〈東京工業大学 学術国際情報センター〉

グリッド・コンピューティングの研究開発を通じて、
科学技術の進展に貢献。
グリッド・コンピューティングへの期待が高まる中で、それを社内の情報インフラストラクチャーとして活
用しようとするITエンジニアや、ビジネスに応用しようとする企業にとって、その仕組みや有効性を正し
く理解することはますます重要になってきています。
東京工業大学 学術国際情報センター 教授の松岡 聡氏は、長年にわたってグリッド・コンピューティング
の研究に携わり、自らの研究室で国内最速のコモディティー（商用）PCクラスターの開発に成功。2002
年6月にはスーパーコンピューターの世界的なランキングである「Top500スーパーコンピューター」の
47位にランクインするという快挙を成し遂げただけでなく、東工大キャンパス・グリッド と呼ばれる国
内最大規模のグリッドを構築してその運用研究を進めています。
また、GGF（Global Grid Forum）のステアリング・グループ委員ならびにエリア・ディレクターとしても
活躍し、2003年3月に東京・新宿で開催された第7回GGFの推進役の一人となりました。
松岡氏の今までの研究活動を中心に、グリッド・コンピューティングの現在と今後の展開について語っ
ていただきました。

Interview with IBM Customer Global Scientific Information and Computing Center, Tokyo Institute of Technology

Contributing to the development of science and technology through
research and development in the field of grid computing.
Expectation of grid computing are constantly rising. For IT
engineers who make use of grid computing as a type of inhouse information infrastructure and for companies wishing to
use grid computing for business purposes, it is becoming more
and more important to achieve a proper understanding of the
methods and effectivs of grid computing.
Professor Satoshi Matsuoka of the Global Scientific Information
and Computing Center of the Tokyo Institute of Technology has
been involved for many years on research into grid computing
and has succeeded in developing Japan’s fastest commodity
PC cluster in his laboratories. In June 2002 he achieved the
conspicuous feat of having his computer ranked in 47th position amongst the world’s top 500 super-computers, in addition
to which he has been carrying out research aimed at constructing Japan’s largest grid testbed, known as the “Tokyo Institute
of Technology Campus Grid.”
Professor Matsuoka is also active as a committee member and
area director of the steering group of the Global Grid Forum
(GGF), and he was one of the directors of the 7th GGF conference held in Shinjuku in Tokyo in March 2003.
We asked Professor Matsuoka to talk about the current status
of grid computing and its future prospects, centering on his own
past research activities.
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東京工業大学 学術国際情報センターの役割

松岡 聡氏

現在、私は東京工業大学の学術国際情報センターに所属し、
主に科学技術計算などに用いられる次世代の高性能ソフトウェ
ア基盤を研究しています。
当センターは、2001年4月に、従来の総合情報処理センターと

Satoshi Matsuoka, Dr. Sci.
Professor
Global Scientific Information and
Computing Center
Tokyo Institute of Technology

理工学国際交流センターを統合して設立された組織です。もと
もと情報処理センターは学内の情報関係のサービスを、国際交
流センターは学外との研究の連携と支援活動を行っていまし
たが、インターネットの普及により共通化できる業務も多く、また
研究部門の拡充の必要性も叫ばれていました。そこで、いわゆ

［プロフィール］
1986年、東京大学 理学部情報科学科卒。
1989年、
同大学 大学院博士課程から情報
科学科 助手に採用。
同大学 情報工学専攻
講師を経て、
1996年に東京工業大学 情報
理工学研究科 数理・計算科学専攻 助教授。
2001年4月に東京工業大学 学術国際情報
センター 教授、
2002年より国立情報学研究
所の客員教授を兼任。博士（理学）
。

るセンターとしての支援業務だけでなく、次世代のスーパーコン
ピューティングやネットワーキング、e-ラーニングといった研究と
密着させたり、次世代の国際ネットワークを使った国際交流を
推進するために統合化され、新たに学術国際情報センターとし
て統合され再出発しました。
最近の情報技術の発展は極めて急速であり、またITを利用

私自身は、研究・教育基盤部門における問題解決支援環境

したサービス（研究用計算機、情報教育、キャンパス・ネットワー

分野の責任者として、学内の計算科学インフラストラクチャーの

ク）も多彩になるなど、センターとしても常に新しい情報技術を取

整備を推進するとともに、その基盤となる研究開発を行ってい

り入れて研究・教育支援の業務を心掛けることが重要になって

ます。

きています。
発足の経緯からもお分かりいただけると思いますが、当セン

情報インフラストラクチャーの整備

ターの組織は三つの柱で構成されています（図1）。特に情報
系2部門（情報基盤、研究・教育基盤）は、常に最先端の情報技

当センターにおける研究開発は、大学の各専攻の研究室の

術レベルを維持しつつ、ユーザーからの要望にこたえるために

取り組みとは異なり、その内容はむしろ企業の情報部門に近い

15名近くの専任／客員教官を配置し、お互いに連携して効率

でしょう。企業における情報部門の役割は、経営戦略の具現化

的に研究・開発を進めるとともに、その成果を国内外の研究・

とユーザーの業務支援が中心となるでしょうが、当センターの役

教育機関などに発信して研究・教育の活性化に努めています。

割も、学内における研究開発の支援にほかなりません。現在は、
増加する一方の学内の計算需要にいかにして対
応するかが大きなミッションとなっています。

学術国際交流

ご存じのように国立大学の独立行政法人化の

国際交流分野

方針が打ち出される中で、大学の研究といえども

・ 戦略的国際協力プロジェクトの
企画・立案・運営

コスト意識が求められるようになってきています。

国際共同研究分野

情報基盤
情報流通分野

・ 地球環境シミュレーション
・ 大規模アプリケーション
・ バイオ・インフォマティクス

・ 情報ネットワークの高信頼技術
・ 情報ネットワークの高機能技術
・ 情報ネットワークの高信頼技術

情報蓄積・活用分野
・ マルチメディア蓄積技術
・ マルチメディア高速検索技術
・ 大規模情報蓄積システム構成
・ 蓄積コンテンツ統合技術

図1．学術国際情報センターの概要

研究・教育基盤
問題解決支援環境分野
・ 高性能計算
・ グリッドa（超広域高性能）計算
・コモディティー・クラスター計算
・ 高信頼計算
・ 超並列計算

遠隔・マルチメディア教育分野
・ 教育の情報化
・ 教育媒体のマルチメディア化
・ 簡便なオーサリング・ツールの提供
・ 授業コンテンツのWeb搭載支援
・ ITを利用した遠隔教育の推進

これは単にコストを削減すればいいという消極
的な取り組みではなく、少ない投資でいかに大
きな成果を上げていくかということです。独立行
政法人化が進んでいけば、研究予算の割り振り
にしても、各大学の研究成果が反映することにな
るでしょう。センターとしては大学間の競争で優位
に立てるように十分な計算インフラストラクチャー
を用意しなければならないということです。
もちろん大規模なスーパーコンピューターを何
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台も導入すればユーザーの需要には対応できるわけですが、

（Shared University Research）という奨学金プログラムを通

コスト面からいっても現実的に不可能です。また、センターでの

じて提供していただいたものです。これはグリッド・コンピュー

計算リソースの利用状況を分析すると、小／中規模（8プロセッ

ティング分野におけるわれわれの競争力を高く評価していただ

サー程度）の計算がほとんどであり、大規模高速計算を得意と

いたからにほかなりません。

するスーパーコンピューターを単体で追加していっても、それだ

また、米国の2大スーパーコンピューター・センターの一つで
あるSDSC（San Diego Supercomputer Center）と2003年から共

けのコスト・パフォーマンスを発揮するとは思えません。
当学における計算需要に対応するには、むしろグリッド・コン

同研究の交流協定を結ぶことになっていますが、これもわれわ
れを、国内におけるグリッド・コンピューティング研究のリーディン

ピューティングの運用が最適解であると考えました。

グ・サイトと見なしていただいたからでしょう。
仮に、当センターが学内向けの支援サービスの提供だけに

国際競争力をより高めるために

熱心で、情報インフラストラクチャーの研究開発にそれほど力を

大学間の競争といっても、今日の研究は、ただ単に成果を競

注がなかったとすれば、海外のITベンダーや研究機関に認知

い合うだけではありません。もはや研究そのものがインターネット

され、パートナーを組むことも求められなかったと思います。セン

の活用を前提とした大学間の協力なくしては成り立たなくなっ

ターが国際競争力を持つことは当学の競争力強化に通じます

ています。特にバイオテクノロジー系や高エネルギー物理、天文

し、ひいては日本のこの分野における研究開発の競争力を高

などの分野では、世界中の何千人という研究者が一つのテー

めることになるわけです。

マで合従連衡しつつ研究を進めています。お互いにオンライン・
データベースにアクセスして、あるときは共同で処理を行った
り、あるときにはお互いに競争するといった状況であり、この
動きはますます加速しています（図2）
。
そうした国際的な協力関係の中で、当学がリーダーシップを

分散コンピューティングの
さまざまな研究プロジェクトに参加
それでは、私の研究活動についてお話ししましょう。

発揮していくには、学内の研究基盤として計算インフラストラク

現在、私は当センターでグリッド・コンピューティングの運用

チャーを強化していかねばなりませんし、センター自身がそうし

研究を行っていますが、それだけでなく自らの研究室でより基礎

た計算インフラストラクチャーの運用や研究で高い国際競争力

的なグリッド・コンピューティングやクラスター・コンピューティング

を持つ必要があります。

の研究にも取り組んでいます。

実際、国際競争力という見地からは、われわれの研究は着実
に成果を挙げつつあります。

グリッド・コンピューティングに最初に興味を持ったのは10年前
のことです。当時はまだ「グリッド・コンピューティング」という言

例えば、2002年にスタートした当センターのプロジェクト 東工
大キャンパス・グリッド では、後から述べるようにIBM e

TM

p670が大きな役割を担っていますが、これは米国IBMのSUR

葉はなく、
「メタコンピューティング」とか「グローバル・コンピュー
ティング」と呼ばれていました。
日本におけるクラスター・コンピューティングの研究において
も、私にとってもエポック・メーキングとなったのが、1992年に通
商産業省（現・経済産業省）により10年計画で立ち上がった
RWCP（Real World Computing Project）です。今日でもこの

分散蓄積

データ
ベース

データ
ベース

広域協調分散
データベース

データ
ベース

協調解析

広帯域波長による
全天空のスキャン

プロジェクトのメンバーは、それぞれの大学や研究所において
クラスター・コンピューティングやグリッド・コンピューティング研
究で活躍しています。

データ
ベース

やや遅れて1994年には電子技術総合研究所（現・産業技術
総 合 研 究 所 ）と 東 工 大 を 中 心 に Ninf（ Network based
Infomation library for High Performance Computing）というプ

新しい天体の発見
宇宙の原理の解明
図2．アプリケーションの画面例1
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ロジェクトがスタートしました。
こうしたプロジェクトに参加するうちに、私はグリッドやクラス
ター・コンピューティングによってハイパフォーマンス・コンピュー

東京工業大学 学術国際情報センター

ティングを実現したいと強く思うようになりました。
というのは、当時のパフォーマンス・コンピューティング分野の
研究者は、グリッドやクラスター・コンピューティングに一定の興味
は示すものの、実用的な計算インフラストラクチャーにはなり得
ないと考えていたからです。そうした評価を何とか覆したいと研
究を進めていたわけですが、その機会が1998年に訪れました。
科学技術振興事業団の「さきがけ研究21」の研究テーマの一つ
に私の「超広域高性能計算環境の基礎的研究」が採用され、そ
の後、3年間にわたってグリッドおよびクラスター・コンピューティン
グの基礎的な研究を行うことができたのです。この研究は、後
から説明するようにキャンパス・グリッド・プロジェクトへつな
がっていきます。

図3．PCクラスターPRESTO III

アを開発することはできません。ハードウェアはコモディティー
（市販品）を使います。ですから各コンポーネンツをいかにアセン
ブリーするのかといったノウハウが重要となります。また、ソフ

コモディティーPCクラスターの開発
「さきがけ研究21」の成果の一つに、私の研究室で開発した

トウェアについても、十分な性能を引き出すためのチューニン
グに今までにないノウハウが求められました。最初のうちはまさ
に手探りだったのです。

PCクラスターPRESTO IIIを挙げることができます。このPCク
ラスターは、2001年上半期に Top500スーパーコンピューター
に初めてランクインし、翌年の上半期には国内のPCクラスター
としては最速の47位に輝いたのです。

ハイパフォーマンス・コンピューティング分野の
研究者も注目

「Top500スーパーコンピューター」とは、一言でいえば世界の

PRESTO IIIが2002年上半期にリストの47位にランクされた

スーパーコンピューターのランキングであり、年2回春と秋に更

ことで、ハイパフォーマンス・コンピューティングの研究者の方々

新されます。現在のトップは、横浜の海洋科学技術センターにあ

にもPCクラスターの実力を認めてもらえるようになりました。

る地球シミュレーターです。トップ争いは熾烈で毎回順位に変
動があるのですが、下位の競争もそれに劣らず激しいものがあ

ただ、PCクラスターの研究は、当然ながらTop500のリストに
載ることが目的だったわけではありません。

ります。コンピューターの性能は、いわゆるムーアの法則により

われわれはミドルウェアを研究していますから、その上でア

3年間で4倍になるといわれていますが、Top500の争いでは3年

プリケーションが稼働することを実証していかなければなりま

で6倍です。つまり、ムーアの法則では6年間で16倍になるわけ

せん。それを動かすテスト・ベッドとして、大規模・高速なPCクラ

ですが、Top500では36倍になるということです。

スターが必要でした。そのための開発だったわけですが、リス

し れつ

こうした熾烈な世界にチャレンジしようと考えたのは、ハイパ
フォーマンス・コンピューティングの世界でPCクラスターの実用
性を示したいということがありました。
例えば、当センターのグリッドを含む計算リソースはすべてを

トに載ったことでわれわれの研究に新しい地平を開いてくれ
たことも事実です。
先ほども述べたように、理工系大学における計算インフラス
トラクチャーは、スーパーコンピューターを単体で増強していく

テラ

合わせて1.8T FLOPS程度なのですが、PRESTO IIIの計算能力

のでは、コスト的にも電源供給や冷却の面からも限界があり、グ

もほぼ同じです。つまり、Top500の上位に載るには一般の計算

リッド・コンピューティングに活路を見いだすべきだろうという

機センター並みのリソースが必要だということです。

のがわれわれの考えでした。ところが、ハイパフォーマンス・コン

実際、開発に取り組んでみると予想以上に大変でした。例え

ピューティング分野の研究者の方々には、PCグリッドをなかなか

ば、空調や電源といった建物設備のせいで十分に冷却できな

信頼していただけません。そんな閉塞状況を一気に打破したの

いといった問題が生じました。くだらない話に思えるかもしれ

がPRESTO IIIなのです。

ないですが、そうした問題を一つひとつ解決していかねばなら
なかったのです。
また、われわれの専門はソフトウェアであり、自らハードウェ

もちろん研究面でのノウハウを蓄積し、工学的な成果を出し
たということも大きな成果ですが、何よりもハイパフォーマンス・
コンピューティング分野の方々から信頼を勝ち得たということ
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具体的には、24プロセッサーのPCクラスターを学内の大岡山

が大きいですね。アプリケーション分野のパートナーと組むこと

キャンパスとすずかけ台キャンパスの13カ所に分散設置して、

が可能となり、ようやく次のステップが見えてきたのです。
10年ほど前に「フィールド・オブ・ドリームス」という映画があ

センター内に設置した2台の256プロセッサーのPCクラスター

りましたが、言ってみればPRESTO IIIは、あの映画の野球場

とともに最大4Gbpsの高速ネットワークで相互接続します。こう

と同じなのです。ある農夫が野球場を作ることで名プレイヤー

して合計800プロセッサー、1.2T FLOPSの仮想スーパーコン

たちが集まり、やがて夢がかなうわけですが、PRESTO IIIを

ピューターを実現しました（図4）
。

テラ

作ることで、実際にバイオテクノロジーや高エネルギー物理、天

各専攻のユーザーは、所有する24プロセッサーのPCクラス

文などの分野の研究者の方々と共同研究を始めることができ、

ターを優先的に使用できますが、それに加えてセンター内に設

実際にそれらの分野での成果が出てきています。

置された2台の256プロセッサーのPCクラスターか、あるいはほ

また、センターでキャンパス・グリッド・プロジェクトをスタート

かの専攻に設置されているPCクラスターが利用可能です。も

させるに当たっても、PRESTO IIIが説得材料となりました。プ

ちろん利用できるのは、ほかのPCクラスターがアイドル状態に

ロジェクトを支援していただくITベンダーの方々にも、興味を持っ

あるときだけですが、必要に応じて自動的により多くの計算パ

ていただけるようになりましたから。

ワーを利用することができるのです。
また、センター側では、既存の2台の256プロセッサーのクラ
スターに加えて、2002年10月にIBM e p670を追加し

東工大キャンパス・グリッドの運用へ

ました。これによりキャンパス・グリッドの普及に大きな弾みが

PRESTO IIIの開発に取り組もうとしているころから、次世代

ついたと考えています。というのは、PCクラスターを中心とする

の計算インフラストラクチャーとしてPCクラスターに手ごたえを感

構成では、スーパーコンピューターのユーザーがキャンパス・グ

じていましたから、当学にも、グリッド・コンピューティングによる

リッドに移行しにくいという問題を解決するからです。スーパー

計算インフラストラクチャーの構築ができるのではないかと考え

コンピューターのユーザーは、大量のメモリー使って信じられな

ました。文部科学省に提案したこの企画が通り、2001年秋から

いほど大規模な計算を行います。それに対応しない限りキャン

東工大キャンパス・グリッド・プロジェクトがスタートしました。

パス・グリッドを使ってもらえないわけですが、IBM e

カギとなるアイデアは、センター内のみに大型計算機を増強

p670がグリッドに加わったことで、ハイパフォーマンス・コンピュー

するのではなく、各専攻の計算機室にPCクラスターを分散設

ティング分野のアプリケーションも手軽に利用してもらえるよう

置し、センター側でそれを束ねてサービスを提供することです。

になりました。

これにより、個々の専攻はPCクラスターの維持に必要な手間

現在は、学内から公募したアプリケーションの動作実験を行っ

やコストだけでなく、セキュリティーの問題などからも開放され

ている最中であり（表1）
、分子シミュレーションや、大規模な気

ることになります。

象シミュレーション、DNAの構造解析などに使われています。

SuperSINET
（10Gbps MOEナショナル・バックボーン・ネットワーク）
to other Grids

土木工学専攻A

緑が丘地区

ハイエンド・グリッド・ノード
Power4 サーバー
IBM e p670

計算工学C（予定）

線
市
都
園
田
急
東

原子炉工学研究所A

物理・計算C（予定）

"Grid Queue"
Submission, via Grid Portal

大岡山北地区
情報環境学専攻A

駅
台
け
か
ず
す

大岡山西地区

24プロセッサー・サテライト・クラスター
計算工学専攻A
物性物理専攻A
×12システム
GSICセンターシステム
A,B
GSIC B

機械宇宙システム専攻B

知能システム科学専攻A

スーパーコンピューター
分子生命科学専攻A

30km
SuperTITANET
（1〜4Gbps）

生体分子機能工学専攻A

創造エネルギー専攻A
環境理工学創造専攻A

【すずかけ台キャンパス】

図4．東工大キャンパス・グリッド
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石川台地区

大岡山駅

大岡山南地区
大岡山東地区

コモディティー・クラスター
（256プロセッサー）×2システム
【大岡山キャンパス】

東京工業大学 学術国際情報センター

表1．東工大キャンパス・グリッドにおけるアプリケーション一覧
物性物理学専攻

数値計算を用いた物性研究・物質設計の研究、
特に分子動力学法や統計アンサンブル

情報環境学専攻

モンテカルロ・シミュレーション、有限要素法または境界要素法など

知能システム科学専攻

シミュレーション、
システム解析、
最適化問題求解など、
特に、
ゲーミング・シミュレーションによる社会システムの解析、
人工市場シミュレーション
による経済システムの解析、災害シミュレーションを通じた自律ロボットによる救助システムの構築、モジュール型ロボットの進化的プログラ
ミング、脳神経系の解析、タンパク質立体構造の進化シミュレーション、数値最適化問題の高速解法など

生体分子機能工学専攻

バイオ・インフォマティクス、タンパク質の分子動力学計算、特に、
タンパク質やペプチドのエネルギー最小構造の探索を目的としたマルチ
カノニカル分子動力学

分子生命科学専攻

バイオ・インフォマティクス、
特にタンパク質および核酸の結晶からのX線散乱データの解析によるタンパク質立体構造の決定、
決定された
立体構造にも基づく最適構造の探索、
タンパク質および核酸の立体構造に基づく新規結合分子の探索による受容体および酵素阻害因子
候補探索のための計算機実験、タンパク質の力学特性の測定結果と立体構造関連を解析するための分子動力学計算（分子ナノテクノロジー
研究基盤）などを目的とする

ベンチャー・ビジネス・ラボ 多様な立体映像空間生成、
3次元物体の衝突検出の並列化、
CGプロダクション
環境理工学創造専攻

MPIによる流体解析

土木工学専攻

社会基盤システムのさまざまな応答や現象のシミュレーション。例えば、連続高架橋の多点地震動入力振動シミュレーション、材料試験による
橋脚のハイブリッド再現実験の開発などの構造物地震シミュレーション、コンクリート構造物／地盤の破壊シミュレーション、河川における物
質循環シミュレーションなど

創造エネルギー専攻

大気環境数値シミュレーション・システム、
特に独自に開発した輸送スキームを用い、
高精度・高効率な計算モデル

GSIC（国際）

数値流体力学、
複雑形状、
地球環境シミュレーション、
流体−構造体連成問題、
計算物理、
医用診断画像、
高密度プラズマ、
並列計算、
ＰＣク
ラスター、
コンピューター・グラフィックス

機械宇宙システム専攻

乱流の微細構造について

電子機能システム専攻

半導体デバイス・シミュレーション高機能LSIの大規模シミュレーション（物理情報システム創造専攻との共通テーマ）

国際開発工学専攻

都市の温熱／大気環境シミュレーションを目的として、
並列計算機による大気／地表モデルの連動解析を行う。
計算負荷の大きい、
総観気
象場の大気流動シミュレーションと都市近傍の乱流／熱／放射交換過程のシミュレーション技術を連動させ、
次世代型環境評価モデルの
開発に取り組む

物理情報システム創造専攻

隠れマルコフ・モデルの大規模トレーニング高機能LSIの大規模シミュレーション

グリッド・コンピューティングにおける
「大中小」モデルとは
今回のプロジェクトで実現するグリッド・コンピューティング
を、われわれは「大中小」モデルと呼んでいます。

のです。
つまり、
「大中小」モデルとは、普段は「小」で作業をし、処理
の内容や規模によっては、グリッド側が自動的に「中」や「大」の
アイドル状態を検知して、処理を代行する仕組みです。
今回のプロジェクトでポイントとなったのは、各専攻の計算機

ユーザーにとってグリッド・コンピューティングの最大の魅力

をボランティアで提供してもらうのではなく、
「中」も「大」も計算

は、普段使っているPCの環境から仮想スーパーコンピューター

リソースそのものはセンター側の管理下に置いたことです。確

を利用できることです。実際、自分のPCを使うときと、センター

かにSETI＠homeのようなプロジェクトであれば、動作するアプ

のスーパーコンピューターを利用する場合では、使用するファイ

リケーションも限定され、セキュリティーの面でも万全の対策が

ルも異なりますし、アカウントも、OSも、コマンドも、ライブラリー

取られていますし、もともと個人が所有するPCが対象です。ボ

も違います。環境が何から何まで違うといっても過言ではあり

ランティアで計算リソースを提供してもらうのは容易でしょう。ま

ません。当然ながらユーザーは、それぞれの環境に合わせて

た、一般の企業であれば、部門の計算リソースにしても基本的

使い方を変えなければなりません。一方、運用する側にとって

には会社の資産ですから、トップダウンで全部門から提供して

も、環境ごとにアカウントを用意しなければならないなど、管理

もらうことも可能でしょう。また、部門によって計算パワーに余剰

は複雑で面倒なものになります。

もあるはずです。しかし、大学は専攻や研究室は独立性の強い

グリッド・コンピューティングは、そうした環境の違いを吸収

組織ですし、計算リソースは普段から限界に近い使われ方をし

し、ユーザーに使いやすさと高速処理をもたらします。つまり普

ています。実際問題として、その上でどんなアプリケーションが

段通りに自分のPCを操作すると、計算パワーが必要なときに

動くのか分からないわけですから、セキュリティー面でも不安が

は、その裏で仮想スーパーコンピューターが大規模な超高速処

残ります。そこでセンター側が計算リソースを管理することで、

理を行ったり、あるいは何カ所にも散らばって保存されている

初めて本格的な運用が可能となったわけです。

膨大なデータを一つのまとまったデータとして処理してくれる
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お客様いんたびゅう

・ 大学キャンパス内に計算資源を分散配置、グリッドの形成
・ 新たなナショナル計算科学インフラストラクチャーへの提案
Tsukuba
WAN

土木工学専攻A

平成13年補正

提案中

緑が丘地区

計算工学C（予定）

（10Gbps）

Super TITANET
（10Gbps）

原子炉工学研究所A
物理・計算C（予定）

全国を縦断する
フォトニック・バックボーン

大岡山北地区
情報環境学専攻A

Super TITANET
（4Gbps）

大岡山西地区
物性物理専攻A
計算工学専攻A

東工大
すずかけ台
キャンパス

GSICセンターシステム
A,B
GSIC B

機械宇宙システム専攻B

大岡山南地区

石川台地区

大岡山東地区

研究拠点の拡大

東工大
大岡山
キャンパス

大岡山駅

2002年3月 東工大キャンパス・グリッド
・ キャンパス内に800プロセッサーを
分散配置
・ 1.2T FLOPS
・ キャンパス内15サイト

2003年

東工大−筑波大学キャンパス・グリッド
連合
・ キャンパス間高速接続
（SuperSINET）

2007年〜 ナショナル・グリッド・インフラストラクチャー
・ 10万プロセッサー
・ 1P FLOPS
・ 30キャンパス
・ 全国（次世代SuperSINET）

図5．東工大キャンパス・グリッドからナショナル・グリッド構想へ

ア開発、性能評価などを行う必要があり、そう簡単に立ち上げ

ナショナル・グリッド構想も視野に

られるプロジェクトではありません。そのためにも東工大キャン

東工大キャンパス・グリッドは、2003年中に計算リソースをさ

パス・グリッドで実績を重ねていくことが大切だと考えています。

らに追加した上で、筑波大学のグリッドと超高速光ネットワーク
SuperSINET を用いて10Gbpsで接続することで大規模な
キャンパス間グリッドを構築し、仮想スーパーコンピューターと
して運用する予定です（図5）。

e-ビジネス・オンデマンドの基盤技術として
話が若干それますが、当センターはさまざまなサービスを提

ペタ

さらに、各大学のグリッドを結び付けて、将来的にはP FLOPS
級のナショナル・グリッドにまで発展させたいと考えています。

サービスの人気が高まっています。

東工大以外にも、わが国では大阪大学がバイオ医療グリッドに

Linuxが登場した当時は、どの研究室でも面白がってサー

取り組んでおり（図6）
、このようなインフラストラクチャー構築へ

バーを立ち上げたわけですが、やはり管理に手間が掛かる上、

の下地は出来つつあります。

最近では頻繁にアタックを受けることから、本来の研究に支障

先ほどの国際競争力の話にもつながりますが、米国では全

が出るほどです。そんなことからメール・サーバーやWebサー

米科学財団（NSF）の主導で、全米スーパーコンピューティング・

バーの運用はセンターに集約されていく傾向にあります。セン

アプリケーションズ・センター（NCSA）
、カリフォルニア大学サン

ターに任せることで安定した運用が実現しますし、集約化する

ディエゴ校 サンディエゴ・スーパーコンピューティング・センター

ことで全学的に見るとコスト効率も良くなるわけです。

（SDSC）、カリフォルニア工科大学、アルゴンヌ国立研究所が
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供していて、その中でメール・サーバーやWebサーバーの代行

グリッド・コンピューティングも同じです。

中心となり テラグリッド というナショナル・グリッド・インフラス

PCグリッドが注目されているせいか、グリッドというと満遍な

トラクチャーの構築を進めていて、このプロジェクトには米国

く薄く広がった計算リソースを利用するというイメージを持つ方

IBMも協力しています。またNASAではIPG（Information Power

が多いようですが、実はそうではなくて、状況に応じて計算を

Grid）プロジェクトで、全米中に点在するNASAの研究所間で

集約化したり分散化できることに意味があります。その透過性

分散機体設計やシミュレーションを運用しています（図6）
。こう

を利用して、集約したり分散できるということです。

したナショナル・グリッド構築の動きは、米国だけでなく各国で

特にビジネスの面から見ると、グリッド・コンピューティングの

ありますから、わが国も早急に取り組むべきプロジェクトといえ

魅力は、その技術を用いてe-ビジネス・オンデマンドを実現で

るでしょう。

きることでしょう。利用するお客様にしてみればITインフラストラ

とはいっても、ナショナル・グリッドともなれば非常に大規模な

クチャーやアプリケーション、ビジネス・プロセスの使用量に応

プロジェクトになりますから、相応の準備が必要です。そこで、ま

じて支払うことで大幅なコスト削減が実現するわけですし、そ

ずは運用研究やミドルウェアの開発、アプリケーション・ソフトウェ

の一方で、ITベンダーにとってはシステムやエンジニアをバッ
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分離問題
（CFD-飛行運動）

エンジン騒音、渦干渉騒音
（CFD-飛行運動）

伝熱計算

空力加熱
（CFD-熱構造）

解析

構造計算

飛行安定性
（CFD-制御）

患者の脳内を測定
宇宙往還機

飛行運動計算

ロケットプルーム干渉
（CFD-燃焼）

空力計算

遠隔診断

短時間で脳内の病態を分析
専門医がどこにいても診断

協調診断

フラッター
（CFD-構造）

図6．バイオ医療グリッド（脳機能解析）

図7．IPGグリッド

クエンドに集約できます。つまり非常に効率的かつ効果的な集

forum.org）
。

約化／分散化が実現するということです。
グリッド・コンピューティングの今後の展開を考える上で、こ
うしたビジネスからの視点はますます重要になるでしょう。

検証データベース
・CFD信頼性向上
・実験解析

NASA Glenn, ANES, Goddard,
JPLなど、全米の研究所で分散
した協調設計・仮想実験システ
ムの構築

実は私は、GGFの運営を行うステアリング・グループのメン
バーの一人であり、APME（Application, Programming Models,
Environments）という研究領域のエリア・ディレクターを担当さ
せていたただいています。今回、各方面に働き掛けた結果、国

第7回GGFを日本で開催
グリッド・コンピューティングは、次世代の計算科学にとって
根幹的なインフラストラクチャーとなります。われわれのように計

内で初めてGGFを開催できました。

グリッド・コンピューティングの普及に向けて

算科学にかかわる研究者には、この技術を積極的に広めてい

GGFは規模の大きい世界大会ですから、初めて参加された

く義務があると考えています。そのためには、ユーザーが利用

方には全貌をつかみきれなかったかもしれません。また、今回

しやすい環境をつくっていくことです。便利でさえあれば、需要

のGGFは国内のグリッド・コンピューティングにとって歴史的な

は自然に増えていきますから。

イベントとなりましたが、あくまでも4日間だけの大会であり、そ

ぜんぼう

グリッドの普及に当たって注意したいのは、先ほども少し触
れましたが、グリッドについて次のような誤解があることです。

の意味では一過性のものです。
そこで、グリッド・コンピューティングの情報を継続的に収集

スーパーコンピューターをつないだものがグリッドである。

したいというお考えの方々には、グリッド協議会に参加される

SETI@homeのように多数のPCの余剰計算リソースを裏で使

ことをお勧めします（http://www.jpgrid.org）
。

うのがグリッドである。

グリッド協議会は、日本アイ・ビー・エムをはじめとする国内

グリッドとはWebサービスである。

のITベンダーや大学・研究機関が参加して2002年6月に設立

それぞれグリッドの側面をとらえてはいますが、決してそれだ

された組織であり、産業技術総合研究所に事務局があります。

けでありません。先ほども述べたように、グリッドの最大のポイン

グリッド・コンピューティングに関する研究会や講習会を通じて、

トはその透過性です。こうした正しい理解が、グリッド・コン

技術普及活動、技術・標準化動向の調査活動および情報交換

ピューティングの普及の大前提になると思います。

などを行っていますから、貴重な情報源となるでしょう。

国内のITエンジニアの方々にとっては、グリッド・コンピュー

また、グリッド協議会では、GGFのプレナリーやワーキング・

ティングを正しく理解するための機会となったのが2003年3月

グループの活動の報告会を定期的に行っていますから、今回

4〜7日の4日間にわたって東京・新宿の京王プラザホテルで

のGGFに参加されなかった方もグリッド・コンピューティングの

開催された第7回GGF（Global Grid Forum）です。GGFは、グ

最新動向を収集することも可能です。ぜひご参加ください。

リッド・コンピューティングの国際標準化団体であり、世界中の主
要な大学・研究機関、さらにはIBMをはじめとするITベンダー
がスポンサーに名を連ねています（http://www.globalgrid

P ROVISION No.37 /Spring 2003

23

