
 

 
１．はじめに 

 
読者のみなさんには，このトラック，アメリカではよくよく見かけるのであるが，何のためのどん

なトラックかわかるであろうか？ 

  
答えは引っ越しの時のレンタルトラック．個人が借りて荷物を積み込んで移動するためのレンタル

トラックなのである． 
日本では業者に依頼して引っ越しするのが一般的だが，アメリカではこのようなトラックを借りて

自分で移動するのが一般的である． 
ところでこのUHAULというレンタルトラックなのだが，HAULという単語をご存知だろうか？ 
正解は“引っ張る”という意味． 
あなた（You）＋引っ張る（Haul）という社名なのである．こう言われてみると，サービスをそのま

ま表す社名なのである． 
恥ずかしながら，筆者はこの単語の意味を知らなかった． 
だから，アメリカでよく見かけるこのトラック，どんなトラックなんだろう？どんな会社なんだろ

うと思ってしまったのである． 
アメリカ人であれば最初見たときからだいたいどんなサービスの車なのかがわかるのだが，私にと

っては社名がただの記号にしかすぎない． 
 
良く旅行されている方はご存知だと思うが，アメリカでは気温を華氏で表示する． 
「今日の気温は80Fです．」とかいうあれである． 
しかし，摂氏表示に慣れている我々日本人にとっては，50Fとか言われてもなんだか暑そうである．

同様に，15Fくらいだとぬるそうか． 
しかしながら，50Fは20℃で初夏の気温であるし，15Fだと約-10℃である．凍えてしまう．こういう

わけで，テレビで気温を言われても華氏だと体が反応する情報になっていない．ただの記号だ． 
 
ところで本稿のテーマであるグリッドである． 
本誌の前号でも一つのメインテーマとしてあがっているし，最近では一般誌にも登場するまでにな

っている”グリッド”である． 
しかしながら，どうも未だにグリッドはピンとこない．“格子”のことか？と最初に思ってしまう． 
結局のところ，日本人にはあまり馴染みのない単語である． 
その結果，”Grid”は”グリッド”という記号となった． 
なので，日本人はまず「グリッドって何だ？」から始まり，”グリッド”の拡大解釈を行ってもあ

まり違和感が感じられない． 

 
本稿では，これからグリッドに関連した研究やビジネスを始めてみようと考えている方，グリッド

って結局，予算を獲得するためのおまじないだと思っている方，まったく数値計算や，シミュレー

ション，データベース，バイオインフォメーションに関係ない方で，最近巷でグリッドってはやっ

てるらしいと思っていらっしゃる情報に敏感な方などごいっしょにグリッドの狭義について考えて

みたい． 
本稿では，ただ単にネットワークに接続された資源を利用するサービス，技術，インフラの意味で

 



 

利用する場合，これを広義のグリッドと呼ぶこととする． 

 

 
そんな定義に関する議論はどうでも良いこと．ただ有用だったり面白いサービスが受けられればそ

れで良いではないかという意見もあるであろう．確かにそういう一面はあるが，現状は”グリッド”

という記号が一人歩きして，やたらブームになりバブル状態になっていると考える．このバブルは

いつかは弾けるのであろう．インターネットやLinuxが飛躍的に認知されるようになったときもバブ

ル状態になったと記憶しているが，その後は必要な技術や面白いサービスが生き残った．しかし，

これはバブル状態になる前にある程度，インターネットなりLinuxなりがそれなりの技術の蓄積をし

ていたからだ．だからブームが去っても，重要な部分は消え去るはずもなく定着したのである．一

方，グリッドは研究・開発がいま始まったばかりであり，きちんとその狭義の部分を抑えておく必

要があると考える． 
本稿で述べていくが，グリッドを利用していなくてもグリッドを利用したように見せたり感じたり

することは可能である．しかしそれはブームが過ぎてしまえば，消え去っていく，もしくは元の姿

に戻るだけであろう．今から真にグリッドを利用することが必要なのである．また，グリッドの技

術は，グリッドを利用しない場合においても利用する価値がある可能性がある．インターネットの

技術が，ローカルなネットワークを利用する際にも有用であるのと同様に．だから，きちんとグリ

ッドの技術を発展させることも，また，重要なのである．ブームが去ってしまった後になんの技術

も残らなかったということがないように． 
 

 
２．違いを乗り越えるグリッド 

 
どこでも行われている説明と同じようにグリッドの説明を始めよう． 

 
グリッドとは，ネットワーク上に接続されている各種のIT資源を統合利用できるシステムのことで，

グリッドを利用するとユーザーやアプリケーションがその莫大なIT資源を利用できるようになる． 

 
グリッドはElectric Power Grid，つまり「電力送電網」のコンセプトからきている． 
Ian Fosterが”The Grid”[1]で述べているように，電気がいったいどこでどうやって発電されて，

どこを通ってやってくるのかや，どこの会社にどのような技術があって，それらの技術に対して，

ユーザーの支払っている料金の何割が支払われているのかは誰も感知するところではない．我々は

ただ使うだけである．グリッドもこれと同様だというのである．ネットワーク上の様々な資源がグ

リッドを使うことによって利用可能になる．そして，ユーザーはそれが何処にあるのかを知ること

はないし，あるポイントにアクセスすることが可能であれば，それ以降はいろいろな手続きを踏む

必要はない． 
 
これが良く行われているグリッドの定義であり概要であろう． 
ここでは，もう少し”電力送電網”に固執して何がグリッドで何がグリッドでないのか議論してみ

たい．そのためには”送電網”のアナロジーを考えることが必要であるのだ． 
 
”送電網”の特徴をばらばらと記してみる． 
１）送電網は全国的な規模であり，ユーザーの端末の規格はほぼ統一されている． 
２）ユーザーは不特定多数である． 

 



 

３）ユーザーの多くは電力を消費しているのであって，供給しているものはほんのわずかである． 
４）ユーザーは発電装置の物理的な所在を知らない． 
５）発電装置には水力発電，火力発電，原子力発電など種々のアーキテクチャが存在するが，ユー

ザーはどのアーキテクチャから生成されたどの電力も利用可能． 
６）発電装置には電力を生成する際にそれぞれにおいていろいろなポリシーが存在する．数社が共

同でサービスを提供する場合には，経費の何割を各会社が負担するのかという問題もあるであろう．

そして，それに応じて，利用者が支払う金額のうち，どのような割合で会社が得るのかも決まるの

であろう．しかし，それらの内部的なポリシーなりルールはユーザーはいっさい関知することなく

サービスを享受できる． 
 
これらの特徴をグリッドに照らし合わせて考えてみる． 

 
まず，多くのユーザーに接続を許可し，全国的な規模でのネットワークを考えた場合，インターネ

ットの利用が妥当であろう．また，インターネットを利用して，多くのユーザーが存在するために

は，認証などのセキュリティの設定が必要となる．さらにセキュリティが存在する場合，各IT資源

の存在するサイトではセキュリティに対するポリシーが異なって存在することが想定される． 
 
ユーザーは主にサービスを享受する側に立っている． 
よくグリッドコンピューティングの例として，海外であれば宇宙の知的生命体が発した電波を調べ

る”SETI@home”[2]や，癌治療の研究をする”インテルがんプログラム”[3]などであり，国内のプ

ロジェクトであればNTTデータが国内で大規模に行った実験”セルコンピューティング”[4]や

Playstation3[5]で行おうとしている分散計算があげられる．しかしながら，これらのプロジェクト

の多くはユーザーがサービスを受けているのではなく，遊休資源をボランティアで供給しているの

である．よって，これらはボランティアコンピューティングの類である．こういった意味では，ユ

ーザーはサービスを享受しているわけではないので，狭義の意味でのグリッドではないと考えられ

る．セルコンピューティングでの計画にあるように，ユーザーがサービスとして，ボランティアコ

ンピューティングの計算資源が利用できるようになれば，それは一つのグリッドの形態となるであ

ろう．分散計算のプロジェクトをきちんとまとめられている「各種分散コンピューティングプロジ

ェクトの紹介」[6]では，安直にグリッドと言わずにきちんと分散コンピューティングとされている． 
 
”送電網”を簡略化すると，ユーザーは，送電網に接続された発電装置から，その発電装置の所在

を知ることなく，サービスである電力の供給を受けることが可能となる．これは，グリッドがネッ

トワーク上に接続されたIT資源をその物理的な存在を知ることなく利用できるというよく知られた

特性となるであろう． 

 
もう一つの重要な特徴は，”送電網”においては，アーキテクチャであったり会社のポリシーであ

ったりの何らかの違いが存在しているにもかかわらず，ユーザーは1箇所で契約を結ぶとそれらの違

いを感じることなくサービスを享受できるようになっているのである． 
”送電網”を語源にしている”グリッド”もそうあるべきであろう． 
ある一つのサイトにサインインすると，各種のサービスが享受できるわけであるが，実際にそれら

のサービスを提供しているところでは，認証のポリシーが異なっていたり，同一のファイルであっ

ても存在するディレクトリが異なっていたり，提供するアーキテクチャが異なる可能性もあるであ

ろう． 
 
これらを統合して，狭義のグリッドでは，実際の”送電網”がそうであるように「インターネット

 



 

上に存在する種々のIT資源が，それらの提供するアーキテクチャやサイトのポリシーの違いを乗り

越えて統合利用できるシステム」であるとしたい． 
そして，グリッドの技術はそれらを実現する技術である． 
 
この定義によると，一見グリッドのように見える各システムは，グリッドとは呼ばれないことにな

る． 
１）ローカルなネットワーク内もしくは専用線を利用したネットワークはグリッドとは呼ばない． 
２）構成要素が，単一のアーキテクチャから構成されるものはグリッドとは呼ばない．よって

PlayStation3だけで構成される分散システムは狭義的にはグリッドではない．システム構成として

LinuxのみをOSとするような場合もグリッドではない． 
３）各サイトで乗り越えなければならない違い（アーキテクチャやサイトのポリシーなど）がない

場合はグリッドではない． 
４）統合利用できるシステムでない場合はグリッドとは呼ばない．よって，各サイトにtelnetなり

sshなりでログインして実行ファイルを起動するような場合は，グリッドを利用しているとは言わな

い． 
ことになる． 

 
ここで少々話しをそらして次のようなことを考える． 
コーヒーメーカーという家電製品がある． 
それなりに準備をして，こいつをコンセントに差し込むと送電網から供給される電力を利用してコ

ーヒーが作られる．けれども，このコーヒーメーカは，そういう使い方だけではなくて，自家発電

装置につなぐことによって使用することも可能である．そのような時には，そんなことを考える人

はいないのかもしれないが，送電網を利用したとは言わない． 
工場での利用も同様であろう． 
効率や便利さの理由のために，工場自体が発電装置を持ち，各種の機器はそこで生成される電力を

利用する．このような場合も，送電網を利用したとは言わない． 
風力発電装置を設置して利用したり太陽熱発電装置を利用する家庭も増えていると聞く． 
もちろん，それらを利用したときには送電網を利用しているとは言わないが，それらを接続される

ときに必要な技術は，送電網を配置する際に必要な技術を利用している可能性が高い． 

 
これらの話から得られるアナロジーは 
アナロジー１）受け手が得られるサービスが同じでも送電網（グリッド）を利用していると言わな

いことがある． 
アナロジー２）送電網（グリッド）を利用していない場合でも送電網（グリッド）構築技術が使わ

れることが多々ある． 
ということである． 

 
アナロジー１より，ユーザーが享受できるサービスだけの視点では，グリッドを利用しているのか

そうでないのかがわかならいことがわかる．しかしながら，ユーザー側で重要なのは，どのような

サービスが得られるかであるので，グリッドを利用するのかしないのかは本質的な問題ではない．

上記では狭義のグリッドを定義することで，一見グリッドを利用しているような場合でも，グリッ

ドとは呼ばないこととしたが，グリッドと呼ばれないシステムが新しくなかったり，重要なシステ

ムでないなどというつもりは毛頭ない．ただ単にグリッドではないというだけである． 

 
アナロジー２は，グリッドと呼ばれないシステムでも，グリッドの技術は十分使われる可能性があ

 



 

るわけだし，使ってはならない道理はない． 
例えば，PCクラスタは近年，盛んに構築されている並列計算機であり，グリッドの一部となること

はあってもそれ自体がグリッドそのものになることはありえないが，グリッドのために開発されて

いる後述するglobus[7]や，Ninf-G[8]，Condor/G[9]の各種ミドルウエアは，PCクラスタ内に限った

場合でも十分，利用価値があると考えられるのである． 

 
閑話休題．”送電網”を語源にした”グリッド”は，今後，新しいサービスを提供する可能性があ

る．しかしながら，そこでは狭義のグリッドを支える技術の開発および研究が必要となる．もちろ

ん，狭義のグリッドの技術は広義のグリッドにおいても利用可能である．心配されるのは，現在の

グリッド関連の開発なり研究は一種のブームであると考えられるが，広義のグリッドにおいては，

既存の並列および分散処理技術をそのままグリッドの技術として呼ぶことは可能である．しかしな

がら，ブームが過ぎ去る日がやってきてしまうと，既存の技術はもとに戻り，グリッドのコアな技

術は開発されずじまいである．そして，次章で説明するとおり，グリッドはインフラであり，イン

フラを支える技術がなければ，インフラ構築も可能ではなく，日本の国力の低下にも繋がることに

なるのである． 
 
３．グリッドはインフラだ 

 
再度，グリッドの語源となっている”送電網”について考えてみよう． 

 
”送電網”を思い起こせば，グリッドはインフラの話であるということがわかる． 
そう，グリッドは”送電網”のアナロジーなので，グリッドはサービスの名前ではなくて，狭義の

意味ではインフラの話であるはずだ． 

 
グリッドが面白いか面白くないかといえばそれはわからない．面白いのはその上のレイヤーにある

サービスであって，インフラにあるわけではないのだから． 
インターネットは最初から面白かったわけではない．爆発的に広まったのは，WWWが普及し始めてか

らだ．キラーアプリケーションがインフラをメジャーな存在にしたわけだ． 
よって，グリッドのサービスはもちろんすべてが面白いわけではない．ただ，グリッド上のサービ

スに面白いものが現れる可能性が大いにある．だからこそグリッドが面白いのか面白くないのかと

かいった議論は意味がない． 
 
少々こんがらがらせているのは，グリッド自体はインフラレベルの話なのに，それを利用したサー

ビスはグリッド＋サービス名（もしくはサービス名＋グリッド）と呼ばれることが多いことだ． 
グリッドコンピューティングというのは，グリッド技術を使った数値計算に関連したサービス．グ

リッド技術を使ったデータベースサービスはデータグリッド．グリッド技術を利用したバイオイン

フォマティクスのプロジェクトはBioGridプロジェクト[9].グリッド技術を利用した可視化のプロ

ジェクトはvizGrid[10]という具合だ． 
本来であればインフラのレベルとサービスのレベルで別々に開発・研究が必要なわけだが，技術の

進展がまだまだなので，サービスを行いたい開発ユーザーが，グリッドのレベルの開発も行わなけ

ればならない現状が，二つのレベルでの作業を分離できなくしているのであろう． 
 
グリッドが”送電網”に語源を発しているということは，グリッドがサポートするサービスにも限

界があるということを意味している．前述したSETI@home[2]などの分散計算がグリッド一例として

挙げられる．そして，これを根拠に，ネット上の計算機が協調することによって，現在のスーパー

 



 

コンピュータに匹敵する能力のシステムを構築することができると述べられることが多い．これら

の分散計算がグリッドであるか議論は別として，これは非常に夢のある話で，グリッドの魅力とし

て語られるわけである．しかしながら，送電網がすべての種類の電力を送電しているわけではない

ことは周知の事実である．日本の家庭で使われる電力は100Vであり，しかも使用可能なアンペア数

が限られている．別の大きなアンペア数が必要な場合は，工事が必要であるし，莫大な電力が必要

な作業は，工場などの特殊な場所でしか行えないのである． 
これはグリッドコンピューティングにもあてはまる． 
大規模な並列計算は，例えば地球シミュレータ[11]といった超並列計算機（工場）でしか行えない

のだし，個々のコンピュータ（家庭）で享受できるサービスは限られているのである． 
先にあげた分散計算は（それがグリッドコンピューティングだとしたら），享受できるサービスの

典型であるし，良く言われているような超並列計算機でしかできないような計算処理ができるよう

には永遠にならないのである．そうではなくて，いままで行われなかったような計算ができるよう

になる可能性があるのがグリッドコンピューティングなのである． 

 
われわれが利用している”送電網”が何故便利かといえば，家電製品を利用する際に，コンセント

に差し込むだけで，安定した電力が継続的に供給されるからである．これが，あるときは30V，ある

ときは80Vだとしたら使い物にならないし，いつ停電になるかわからないのであれば，電化製品の電

源をコンセントから取る気にならない． 
前章では，グリッドを利用するための技術として，各サイトで異なるアーキテクチャや種々のポリ

シーの違いを乗り越えてユーザーにシームレスにサービスを提供できる技術が必要であることをあ

げた． 
これに加えて，グリッドがインフラであると捕らえるならば，その利用を促進するためには，上述

のアナロジーから１）高品質なサービスを２）安定して供給することが必要となることがわかるの

である． 
 

 
４．グリッドの使用例 

 
グリッドはこれまで述べてきたように，各種アーキテクチャやポリシーなどの異なるネットワーク

資源を統合してユーザーが利用できるインフラであった． 
それを実現する技術は現在のところ開発中であり，かつ，研究中である． 
そのため，狭義のグリッドとは何かを示すよい実例がない．この理由のために，広義のグリッドに

おける分散計算がよく引き合いに出されるのだと思う． 
そして，これが実現不可能だったり，狭義の意味ではグリッドを利用していなかったりするのであ

る． 
本章では，現在進行中のグリッドに関連したいくつかのプロジェクトと将来実現されるかもしれな

いサービスについて述べることにする． 

 
まず 紹介するのはGlobusプロジェクト[7]である．このプロジェクトは1996年から開始され，米国

のANLを中心に行われているている．Globusとはグリッドコンピューティングを行う際に必要になる

ツールをまとめて提供するツールキットである．認証ツール，リソースの管理，サービスのデータ

管理などをグリッド上で実現するためのツールを提供している． 
これらのツールを利用して，開発ユーザーは，グリッド上で利用できるアプリケーションを構築で

きるとされている． 
構築されたアプリケーションでは，使用ユーザーは，一度認証されれば，登録されたサービスをど

 



 

こにそのサービスがあるかを知ることなく利用することが可能となる． 
もちろん，サービスが存在する各サイトのそれぞれの認証ポリシーを個別に気にすることなく利用

することが可能なのである． 
 
最近，このGlobusチームとIBMとがタッグを組んで，GGF(Globus Grid Forum)[12]にてOGSA(Open Grid 

Service Architecture)[13]というネットワーク上にグリッドを構築することを可能とする共通の

フレームワークを定義する技術仕様セットを制定中である． 

 
話が少々横にそれるが，GGFは米IBMや米アルゴンヌ国立研究所，日本の企業，各国の企業や研究機

関が組織するで，この会議において，グリッドに関連する種々の仕様が選定されている．近年，オ

ープンな仕様を元に開発していくことは非常に重要である．まず，ソフトウエアなどは特に，国際

的な競争にさらされるため，多くの人が利用しないものは淘汰される．そのため，できるだけ早い

段階でデファクトな仕様とするか，仕様自体をオープンにして，世界的な仕様とする必要があるの

だ． 
また，特に既述した「アナロジー２）送電網（グリッド）を利用していない場合でも送電網（グリ

ッド）構築技術が使われることが多々ある．」により，グリッドの技術は将来，グリッド上以外で

も使用される可能性がある．よって，共通の仕様のもとに技術を開発することは，その技術が発展

していくだけでなく，その他のケースでの利用にも応用される可能性があることを示す． 
これらの理由により，GGFにてグリッドに関連した仕様を制定することは非常に重要なことなのであ

る． 

 
さて，OGSAであるが，極端に言えば，グリッドで提供するサービスをWebサービスに限ったものにし

た仕様で，Globusはそれに沿った実装を目指している． 
 
IBMはおそらく，数値計算の分野においても，ハードウエアやインフラを提供するよりもサービスを

提供する業務を中心にすることに特化しているのではないかと感じられる． 
そして，そのサービスの中でもWeb サービスを中心に行おうとしているようである． 
IBMがこれからの業務の柱としようとしているオンデマンドコンピューティングもWebサービスとい

う形で提供されるはずである． 
Webサービスが今ひとつ普及しない原因の一つに，その構築がややこしいということが挙げられる．

Webサービスを提供するためには，いくつものコンポーネントを開発ユーザーが用意しなければなら

ないのである． 
この部分をまず，グリッドの技術を使って簡単にしてやろうというのが一つの狙いであろう． 
なので，これらの仕様をオープンにすることは，IBM以外の企業を取り込んでWebサービスを普及さ

せていくためにも非常に重要なことなのであろう． 
次の段階として，Webサービスがいくつも立ち上がった状況を想定しよう． 
個々のWebサービスを提供したのはIBMかもしれないし，その他の企業かもしれない．いずれにせよ，

OGSAの仕様に沿っているものだとする． 
次に行われるのは，これら既存のWebサービスを組み合わせることによって，新たなサービスを提供

するシステムを構築するのである． 
各種Webサービスにはそれぞれの使用ポリシーがあるかもしれないし，もちろん各種 Webサービス

の所在は物理的には離れたところであろう．しかしながら統合されたシステムを利用するユーザー

はそれらを認識することなく使用が可能なのである．既存のWebサービスを組み合わせて利用するこ

とが可能なため，システムを構築する費用は少なくてすむかもしれない． 
一方，Globusプロジェクトのメリットは何か？ 

 



 

OGSAの仕様に沿ってGlobusの開発が行われれば，より広く使用されるようになるであろう． 
また，企業のシステム構築のツールとして，Globusが納品されれば，そのユーザーへのヘルプなり

の対応は企業が行うことになり，Globusチームが行わなくても良いというメリットがある．良いツ

ールを構築したり，仕様を制定したりすることは楽しいことだが，ユーザーのケアは重要なのだが

大変なことなのだから． 

 
もちろん，グリッドを利用して行えるサービスの形態はWebサービスだけではない． 
どのようなサービスを提供するべきなのか各社とも算段している最中であろう．しかしながら，IBM

が急速にWeb サービスを中心に進展させている現在，なんらかの対応をしなければならない．IBM

と同様に，そして対抗して，Webサービスを提供するのか．提供する場合，IBMとは別のやり方で行

うのか，もしくはIBMのツールを使って行うのか．Webサービス以外のサービスを提供しようとする

のか．各企業は，その判断が迫られている． 
何度も書くけれども，有用なサービスがグリッドを必ず利用しなければならないわけでもないし，

すべてのグリッドのサービスが有用なわけではない．IBMは，OGSAを中心として，オンデマンドコン

ピューティング，Webサービス，Linux, JAVA, グリッドというキーワードを中心に着々と進んでい

るだけの話である． 

 
日本国内にも数々のグリッドに関連したプロジェクトが存在する． 
計算機シミュレーションの活用により、理論や実験に代わる研究開発の手段を提供し，幅広い層で

の研究開発の効率化を目指しているITBL(IT-Based Laboratory)[14]． 
アジア・太平洋地域のHPCN（High Performance Computing and Networking）の研究者が集い，グリ

ッド関連の研究について交流を行う場を提供するApGrid（Asia-Pacific Grid）[15]． 
バイオインフォマティクスの分野での活用を目指すOBIGrid（Open Bioinformatics Grid）[16]． 
グリッド上に遠隔協調コラボレーション環境を実現することを目的とするVizGrid[10]． 
などなどである． 
これらいくつか存在するプロジェクトの中でも，比較的，グリッドらしいシステムが構築され技術

の構築が行われているのがBioGrid[9]であろうか． 
BioGridは大阪大学バイオグリッドセンターを中心に，スーパーコンピュータネットワーク上に分散

配置された観測装置，巨大で多様なデータベースを，統合的かつ安全に連携処理可能なデータグリ

ッド技術を開発するとともに，それぞれのデータベース間での真に有機的な連携利用，極めて高速

な計算資源を必要とするデータ処理を橋渡しするコンピューティンググリッド技術を開発すること

を目的とするとされている． 
数値計算だけでなく，MRIなどの実験装置の操作やデータベースの利用などの種々のサービスを統合

しているところが，グリッドらしいと感じるところであり，グリッドが得意とするところなのであ

ろう． 

 
さて，最後に，今後グリッドがどのような場面で使用されるのかの予測である． 
著者の貧弱な想像力では余りある課題であるが，数値計算の分野では特定のアプリケーション以外

ではそれほど驚くべき成果をあげるものではないのではないだろうか． 
それよりも，これからの分野であるとか，様々なサービスを統合して利用していくことに向いてい

てそこが面白いところだと思われる． 
いずれにしても，グリッドが何かに使えないかと探すよりも，既存のサービスがグリッドを利用す

ることによって，もっと面白いものになったり簡単に構築できたりしないかを探したりするほうが

手っ取り早いのであろう． 
 

 



 

そういう意味では，バイオインフォマティクスのシステム構築には，今後，大きな威力を発揮する

であろう．すでに複数のデータベースの利用が不可欠であり，かつ，各種の数値計算が必要とされ，

大規模なデータが各地に分散し，可視化も必要である． 
問題はグリッドらしい使い方ができて，その特徴を生かせるかどうかである． 

 
新しい分野での利用はこれから期待されるところである．しかしながら，それは数値計算とはまっ

たくかけ離れた分野での利用かもしれない．例えば，家電は次々とネットワーク化されコンピュー

タを搭載して知的化されているが，その統合したシステムについてはこれからだとされている．そ

れらの制御プロトコルや方法については様々な提案がされている．これらのネットワーク知的家電

については，グリッドの技術もその一つの候補ではないかと考える． 
将来的には，ネットワーク家電はセキュリティのために認証が不可欠となるであろう．そして，そ

れぞれの用途によって設定される認証ポリシーが違う場合も多々あろう． 
各種のセンサーの使用アーキテクチャも違うかもしれない． 
それらがインターネット上であれ，家庭内の閉じたネットワークであれ，その中にユーザーが使用

の際に個別に乗り越えなければならない壁があるのであるから，グリッドの技術は出番であるのだ

と考えるのだ． 

 

 

 

 
５．おわりに 

 
本稿では，グリッドを再考した． 
グリッドの由来が”送電網”であることを考えると，グリッドとはインフラのことであり，研究者

および開発者はきちんとそのインフラを支える技術に注力する必要がある．また，グリッドはイン

フラであるので，グリッド自体が面白いことはありえない．面白いこと，興味深いことはその上に

のるサービスである．もちろんグリッド上のサービスがすべて面白いものであるはずなどなく，グ

リッド上で展開されない分散処理や計算にも面白いものがあるであろう．しかしながら，インター

ネットやLinuxと同様に，これまでのサービスをグリッド技術を使って再構築することによってさら

に魅力的にすることができたり，これまでになかったサービスがグリッド技術を使って出現する可

能性が存在するのだ． 
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