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はじめに

ページにアクセスした PC をリソース PC として利用す
る手法を説明する。図 1 に Web ベース PC グリッドの概

グリッドコンピューティングは、地理的に離れた複数の

要図を示す。

コンピュータをネットワークでまとめ、仮想的に 1 台の

この Web ベース PC グリッドは、実行させたいジョブ

高性能コンピュータとして機能させる技術である。この

を保持しているクライアント PC、所有している PC の計

グリッドコンピューティングの 1 つの形態として、一般

算ノードとして提供するリソース PC、クライアント PC

のオフィスや家庭にある遊休状態の PC で構成される PC

とリソース PC 向けの Web ページを提供し、ジョブスケ

グリッドがある。

ジューリングとリソース管理を行う Web サーバで構成さ

これまでの PC グリッド研究では、PC グリッド導入時

れている。

やリソースを提供時の煩雑な作業による負担と、プロジェ

まずクライアント PC は Web サーバ上にある専用の

クトごとに設定されたジョブしか実行できない汎用性の低

Web ページにアクセスし、そこで実行してもらいたいジョ
ブを投入する。そして、Web サーバが自動でリソース PC

さに対する解決手法として、Web を利用した PC グリッ
ドシステムが提案されている。しかし、提案システムにお

用の Web ページにアクセスしている PC へジョブを割り

いて、リソースの性能や状態を考慮した負荷分散が行わ

当てる。次に、リソース PC でジョブが完了した場合は、

れていないという課題がある。

結果を Web サーバへ送信し、Web サーバ上でまとめ、ク

そこで本研究では、Web ベース PC グリッドシステム

ライアント PC 用 Web ページに結果を表示する。

の負荷分散のための機能を提案し、シミュレーションで性

このように、グリッド特有の技術を自動で行い、グリッ

能評価をおこなう。
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本多研究室

ドを利用するクライアントや、リソースを提供するユーザ
にこれらの技術を意識させないことで、前述の PC グリッ

背景

ド利用時の障害の解決となっている。また、インタフェー

既存の PC グリッド構築システムの代表的なものとし

スに Web を利用することで、ユーザ側のプラットフォー

て、Globus Toolkit[1] を用いた Ninf-G[2] などが知られて

ムによる制限がなくなる利点がある。

いる。これらの構築システムを利用するには、各種設定
などの煩雑な導入作業と専門的な知識や技術を必要とし、
個人による PC グリッド利用時の障害となっている。
また、PC グリッドを利用したプロジェクトとして、

GIMPS[3] や SETI@HOME[4] などが知られてる。これ
らのプロジェクトにリソース PC として参加する場合は、
各プロジェクトで配布されているソフトウェアをダウン
ロードし、起動するだけとなり、前述の専門的な知識、技
術の必要性は低くなっているが、各プロジェクトごとに専
用のソフトウェアを使用するため、汎用性に欠ける問題が

図 1: Friendly Grid の概要

ある。
この PC グリッド導入作業の煩雑さと汎用性の低さに
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対する解決手法として、Web ブラウザを用いた手法が提
案されている。

研究の目的
本研究では、以下に挙げる 3 つの Web ベース PC グリッ

小矢らの研究 [5] では、PC 所有者が対象の Web ペー

ドシステムに関する問題点を解決するスケジューリング、

ジにアクセスすることで、PC グリッドシステムのリソー

ならびにリソース管理機構を提案し、シミュレーション上

ス PC として提供する意思があると判断し、利用する手法

に構築、性能評価を行う。

Friendly Grid を提案、開発している。この Friendly Grid
を元に構築した Web ベース PC グリッドにおいて、Web

リソース PC の参加、脱退の問題
PC グリッドシステムのリソース PC は、一般的にクラ
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イアント PC の所有者と異なるため、ジョブ実行中にそ

入をリソース PC 間でも行うことで、Web サーバと直接

の所有者からリソース PC からの開放要求が出る可能性

通信を行うリソース PC 数を減らし、アクセス集中による

がある。このようなリソース PC の動的変化に対しては、 性能低下を回避できると考えている。もし、あるノードが
実行中のジョブを中止し、他のリソースへジョブの再割り

脱退、故障した場合、そのノードに接続していた子ノード

当てを行う必要がある。

間で、過去に完了したジョブ数、PC グリッドへの接続時
間などを比較し、優秀なリソース PC を新たな親ノードと

また、リソース PC 側で Web ページが閉じられた場合

する機能を提案する。

においても、同様の動作が必要となる。
リソース PC の計算性能の不均一性の問題
PC グリッドを構成するリソース PC は、一般のオフィ
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進捗状況

ス、家庭向け PC であるため、個々の計算性能にばらつき

グリッドシステムや、資源管理に関する知識を深めるた

があり、LAN 環境も異なる。そのため、低性能、もしく

めに、論文の調査と精読を行ってきた。また、PC グリッ

は帯域幅が不安定なリソース PC にジョブを投入した場

ドを利用したプロジェクトに関する情報から、現在の PC

合、システム全体の処理性能に悪影響を与える可能性が

グリッド環境に関する知識を深め、課題の発見に努めて

ある。

きた。

また、計算性能が高い PC にジョブの投入が集中した場

同時に、本研究で用いるグリッドシステム用シミュレー

合、リソース PC を提供する側に不公平感が生まれる可能

ションソフト GridSim[7] の使用方法をサンプルプログラ

性がある。

ムを通して習得し、ソースコードの解析を行っている。

Web サーバへのアクセス集中の問題
佐藤の研究 [6] において、リソース PC の数を増やした
場合、急激に計算実行時間が増大する結果を示した。この
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今後の予定
シミュレーションソフト GridSim 上で Web ベース PC

グリッドシステムを構築し、前述の問題点を調査し、ま

原因として、リソース PC と Web サーバの接続が図 2(a)

た、新たな機能を実装することによる処理性能の向上や

のようになっており、Web サーバへのアクセスが集中し

リソース PC 数の増加による変化を中心に評価する。

たことが挙げられる。

また、提案した手法は、問題点を解決する代わりに、

Web サーバが保持する情報の増加や、ジョブの投入など
のリソース PC に対して要求する動作の追加による性能
低下、これらの追加した機能同士の競合など新たな問題
が発生する可能性がある。この点にも注目して研究を進
めていく。
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