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1 はじめに

個人利用の PC でのグリッド導入作業の煩雑さと
プロジェクトごとの決められたジョブの実行しかで
きない問題の解決手法として、Web を利用した手法
[5℄[6℄ の提案されている。
小矢ら [5℄ の研究では Web ベースのグリッドミド
ルウェアである Friendly Grid を開発している。Web
ページにアクセスすることで PC をリソースとして
利用するための手法が提案されている。
楢橋ら [6℄ の研究では、機能を最低限に絞ること
で、初心者でも Web ブラウザから簡単にジョブ投入
ができるグリッド・ポータルの提案をしている。

グリッドコンピューティングは、ネットワーク上
にある複数のコンピュータをまとめ、一つの大きな
コンピュータとして機能させる手法である。グリッ
ドコンピューティングには、コンピューティンググ
リッドやデータグリッドなど使用される目的により
さまざまな形態があり本研究で対象とする PC グリッ
ドは、遊休状態の PC を活用することを目的として
いる。
これまでの PC グリッド研究で Web を利用したシ
ステムの提案されている。既存の研究では、Web ペー
ジを公開し、そのページ上でプログラムをリモート
で実行する手法が用いられている。しかし、リソー
スになる PC の性能や状態を考慮した負荷分散がさ
れいないという課題がある。そこで本研究では Web
を利用した PC グリッドシステムに負荷分散のため
の機能の拡張を行う。PC グリッドシステムに適した
スケジューリング手法の検討・実装を行い、性能評
価をおこなう。
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Friendly Grid

小矢ら [4℄ の PC グリッド研究で開発されている
Friendly Grid での Web を利用した PC をリソース
として機能させる手法を説明する。図 1 に Friendly
Grid のグリッド環境を示す。
このミドルウェア Friendly Grid では、リソースと
なる PC の Web ブラウザ上で動作する Friendly Grid
Server(FGS) とジョブを投入するクライアント PC の
オペレーションシステム上で動作する Friendly Grid
2 背景
Client(FGC) から構成されている。
リソースとなる PC は Web ブラウザから FGS が
既存のグリッド構築システムには、GridRPC シス 埋め込まれた Web ページをダウンロードし、FGS が
テムの Ninf-G[1℄ やグリッド上に分散したファイルを リモートからプログラムを実行やプログラムや演算
統合して大規模なデータ処理を行うソフトウェアの に必要なファイルを転送をおこなう。
Gfarm[2℄ などがある。これらのシステムでは使用す
るコンピュータにリソースとして機能させるための
ソフトウェアのインストールや設定作業を行う必要
がある。しかし、この作業を個人利用の PC で行う
のは煩雑でグリッド利用の妨げになる問題がある。
これまでに PC グリッドシステムには、GIMPS[3℄
や SETIHOME[4℄ などが知られている。これらの
PC グリッドシステムで各 PC にリソースとして機能
させるには、各プロジェクトより配布されたソフト
ウェアをダウンロードし、自分の PC 上で起動させ
るだけでよい。しかし、これらはプロジェクトごと
の専用ソフトウェアであるため、決められたジョブ
の実行しかできない問題がある。

図 1: Friendly Grid が構築するグリッド環境

1

4

きるような実装を行う。また逆に、ジョブ実行中に
リソース PC の解放要求されたりや障害が発生して
本研究では、小矢ら [5℄ の研究の Web を利用した ジョブ実行が停止した場合、他のリソース PC へ自
PC をリソースとして機能させる手法を用いて PC グ 動的にそのジョブを再割り当てができるような実装
リッドシステムに負荷分散を考慮したスケジューリ を行う。
ング機能の実装を行う。
PC グリッドシステムでの問題点と負荷分散の実装 5
進捗状況
内容は次のとおりである。
さまざまなグリッドシステムの知識の得るために、
論文調査および精読を行ってきた。
また、ジョブスケジューラの Codor を実際に使用
4.1
PC グリッドシステムでの問題点
しスケジューリングの知識や技術の獲得を行ってい
リソース PC の計算性能の不均一性
る。

研究の目的

Web

を利用した PC グリッドシステムの利用を想
定している研究室やオフィスの LAN 環境では、リ
ソース PC の計算性能が不均一であることも考慮す
る必要がある。低い計算性能のリソース PC にジョ
ブを割り当てられたときは計算時間への影響が考え
られる。また、低い計算性能のリソース PC が処理
性能のボトルネックになる恐れがある。
一方で、高い計算性能のリソース PC ばかりにジョ
ブが割り当てられることになるとリソース PC を提
供する側の不公平感が生まれてしまう。よって、その
ためのスケジューリングが必要となると考えられる。
PC
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今後の予定
Web を利用した PC グリッドシステムの構築を進

めていく予定である。この PC グリッドシステムに
最適なスケジューリング方法の調査・検討が特に必
要であると考えられる。
スケジューリング方法の実装を行い、高い処理性
能が得られるか実験・評価をする。また、リソース
PC の計算性能情報の取得方法の考え、更なる活用方
法も検討していく。

の所有者からの開放要求

PC

グリッドではリソース PC の所有者がいるた
め、リソースの役割から解放する要求がされる場合
がある。この場合にリソースの状態を保存するか、他
のリソースへジョブの再割り当てなどを考えなけれ
ばならない。リソース PC で Web ブラウザが閉じら
れてしまう場合も同様の動作が必要になる。
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