議会

(office@jpgrid.org)
産業技術総合研究所 グリッド研究センター

(sekiguchi@m.aist.go.jp)
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Approx 4000 pre-registrationApprox 4000 pre-registration 3200 show up3200 show up 31 Exhibitors booth31 Exhibitors booth
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Grid & Related Paradigms

ユーティリティ
•コンピューティング「サービス」
•資源提供者を隠蔽
•グリッド技術によって実現
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グリッド技術の最前線グリッド技術の最前線

研
究
最
前
線

研
究
最
前
線

ネットワーク
（クラスタ内）

動的に連携
ローカルスケジューラ

分散する

異なる組織

システム情報管理

異なる情報資源

ネットワーク
（LAN）

ネットワーク
（WAN）

部門内 企業内 企業グループ内 企業間

インターネット

成熟度

複雑度

ビ
ジ
ネ
ス
最
前
線

ビ
ジ
ネ
ス
最
前
線

研究室内 キャンパス内 大学域内 大学間 オープン

SLA

課金

サイト内
単一管理単位内

サイト間、
複数管理単位間

負荷、障害に対応した自律
的なサービス品質の維持

業務の予約 / 実行状況
の変化に柔軟に対応す
る割当て実現による リ
ソース有効活用

計画的な割当てによる
リソース有効利用

ポリシー管理フレーム
ワークの実現

・障害時の代替リソース
の自律的割当

・追加/代替リソースへの
自律的アプリ配備

・業務と仮想化された
リソースの対応付け

クラスタ 分散コン
ピューティング （狭義）グリッド ユーティリティ
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グリッドの旬グリッドの旬 –– Critical PointCritical Point

Grid の誕生Grid の誕生

標準化の枠組みOGSA の提唱標準化の枠組みOGSA の提唱

WEB サービスとの共通化WEB サービスとの共通化

具体的な導入例具体的な導入例

1995年前後

2002年

2004年

コンセプト

利用可能なソフトウエア利用可能なソフトウエア

ユースケース

アーキテクチャ

実装・ソフトウエア

大規模科学
技術計算

データベース
共有

資源有効利用

社会ニーズ社会ニーズ

NAREGI β版 (06/5/8)

ビジネスグリッドの終了

Grid Interoperation

TODAY

GT4.0.2/UGE

グリッド研究センター
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グリッドのロードマップグリッドのロードマップ

Time

H
yp

e

We are here.

欧米の多額な投資

2004 2006 2008 2010

黎明期

死の谷
急坂

成熟期 夢のようなグリッド

日々のグリッド
エンジニアリング

ミドルウエア開発期

特殊・個別なグリッド

ＩＴ基盤として実用化
誰でもグリッド

科学技術

発展期

様々なグリッドのモデルが登場
Globus, Unicore, Ninf

様々なグリッドのモデルが登場
Globus, Unicore, Ninf

標準的な枠組み
の形成OGSA

標準的な枠組み
の形成OGSA

標準的なソフトウエアの
登場（グリッドＯＳ?）
標準的なソフトウエアの
登場（グリッドＯＳ?）

様
々
な
実
装

様
々
な
実
装

安定したグリッド環境安定したグリッド環境

Grid WinterGrid Winter
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Grid World 2006 Grid World 2006 事前登録者アンケートより事前登録者アンケートより

Q10：グリッドを具現化していく際に何が障害になると思いますか？
1 導入したいが技術者がいない 16.7%
2 技術者を育成したいがどこでできるかわからない 12.3%
3 コンサルテーションを受けたいがどこに相談したらよい 6.4%
4 お客様に提案したいがなかなか理解してもらえない 17.2%
5 社内の理解をなかなか得られない 11.0%
6 現在可能な技術が何であるかがわかりづらい 55.6%
7 その他 4.3%
8 未回答 22.1%
合計 145.7%

2006年5月9日集計

On Demand

Triole
Harmonious
Computing

Valumo
Adaptive EnterpriseN1 Grid

Dynamic Systems Initiative
Oracle 10g

ベンダのビジョンの数
だけ定義が存在？

WHY SO?WHY SO?

グリッド研究センター
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グリッドを実現する際の予想される障害グリッドを実現する際の予想される障害
アプリケーションのGrid対応
アプリケーションのライセンス費用

グリッドの信頼性・運用

セキュリティ（AAA、課金、規約）
データセンタでの適用時におけるキャ
パシティプランニング

ビジネス展開時、プラットフォーム混在
環境

ミドルウェアがまだ未成熟

異OS間の接続技術が未熟。対応可能
なアプリケーションが少ない

運用管理機能

基幹系に対して未成熟

技術が成熟していない

技術と実ビジネスの結びつきが分かり
づらい

具体的な応用事例がわからない

現在グリッドの意味が不明

現在の問題点、課題の具現化

現実感が低い

使いやすさ

信頼感

新技術採用に対する消極姿勢

組織間、組織内の利害調整、軋轢、政
治的理由

陳腐化・バズワード

導入コストと信頼性のトレードオフ

費用対効果を検討する材料が少ない

必要性、適用分野がよくわからない

標準ミドルウェアがない

利用可能なアプリケーション

理想と現実のギャップ

グリッドを売りに行くと話がややこしくなるグリッドを売りに行くと話がややこしくなる
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社会的トレンド・・・組織構造の変化社会的トレンド・・・組織構造の変化

従来の組織構造は、大企業に代表されるピラミッド型

ビジネス環境の変化に対応しやすいフラット型への変化が進行

今後は、組織構造、ビジネス構造ともにネットワーク型へと進むことが社会的なトレンド

ピラミッド型 フラット型 ネットワーク型

：情報の流れ

ビジネスの専業化/協業の増加

ビジネススピードの加速 グローバル化

・垂直統合
・トップダウン

・水平分業、小グループへの権限委譲
・相互依存、自立分散
・コーディネータによる調整型

・相互依存、自立分散の進化形
・組織を超えた相互依存
・ピラミッド型とフラット型の適材適所

ワークスタイルの変化

グリッド研究センター
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情報インフラに関わる課題情報インフラに関わる課題

今後求められるのは、環境変化に対応できる柔軟性の高い情報インフラである

ネットワーク

ハードウェア

OS

ミドルウェア／データベース

アプリケーション

ユーザー

このシステムを使う
のは、月末だけなの
に、サーバを買うの
がもったいない。。。
資源を共有できな

いか

もっと簡単に、
システムが作れ
ればいいのに。。。

A社と在庫情
報を共有したい
のだが、基盤が
違うので。。。

去年作ったしス
テムに、また大
きな変更をしな
くては。。。

今すぐ使いた
いのに、作る
のに５ヶ月も
かかるの？

新しいビジネスを
はじめたいが、セ
キュリティのしっかり
したシステムはお
金がかかる。。。

現在の環境今後求められる情報インフラ

情報インフラ

現在の情報インフラは、柔軟性の
不足が指摘されている

IT資源が複雑に
なって管理コスト
が高い。
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新たなコンセプトの台頭新たなコンセプトの台頭

変化への柔軟性を備えるシステム構築インフラとして、「SOA」が注目を集めている
また、リソース確保の柔軟性を備えるコンセプトとて、情報ユーティリティ・モデルが台頭している
両者はネットワーク型社会に対応する情報インフラを整備するうえで注目すべきコンセプト

① SOAのコンセプト

今後求められる情報インフラ
② 情報ユーティリティ・モデル

意味：大規模なシステムを「サービス」の集まりとして
構築する設計手法
サービスとは、外部から標準化された手順によって呼び出すことができ
る一まとまりのソフトウェアの集合であり、単体で人間にとって意味のあ
る単位の機能を持つものを指す

SOAでは、個々のアプリケーションの開発言語や動作環境などは問題と
されず、共通のメッセージ交換インターフェースに対応していればよい

SOAを実現する具体的な技術基盤の標準として「Webサービス」が有望
視されている。

「Webサービス」で利用可能な各種技術は、成熟に向け、かつ範囲を広
げて標準化が進められている

SOA（Service Oriented Architecture）とは

グリッド研究センター

パネリストが見つけた「グリッドの旬」パネリストが見つけた「グリッドの旬」 (Closing remarks on the (Closing remarks on the 
main theme main theme ““Grid is NOW in seasonGrid is NOW in season””))

市場からみて (Market point of view)

技術からみて (Technology point of view)

社会からみて (Social issues)

旬なグリッドがお届けするためには…旬なグリッドがお届けするためには…
「塩トマト」

肥後銀行様ご提供
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グリッドの「旬」グリッドの「旬」

マーケット面からみると

GartnerのHypeカーブでは、
「過度な期待」のピーク期を過ぎて、幻滅期へ

むしろ、単なる流行語から地道なビジネスよりの技術に
近付きつつあるのでは

グリッドのテクノロジーは「拡散と浸透」へ

ベンダが期待したほどのスピードではないが、
システム構築のための技術要素になりきれていないため

OGSAの描く理想像からすれば、業務をサービス指向で
構築するのはこれから（SOAの時代）

ソーシャルシステムという切り口では
SOAの時代になれば、いろんなシステムが社会システム
の様相を呈する ⇒止められないシステム

Grid World 2006パネル（富士通田崎氏）

グリッド研究センター

専門家のグリッドからみんなのグリッドへ専門家のグリッドからみんなのグリッドへ
Grid for everybodyGrid for everybody
要素技術の連携(coordination)
技術の体系化，標準化 (standardization)

OGSA, Web service, …
ミドルウェアの開発(middleware)

NAREGI, …

実験インフラから実用インフラへ (production grid)
運用技術の確立 (operation)

production grid, grid operation center
異なるグリッド間の連携 (interoperability)

GIN (in GGF)

普及活動 (dissemination)

Grid World 2006パネル（東工大合田氏）
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Grid Today in Social SystemGrid Today in Social System
3709

3709人:Grid World 2006への登録者数
53

53%:ビジネスグリッドが適用できる
採用検討中の日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)会
員

65 vs. 67.8
65%:イノベーションが必要と答えたCEOの比率
67.8%:部門内最適化企業群の比率

Grid World 2006パネル（理研峰尾氏）

グリッド研究センター

パネリストが見つけた「グリッドの旬」パネリストが見つけた「グリッドの旬」 (Closing remarks on the (Closing remarks on the 
main theme main theme ““Grid is NOW in seasonGrid is NOW in season””))

市場からみて (Market point of view)
幻滅から現実へ from disillusion to real business
拡散と浸透 from diffusion to pervasive adoption

技術からみて (Technology point of view)
グリッドする ?  (Do you grid ?)
From ‘horizontal’ (standard) to ‘vertical’ integration 
(application)

社会からみて (Social issues)
User and Technology providers segregation

旬なグリッドをお届けします…旬なグリッドをお届けします… グリッド協議会グリッド協議会
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産業技術総合研究所

法人会員 個人会員

一般

産総研コンソーシアム設置規程

会計業務委託
Silver Sponsor
Membership

グリッド研究センター
事務局設置・経費負担

ＷＧ活動・派遣

国際的認知

プロジェクト
プロジェクトプロジェクト

プロジェクト

情
報
共
有

技
術
普
及

特別会員 学生

情
報
共
有

助言等

会
議
参
加
報
告

会
議
参
加
報
告

法人会員 32機関（124名） 個人会員72名

平成１８年度 グリッド協議会 活動 projection

Grid World 参加者 3000 人Grid World 参加者 3000 人

ドキュメント研究会
10 人

ドキュメント研究会
10 人0.3%

GGF調査会 60 人GGF調査会 60 人

セミナー 20 人セミナー 20 人

2%

ドキュメント研究会
20-40 人

ドキュメント研究会
20-40 人

GGF調査会 60-100 人GGF調査会 60-100 人

セミナー 100 人セミナー 100 人

セミナー 20 人セミナー 20 人
セミナー 20 人セミナー 20 人

セミナー 100 人セミナー 100 人
ワークショップ 200 人ワークショップ 200 人

2% 技術セミナー 20-50 人技術セミナー 20-50 人
技術セミナー 20-50 人技術セミナー 20-50 人
技術セミナー 20-50 人技術セミナー 20-50 人
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最後に最後に CMCM

グリッド研究センター
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グリッドの旬、その先はグリッドの旬、その先は……

Standardization is key for third-generation grids!StandardizationStandardization is key for thirdis key for third--generation grids!generation grids!

• Local “メタコンピュータ“
– Distributed file systems （分散ファイルシステム）
– Site-wide single sign-on（シングルサインオン）

• "Metacenters" explore inter-organizational integration
• Totally custom-made, top-to-bottom: proofs of concept
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• ソフトウエアで半自動的に実現 by grid projects:
– Condor, Globus, UNICORE, Legion, Ninf etc.

• Need significant customization to deliver complete solution
• Interoperability is still very difficult!
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• 共通インターフェース仕様 support interoperability of discrete, 
independently developed services

• 複数の実装による相互運用性 among applications, toolkits,
and implementations of key services
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第５世代グリッド ☺

2006

2008

2011

仮想データセンターによるユーティリティ・社会基盤が実現

計算資源とサービスを分離し、マイクロサービスがサクッと実行

グリッドのコンセプトによる”新たな発想”のアプリケーション

計算機の「有効利用」

アウトソーサが利用する計算機資源を提供

データグリッドによる情報の緩やかな統合

大規模仮想組織(VO)の構成


