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目次目次

ビジネス分野におけるグリッドの活用

ユーティリティコンピューティングにむけた取り組み

GridASP
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技術の進展（電気の例）技術の進展（電気の例）

研究室 先進ユーザ 市場の認知 市場浸透

フレミングの実験 ボルタの電池 電球 電力インフラ

（Power Grid）
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技術の進展（グリッド）技術の進展（グリッド）

情報基盤の社会インフラ化

研究室 先進ユーザ

研究開発 グリッド

テストベッド

市場の認知

ソフトウェア
パッケージ
Grid XX

グリッド製品

市場浸透

ユーティリティ

データセンター

2004

研究系グリッド ビジネス系グリッド

2007
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グリッドを活用したビジネスグリッドを活用したビジネス

H/W（サーバ, ストレージ, ネットワーク）

OS（Linux, Solaris, AIX, …, Windows）

運用管理ツール
（ワークロード管理, DB管理, 性能管理, 統合資源管理,…）

アプリケーション
（在庫管理, 会計処理, 顧客DB, …）

ビジネスフロー
（eCommerce,経営最適化,…）

Webサービス構築基盤
（XML, SOAP, WSDLなど）

OGSA(認証, 実行権限, ポリシー, 資源管理, …)

グリッド
構築SIer／
コンサル

Globus
Toolkit

商用サポート

【コンサル】

ASP
Application 

Service 
Provider

ユーティリティ
データセンター

【グリッドサービス】 【仲介】

リソース
ブローカ

ポータル/
ディレクトリ

サービス

グリッド対応サーバ
開発・販売

【製品販売】

ポータル
構築ツール
開発・販売

グリッドミドルウェア

グリッド対応
アプリケーションサーバ

開発・販売

グリッド対応
運用管理ツール

開発・販売

システムの構築に利用（顧客） サービスとして利用（顧客）
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グリッドの分類（例）グリッドの分類（例）

狭義のグリッド狭義のグリッド

コンピューティンググリッド
（高速計算サービス）

コンピューティンググリッド
（高速計算サービス）

データグリッド
（超大規模データ処理サービス）

データグリッド
（超大規模データ処理サービス）

PCグリッド（メガコンピューティング）
（遊休ＰＣの活用）

PCグリッド（メガコンピューティング）
（遊休ＰＣの活用）

ビジネスグリッド
（高信頼ウェブサービス）

ビジネスグリッド
（高信頼ウェブサービス）

グ
リ
ッ
ド

グ
リ
ッ
ド
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企業における実現例と狙い企業における実現例と狙い

CAD端末やPCを計算資源として活用

既存計算機を仮想化・統合化し効率運用

サイト間でのデータ共有・統合化

サーバの仮想化と負荷・障害への自律対応
（Webアプリケーション、一般業務）

コンピューティンググリッド
（高速計算サービス）

コンピューティンググリッド
（高速計算サービス）

データグリッド
（超大規模データ処理サービス）

データグリッド
（超大規模データ処理サービス）

PCグリッド（メガコンピューティング）
（遊休ＰＣの活用）

PCグリッド（メガコンピューティング）
（遊休ＰＣの活用）

ビジネスグリッド
（高信頼ウェブサービス）

ビジネスグリッド
（高信頼ウェブサービス）

H/Wコスト削減

H/Wコスト削減 S/Wコスト削減

人件費コスト削減

H/Wコスト削減 人件費コスト削減

業務効率向上 システム開発コスト削減
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試験的取組 製品導入開始 普及・浸透

企業における導入状況企業における導入状況

PCグリッド

コンピューティンググリッド

データグリッド

ビジネスグリッド

CAD端末やPCを計算資源として活用

既存計算機を仮想化・統合化し効率運用

サイト間でのデータ共有・統合化

サーバの仮想化と負荷・障害への自律対応
（Webアプリケーション、一般業務）

業種によって
導入状況に
ばらつきあり

2007年2004年

サーババーチャリゼーションとの連携
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コンピューティンググリッドコンピューティンググリッド

顕著な業種

自動車における車体設計、衝突解析、構造解析など

半導体における論理設計、レイアウト、回路シミュレーションなど

製薬におけるドラッグスクリーニング、構造解析など

導入が期待される業種
金融における市場/信用リスク解析、プライシングなど

エンターテイメントにおけるCGレンダリングなど

研究所B事業所A 関連会社C

グリッド環境
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ノバルティス株式会社様ノバルティス株式会社様

大規模Linuxクラスタ、並列計算機、PCグリッドの統合環境

3000人の研究者がたんぱく質構造解析などに活用

全世界80000台を超えるOffice PC グリッド

特別な投資なしに既存ハードウェアを利用

平均的に95%以上のCPU時間が利用可能

http://nibr.novartis.com/

【【事例紹介事例紹介】】

HPCサーバ群

Linux Clusters

並列計算機

G
ridM

P
U

nited D
evice

ノバルティス様より情報提供
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データグリッド（データベース）データグリッド（データベース）

分散したデータベースの統合

社内部門間でのデータ共有

業務効率の向上

東京事業所大阪事業所

問合せ

顧客DB 顧客DB

分散問合せ 分散問合せ

結果

仮想的な統合DB

製品DB

CRM SCM

複数の異種データベースの連携

システム間でのデータ共有

システム開発コストの削減

発注DB

RDB XML-DB
RDB
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476de5acafd45ba446c3b278

9ee475f63d6527a434f4a35c
fe4612ab2cd047bad3ca649f
476de5acafd45ba446c3b278

9ee475f63d6527a434f4a35c
fe4612ab2cd047bad3ca649f

:

＜データベースサーバ＞

＜メタサーバ＞

＜ファイルサーバ＞

森 関 高 つ 大 多 ＊ く 園 田 嗣
市 岡 関 福 智 千 智 中 ＊ 区 ＊
口 杉 代 ＊ 央 梅 ヶ 次 区 市 利
信 区 阪 市 藤 本 ば 英 博 霞 伊

森 関 高
口 杉 代

市 岡 関

つ 大 多

福 智 千
＊ 央 梅

市 藤 本

＊ く 園

智 中 ＊

ヶ 次 区

ば 英 博

森 関 高

口 杉 代

つ 大 多

市 岡 関

福 智 千
＊ 央 梅

＊ く 園

ヶ 次 区

市 藤 本

智 中 ＊

ば 英 博

②切り刻んだ情報を
‘グチャグチャ’にして

関 口 智 嗣 大 阪 市 中 央 区 ＊
伊 藤 智 ＊ つ く ば 市 梅 園 ＊
高 杉 英 利 福 岡 市 博 多 区 ＊
森 本 信 次 千 代 田 区 霞 ヶ 関

①まとまった個人情報を
細かく切り刻んで

データ
センタＡ

データ
センタＢ

データ
センタＣ

データ
センタＮデータセンタＸ

情報をどのように分割
したか、どのファイル
サーバのどこに保存し
たかというメタデータ
は、暗号化して管理。

個人情報は全てメモリ上
で処理。ハードディスク
には一切書き込まない。

③グチャグチャの情報を
‘バラバラ’に保管します

グリッド技術の分散保管技術にヒントを得て、個人情報そのものを、文字レベルで分割・

シャッフルして分散保管する※ことにより、セキュリティを強化

グリッド技術の分散保管技術にヒントを得て、個人情報そのものを、文字レベルで分割・

シャッフルして分散保管する※ことにより、セキュリティを強化

意味の無いデータしか
入っていない為、悪意の
第三者も、悪意の無い関
係者も、データを覗き見
ることができない。

※データのスクランブル・広域分散保管

010

010

101
101

（ヘッダ情報の場合）
パズルのように、形を組み
合わせれば復元できる

（メタサーバの場合）
形が単調なので、これだけ
では組合せられない

メタサーバの採用

NTTNTTネオメイト様ネオメイト様 グリッドデータベースシステムグリッドデータベースシステム 【【事例紹介事例紹介】】

ＮＴＴネオメイト様より資料提供
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コールセンタにおけるお客様との会話内容を録音する通話録音システムに適用し、FRC

（NTT西日本-九州）のコールセンタに導入（2006/12） 。

コールセンタにおけるお客様との会話内容を録音する通話録音システムに適用し、FRC

（NTT西日本-九州）のコールセンタに導入（2006/12） 。

ランダムに分散保管ランダムに分散保管

010110101

111100001

101011011
101010101 010110101

111100001101011011

101010101

010111010101001110101011011101100101

010111010101001110101011011101100101010111010101001110101011011101100101

010 111010 101001110101 011011101 100101010 111010 101001110101 011011101 100101

010 111010 101001110101 011011101 100101

010110101111100001 101011011101010101

8バイト単位で分割8バイト単位で分割

シャッフルシャッフル

010110101111100001 101011011101010101

16ｋバイト単位でパック16ｋバイト単位でパック

２つずつにコピー２つずつにコピー

8byte

1kbyte

9.846秒
の音声

0.005秒
の音声

NTTNTTネオメイト様ネオメイト様 通話録音システムへの適用通話録音システムへの適用 【【事例紹介事例紹介】】

ＮＴＴネオメイト様より資料提供
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ウタゴエ株式会社様ウタゴエ株式会社様

コンテンツ配信をグリッド技術を使って効率化

センターサーバからの直接配信だけでなく、ユーザサイドのインフラを活
用して配信

【事例紹介】

20052005年年99月月2727日、日、2828日日
プロ野球公式戦にてプロ野球公式戦にて
フィールドテストを実施フィールドテストを実施

Ocean Grid 実績: インターネット上におけるライブ配信の実施

西部ライオンズインターネットライブ

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ様との協力により進める
「オンエア・ライブ配信」のトライアルテストの名称は「Casting Grid」

ウタゴエ様より資料提供
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ウタゴエ様より資料提供

Ocean Grid

従来型
配信

コ
ス
ト

同時アクセス数

●Ocean Grid

Server
（CDN)

サーバ
追加

帯域増加

サーバ⇔ノード間で通信 サーバ⇔ノード⇔ノードのリレー通信

接続ノード
追加

接続ノード
追加

Server サーバやNW帯域
の増加が不要

従来のサーバ集中型配信

Ocean Grid Ocean Grid によるコスト削減の仕組みによるコスト削減の仕組み 【【事例紹介事例紹介】】
課題:センターサーバとネットワークのコスト負担が大きい

大量のコンテンツを保存するアーカイブサーバが必要

ユーザ数増加によりネットワーク帯域やサーバの増強が必要

バックボーン回線への負担を減少

トータルな配信コストの削減

ニッチな内容のコンテンツ配信も低コストで可能

従来の配信に比べ
配信コスト（インフラコスト）が

激減！
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グリッドを活用したシステムの発展グリッドを活用したシステムの発展

社内システムにおける活用

B2C、サービスプロバイダによる活用

組織間連携

ユーティリティ、社会インフラ

社内システム

サービスプロバイダ

組織間連携

ユーティリティ
（社会インフラ）

Grid
ASP

産総研が提案する
ユーティリティコンピューティングの

ビジネスモデル

iDCを支える基盤

SaaS を支える基盤

SOA を支える基盤
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GridASPGridASP
コンピューティングパワーをユーティリティとして提供する

ビジネスモデル

計算機は買って管理する時代から借りて利用する時代へ

ハードソフトの固定費が高い
（稼動していなくても支出）

計算機の管理は煩雑で大変
（管理者の育成・雇用はコスト増）

Electrical Power Grid Grid: Next Generation Internet
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従来モデル：従来モデル：ASP ASP (Application Service Provider)(Application Service Provider)

ユーティリティコンピューティングの一つのモデル

エンドユーザは、大規模なコンピュータやアプリケーションを用意することなし
にアプリケーションを実行し、使用した分の料金を支払う。

エンドユーザ

ASP

ポータル コンピュータ アプリケーション

受託解析サービスという付加価値により実施企業に浸透普及状況

変動固定利用料金

内容によって変動ほぼ固定CPU負荷

短期（ ～日、週）長期（月～年）利用期間

構造解析、流体解析、衝突解析（自動車メーカ ）
回路解析、デバイス解析（半導体メーカ）
ドラッグスクリーニング、分子構造解析（創薬メーカ ）
クレジットリスク分析、市場リスク分析（金融機関）

メール
Webサイト

グループウェア
会計監査

アプリケー
ション
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テクニカルコンピューティングにおけるテクニカルコンピューティングにおけるASPASPモデルの問題点モデルの問題点

プロバイダ側

ポータル、コンピュータ、アプリケーション、全ての資源と環境を揃えなけ
ればビジネスが始められない

ユーザからのリクエストがない場合はコンピュータが遊んでしまう

逆にリクエストが予想以上に集まると処理しきれずにビジネスチャンスを
失う

小さいコンピュータシステムであっても運用者が必要でありその人件費が
利用者への料金を高くしている

エンドユーザ側

多くのユーザ企業が製品に関するデータが外部に露出することを避ける
が、誰がどういう計算を行っているか、ASP業者には全て知られてしまう
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GridASPGridASPの概念の概念

三つの独立した組織が連携することによってASPの機能を実現する

アプリケーション提供者 AP (アプリケーションプロバイダ)
アプリケーションパッケージとライセンス管理

リソース提供者 RP (リソースプロバイダ)
リソース管理とジョブ実行

ポータル事業者 SP (サービスプロバイダ)
ウェブポータルの運営とエンドユーザ・リソース提供者間の仲介

エンドユーザ

アプリケーション提供者
AP (Application Provider)

ポータル事業者
SP (Service Provider)

リソース提供者
RP (Resource Provider)
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複数の事業者による柔軟な連携複数の事業者による柔軟な連携

サービスとリソースの分離

必要なリソースを組み合わせて提供

全てのリソースを持たなくても、手持ちの資源だけでビジネスへの参画が可能

ユーザ企業１

R社アプリ

X社コンピュータ

A社ポータル

Y社コンピュータ

Z社コンピュータ

C社ポータル

ユーザ企業３ B社ポータル

ユーザ企業２

ユーザ企業４

Q社アプリ

P社アプリ

ユーザ企業５

サービス リソース
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SPSP（（Service ProviderService Provider）ポータル事業者）ポータル事業者

ポータル運用とアプリケーション実行の窓口（エンドユーザと契約）

多くのリクエストが来ても、リソースの契約先を増やしユーザのリクエストを捌く

特定のエンドユーザ向けにアプリケーションを選択してポータルをカスタマイズ

エンド
ユーザ

ポータル事業者
SP (Service Provider)

---------
----------
--------
------
-------

入力データ

結果データ

利用料
X社コンピュータ

Y社コンピュータ

Z社コンピュータ

R社アプリ

Q社アプリ

P社アプリ
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RPRP（（Resource ProviderResource Provider）リソース提供者）リソース提供者

ジョブの実行を請負い、結果を返す

計算機（リソース）の運用管理に専念

大規模に運営して、運営コストを削減

結果返送後は計算機からデータ削除（高信頼ストレージは不要）

リクエストの受け口を増やしコンピュータを有効に活用

ポータル事業者
SP (Service Provider)

リソース提供者
RP (Resource Provider)

---------
----------
--------
------
-------

入力データ

結果データ

リソース
利用料A社ポータル事業者

SP (Service Provider)

C社ポータル事業者
SP (Service Provider)
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APAP（（Application ProviderApplication Provider）アプリ提供者）アプリ提供者

アプリケーションパッケージの提供

ライセンスの使用の許諾

ポータル事業者
SP (Service Provider)

リソース提供者
RP (Resource Provider)

ライセンス
使用料

アプリケーション提供者
AP (Application Provider)

アプリ
パッケージ

アプリ
インストール

---------
----------
--------
------
-------

利用ログ
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エンドユーザへのメリットエンドユーザへのメリット

コスト削減

プロバイダの専業化により利用価格が安価に

セキュリティ

「誰が」「何を」計算しているか、両方を知る事業者をなくせる

アプリケーションの結果がポータルに戻された後、
全ての関連するファイルは削除

エンドユーザ ポータル事業者 リソース提供者

実名 匿名

Data Data DataData
共通鍵 共通鍵

例 産総太郎 例 匿名１２

例）創薬候補
の分子構造

=https
(SSL)

KCC (Key Creation Center)
共通鍵暗号方式
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GridASPGridASP ToolkitToolkit
GridASPのビジネスモデルを実現するソフトウェア

エンドユーザ、リソース提供者、アプリ提供者
の連携をポータルを中心に実現

実行結果
の取得

アプリ
実行要求

アプリパッケージ
登録

リソース
登録

アプリの
配備

リソース
情報取得

アプリケーション提供者

リソース提供者

エンドユーザ アプリ管理者GridASPポータル

ポータル
サーバ アプリの

実行

アプリの結果

GridASPポータル

アプリパッケージ

計算データ

アプリケーション提供者

リソース提供者

エンドユーザ

システム
管理者

GridASP Toolkit

コンピュータ

GridASP Toolkit
KCC

KCCサーバ

鍵発行

鍵要求

GridASP Toolkit

対応可能クラスタ管理ツール
PBS professional

LSF
SGE

LoadLeveler
Windows CCS
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GridASPGridASP Toolkit 2.2.0 Toolkit 2.2.0 （本日リリース）（本日リリース）

GridASP Toolkit 2.2.0を公開中（Apache Software License）
http://www.gridasp.org/
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GridASPGridASP（産総研）の狙い（産総研）の狙い

情報サービスのユーティリティビジネス市場立ち上げ

ユーザ企業からの固定資産削減

情報サービスに対するユーティリティ会社

データセンター事業者のビジネス拡大

Webアプリのホスティングサービスから異業種顧客へ展開

アプリケーションベンダーの市場拡大

購入を躊躇している中小企業ユーザへの提供

GridASP

エンドユーザ
アプリケーション提供者
AP (Application Provider)

ポータル事業者
SP (Service Provider)

リソース提供者
RP (Resource Provider)
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実証実験への参加企業実証実験への参加企業

企業と共同によるGridASPのビジネスモデル検証のための実験実施企業と共同によるGridASPのビジネスモデル検証のための実験実施

エンドユーザ
鹿島建設、三共、
富士ゼロックス、
他

ポータル事業者
インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス

NECフィールディング、他

アプリケーション提供者
アルテアエンジニアリング
日本総研
プラットフォームコンピューティング
フルーエント・アジアパシフィック

システムインテグレータ
住商情報システム、ビジネスサーチテクノロジ

リソース提供者
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ユーザ企業にとって有効な利用シーン（ユーザ企業にとって有効な利用シーン（1/21/2））

（１）社内のコンピューティング環境を
全てアウトソース化

ユーザ企業 GridASP

ポータル
事業者

リソース
提供者

アプリ
提供者

ユーザ

ポータル クラスタ アプリデータ

外部リソースの利用

ユーザ企業 GridASPプロバイダ

（２）社内の異機種コンピュータ群を
統合するインタフェースの構築

ユーザ企業（GridASP）

クラスタ

ユーザ

ポータル アプリ

ユーザ企業

情報システム部門

データ

企業内リソースの統合利用

ユーザ企業 企業内リソースの外部への提供

ユーザ

データ

対応可能
クラスタ管理ツール
PBS professional

LSF
SGE

LoadLeveler
Windows CCS
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ユーザ企業にとって有効な利用シーン（ユーザ企業にとって有効な利用シーン（2/22/2））

（３）社内のコンピュータの容量が少なく
計算できない大規模解析の実施

ユーザ企業 GridASP

（４）社内のコンピュータが満杯な時
緊急に結果が欲しい解析の実施

ユーザ企業 GridASP

情報システム部門

リソース提供者

クラスタ

ユーザ

ポータル アプリ

ユーザ企業

アプリ提供者

データ

企業内リソースと外部リソースの統合利用

クラスタ アプリ

GridASPプロバイダ

ポータル
事業者

リソース
提供者

アプリ
提供者

ユーザ

ポータル クラスタ アプリデータ

外部リソースの利用

ユーザ企業 GridASPプロバイダ

同一環境から
社内クラスタも
外部クラスタも
シームレスに
利用可能
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三共株式会社三共株式会社

実証実験 2005/10 – 2006/2
外部リソースの利用

アプリケーションとして製薬企業で必要な化学分野の計算ソフトウェア

エンドユーザ
三共
＠品川

ポータル
INTEC W&G
＠富山

リソース提供
AIST
＠つくば

インター
ネット

インター
ネット

GridASPポータルの運用インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス
株式会社

GridASPソフトウェアの提供
AISTスーパークラスタの一部提供

産総研

GridASPシステムの構築支援ビジネスサーチテクノロジ株式会社

GridASPシステムの利用三共株式会社

役割分担組織名

経済産業省のビジネスグリッドコンピューティングプロジェクトの一環として実施

リソース不足時の
利用を検討
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GridASP

鹿島建設株式会社鹿島建設株式会社

共同研究 2006/2-
企業内リソースの統合利用（計算機システムの一部をGridASP環境へ）

内製アプリとISVアプリをポータルに実装

他の計算機を含めるGridASP環境の拡大を計画

外部リソースとして産総研のクラスタとも接続を予定

日立 SR11000 NEC SX-8

日立
HA8000

GridASP
ポータル

鹿島社内

社内ユーザ

社内計算機の
利用環境を向上したい

産総研

AISTスーパー
クラスタ



36

産総研 グリッド研究センター

富士ゼロックス株式会社富士ゼロックス株式会社

共同研究 2006/6-
企業内リソースの統合および外部リソースの利用

実験用ポータルの構築を検証、現在本格運用へのポータル構築中

大規模並列のアプリケーションの実装

GridASP
ポータル

富士ゼロックス社内

社内ユーザ

大規模な解析を
外部のリソースで

産総研

AISTスーパークラスタ

小規模解析

大規模解析
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実証実験フェーズから事業化フェーズ実証実験フェーズから事業化フェーズへへ

GridASP サービス

ユーティリティコンピューティングサービス
CGレンダリングサービス、構造物構造解析サービス、など

社内リソース統合サービス
各種クラスタ（PBS, LSF, SGE, LoadLeveler, Windows CCS)

統合プラットフォームサービス
社内リソースと外部リソースの統合利用環境構築

GridWorld2007 展示会場 産総研ブース

デモ実施中！

詳細、お問い合わせは

http://www.gridasp.org/
gridasp@m.aist.go.jp Web

2.0
時代のグリッドビジネス

新規参入のチャンス！

（パートナー募集中）
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まとめまとめ

ビジネス分野におけるグリッドの活用

ビジネス分野においても、グリッド技術の活用は着実に進んでいる

コンピューティンググリッド／ＰＣグリッド

データグリッド

コンテンツ配信

グリッドを活用したシステムの発展

社内システムにおける活用

B2C、サービスプロバイダによる活用

組織間連携

ユーティリティ、社会インフラ

ユーティリティコンピューティングを実現するビジネスモデルGridASP
実証実験フェーズから事業化フェーズへ

gridasp@m.aist.go.jp
http://www.gridasp.org/

iDCを支える基盤

SaaSを支える基盤

SOAを支える基盤


