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Abstract: Usually, resources of computational Grid are existed widely over the Net. In this paper,
we suggest ”Cooperative monitoring system of Grid environment using the P2P framework”. In this
framework, not only administrations but also login users can always check state of each resource.
Therefore, this framework can reduce the cost of administrators. In the proposal system, the
server that gathers information of each node is not prepared. Instead of preparing the server, the
information of each node is transferred between the nodes by DNAS that is the P2P like system.
In this paper, the characteristics and specifications of the proposed system are explained. At the
same time, advantages and disadvantages of the system are described.

1 はじめに

近年，高速な計算機やネットワークの普及に伴い，広

域ネットワークに接続されたあらゆる計算資源および情

報資源を統合し，ユーザが手軽に利用できるような環境

を目指すグリッド技術が注目されている 1) ．グリッドは

広域にまたがって存在する種々の資源を結びつけ，様々

なサービスの構築を容易にする．このようなグリッド技

術の標準化が主に Global Grid Forumを中心に検討さ
れている．

グリッド技術によって，ユーザはどのサイトを利用す

るかを一切考慮せずにそれらが提供するサービスを享

受することが可能になると期待されている．しかしなが

ら，グリッド上のサイトは広域に分散しており，ユーザ

のタスクは通常複数のサイトをまたがって処理されるこ

とから，一部のサイトにシステムダウン等の問題があっ

た場合にタスクの処理が中断される可能性がある．その

ため，サイトの管理者は不特定多数のユーザに対する責

任を負うことになり，管理コストは増大する．すでに計

算資源のモニタリングツールはいくつか存在するが，こ

れら主にサイト管理者が使用するためのものであり，管

理体制の良い常時モニタリングを行うには管理者に大き

な負担がかかる．そこで，本研究ではサイトを利用する

ユーザ自身が適宜モニタリングすることを考える．多数

のユーザが協調的にモニタリングを行えば，サイトの管

理体制が向上すると考えられる．本研究ではユーザが常

時サイトの状況をチェックできるような「環視」システ

ムを提案し，その特徴や詳細について述べる．そして，

PC用，PDA用，および携帯端末用のソフトウェアにつ
いて詳しく述べる．

2 グリッドコンピューティング

通信技術の急速な進展に伴い，ギガビット級の広域

ネットワーク通信が可能になった．このような次世代通

信網を有効に利用し，複数の広域の計算機を接続して

巨大な一つの仮想コンピュータを構築する動きが出てき

た．これらの総称を一般的にグリッドコンピューティン

グと呼ぶ．具体的に，グリッドコンピューティングとは，

広域に配置されたスーパコンピュータ，計算機クラスタ，

ワークステーション，PCなどあらゆる種類の計算資源
や情報資源であるデータベースを接続し，高性能計算環

境を提供するインフラストラクチャである．計算資源と

は高性能な計算サーバや大規模なストレージを持つファ

イルサーバをさす．情報資源とは計算を行うために必要

なデータやプログラムそのものである．グリッドは，大

規模計算環境を提供するだけでなく，遠隔協調計算や多

数のセンサによるリアルタイム処理，およびテラバイト

級のデータベース処理なども提供できると考えられる．

また今後，膨大なコンピュータシミュレーションを必要

とする産業分野において，グリッドにより計算資源を得

ることによって，開発コストの軽減や，開発期間の短縮

を可能にすると予測される．

グリッドは，従来のコンピューティング環境に比べて

次のような特徴を有する．そしてそれぞれの特徴は，様々

な問題を含んでいる．

• 計算は複数のヘテロな資源上で行われる．
各計算拠点は等しい計算資源を持っているわけでは

ない．中には高速な計算機，ネットワークを有して

いる計算拠点もあれば，そうでない計算拠点もあ

る．すなわちグリッドは多くの場合，非均質な計算

資源から構成されることになるので，ジョブやタス
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クの計算資源への割り当て方をよく考慮する必要が

ある．また，アーキテクチャについても，それぞれ

の計算機において異なっており，アーキテクチャ的

にヘテロな環境でアプリケーションを実行できるよ

うにする必要がある．

• 計算は常にネットワークを介して行われる．
遠隔地の計算拠点間で計算を行う場合，それをつ

なぐネットワークの構成により，高速にアクセスで

きる拠点とそうでない拠点が存在し，常に均質な

ネットワーク環境が得られないという問題がある．

また，ネットワークを介する以上，通信データの改

竄や盗聴などの問題が発生するため，認証などのセ

キュリティ技術などが必要となる．

• 計算資源の状態は動的に変化する．
様々な障害により拠点までのネットワークが切断さ

れたり，拠点自体が障害やメンテナンスのために停

止したりするため，利用できる計算資源が動的に変

化する．また，計算機の利用状態，CPU負荷やメ
モリ利用率，通信のレイテンシなども常に変化する

ため，静的な計算資源の情報だけでは実行時間が予

測できない．

3 グリッド環境でのモニタリングソフトウェ
ア

3.1 モニタリングソフトウェアの必要性

2章で述べたように，計算資源の状態が動的に変化す
るような環境下ではグリッド資源を有効に活用するため

に，サイトに発生する障害からの迅速な復旧を行う必要

があると考えられる．そのためには，物理的に分散した

計算機を利用する環境において，アーキテクテャ，CPU，
メモリ，ディスク，ジョブの状況，ミドルウェアやアプ

リケーションの動作状況を含む様々な情報を収集，管理

および提供を行うシステムが必要不可欠となる．こうし

たモニタリング情報は，ジョブスケジューラの判断材料

となるだけでなく，グリッド環境のユーザや管理者，サ

ポートスタッフにとってはデバッグや障害検知に有益な

情報源になる．後者は，グリッド環境の耐故障性・自動

管理の実現を目指す IBMの Autonomic Computingプ
ロジェクトに代表されるように，グリッド環境のモニタ

リングシステムが近年注目を集めている．

モニタリング情報の収集は，一般に全ての計算ノー

ド上で行う必要があるが，その情報の管理，提供は全て

のノードで行う必要はない．また，モニタリング情報を

利用するアプリケーションは，基本的に情報収集を行う

ノード，管理・提供を行うノードとは独立に任意のノー

ド上で実行され得る．また，グリッド環境では一つの

Fig. 1 モニタリングシステムの機能要素の関係

ノードが中央集権的にモニタリング情報を管理・提供す

ることはほとんど不可能である．

一般的に，モニタリングシステムは以下の 4つの機能
要素を少なくとも有する．この分類は Xuehaiらによる
ものである．この機能要素の関係を Fig. 1に示す．

• Information Collector
各計算ノード上で，CPU，メモリ，ディスク，の使
用率やネットワークの性能等のモニタリング情報を

測定・収集する機能

• Information Server
収集された情報を管理・提供する機能

• Directory Server
Information Serverが，どの Information Collector
のどのような情報を管理・提供するかを管理・提供

する機能

• Application
Information Serverの情報を利用して適切な動作を
するアプリケーション機能

3.2 既存のモニタリングシステム

既存のグリッド環境向けのモニタリングシステムの実

装としては，次のようなものが挙げられる．

• Ganglia
Ganglia Cluster Toolkit (Ganglia)は Millennium
Project の一部として California 大学の Berkeley
Computer Science 部によって作成されたツールで
ある．大規模に拡張可能なクラスタ監視，実行環境

であり，履歴や傾向をWeb経由で視覚化すること
ができる．

• NWS
UCSDで開発されたグリッド環境向けモニタリン
グシステム．モニタリング情報を利用したUser In-
terfaceと呼ばれるモニタリング情報とそれに基づ
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く将来の資源の利用予測を表示するアプリケーショ

ンを特徴とする．

• MDS
Globus Toolkitで用いられるグリッド資源情報を管
理・提供するフレームワークである．

4 協調的モニタリングシステム

3.1節で述べたように，既存のモニタリングシステム
は，一つのノードが中央集権的にモニタリング情報を

管理・提供することを想定して実装されているため，グ

リッドのように計算機ノードが広域に分散しているよう

な環境ではアプリケーションを利用することが困難であ

る．このような問題点を解決するために，本研究では協

調的モニタリングシステムを提案する．以下に提案シス

テムについて述べる．

4.1 概要

提案システムは，DNAS（Distributed Network Ap-
plication System）2) とモニタリングクライアントソフ

トウェアから構成される．Fig. 2にシステムの構成を示
す．DNAS は，複数のノード（サイト）を再構成可能
なツリー構造として扱い，ロードバランシングや効率的

な情報の送受信を提供するための P2Pフレームワーク
である．ツリー構造を用いることにより，通信の相手を

階層によって明示的に制限することが可能であるため，

ピュア P2Pモデルの問題点であるネットワーク全体へ
の負荷を軽減することができる．また，P2P技術を利用
することにより，近接したサイトの情報収集や異常の発

見を中央サーバに依存することなく行うことができる．

端末クライアントはDNASから得られる情報を解析し，
視覚化してユーザに提供する．表示するノード数は必要

に応じてスケーリングを行うことが可能である．ユーザ

は自身が発行したタスクが処理されているサイトを中

心としたネットワーク網をモニタリングすることができ

る．多くのユーザが異なったネットワーク網をモニタリ

ングすることで，結果としてネットワークに大きな負荷

をかけることなくグリッド環境を協調的にモニタリング

することが可能になる．次節よりシステムの詳細につい

て述べる．

4.2 Distributed Network Application System

DNASは，各ノードが再構成可能な論理的なツリー構
造を形成し，このツリー構造を用いて通信する相手を制

限することにより，従来の P2Pフレームワークの問題
点であるネットワーク全体への負荷を軽減することが可

能となる．DNASでは，あるノードから見て上位にある
ノードは uplinkノード，下位にあるノードは downlink
ノードと呼ばれる．各ノードは，ユーザが自由に設定で

Fig. 2 提案システムの構成

Fig. 3 レイヤー制限

きる「レイヤー」の範囲に含まれるノードの情報を得る

ことができる．例として，Fig. 3（左）に，レイヤー制
限を 1にした場合に接続ノードから得られるノード情報
の範囲を，Fig. 3（右）に，レイヤー制限を 2にした場
合に接続ノードから得られるノード情報の範囲を示す．

この機能を利用して，ユーザはモニタリングする範囲を

スケーリングすることができる．またモニタリングする

ユーザは，接続ノードを自由に変えることができる．

このシステムを利用することで単一のノードに負荷を

集中することなく，効率的に情報を交換することができ

る．また，あるノードが停止してもその停止ノードを迂

回して，システムを維持することができる．

4.3 モニタリングクライアントソフトウェア

データの入力や表示，システムの操作のためのイン

ターフェースには，アーキテクチャ非依存である Java
アプレットを用いる．Javaを用いることにより，PCや
PDA，携帯端末などでクライアントを作成することが
可能である．このことから，どこからでも情報を取得す

ることが可能なユビキタスなシステムを構築することが

実現可能である．

クライアントソフトウェアを用いて，グリッド計算

ノードに接続後，ホストに収集されているノードの情

報を取得し，解析を行う．収集される情報は，TAGを
元に様々なフィールドに分類される．そのフィールドの

一例をTable 1に示す．静的な情報とは，比較的長い期
間更新される可能性の少ない情報である．動的な情報と

は，更新が頻繁に行われる情報である．ホスト情報は，
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Table 1 得られる情報

静的な情報 動的な情報 サイト情報

ホスト名 負荷状況 利用サービス情報

HW情報 メモリ使用量 アナウンス

OS情報 TOPプロセス その他の情報

TOPユーザ名
最終更新時間

サイト管理者が自由に提供する情報である．例えば，利

用可能なサービスやソフトウェア，停電によるサービス

停止情報などを記述することができる．ホスト情報は，

定義されたファイルをテキストで記述しそのまま表示さ

せる．

提案システムは，グリッドの資源をユビキタスにモニ

タリングするシステムである．特定の管理者が存在せ

ず，ユーザ全員が管理者になると言える．従来のような

PC 向けのモニタリングツールと併用することにより，
グリッド資源のシステムダウンへの対処が迅速に行える

ようになると考えられる．

4.4 モニタリングクライアントソフトウェアの実装

モニタリングを行う端末クライアントの実装の 1つと
して，PC，PDA共に動作するクライアントソフトウェ
アを作成した．DNAS上で動作するモニタリングアプ
リケーション以外に Gangliaにも対応している．まず，
接続するホスト名，ポート番号を入力しコネクションを

確立させる．接続に成功すればホストに収集されてい

るデータが取得でき，CPUの負荷状況に合わせて色が
異なる全体画面が表示される．ホストネーム，プロセス

の状況，ロードアベレージ，メモリ使用量などを中心に

データを取得しており，アプリケーションに表示された

値と計算ノードでの実際の値が一致していることを確認

した．

また，作成した携帯端末クライアントソフトウェア

の表示画面を Fig. 4 に示す．携帯端末クライアントに
は，より多くのユーザが頻繁にソフトウェアを利用でき

るようにゲームインターフェースを利用したものも同時

に作成した．実装したゲームインターフェースはマイン

スイーパである．ゲームインターフェースを用いること

により積極的にモニタリングを行うことが可能となって

いる．

5 実験

作成したソフトウェアの動作，機能確認のため同志社

大学知的システムデザイン研究室が管理する複数の PC
クラスタを用いた実験環境を構築した．広域分散環境に

近づけるため，WANと LANが混在するような環境と

Fig. 4 携帯端末用ソフトウェア

した．詳細は以下の通りである．

• Supernova クラスタ (Opteron 1.8GHz × 2PE ×
256ノード)
• Xeniaクラスタ (Xeon 2.4GHz× 2PE× 64ノード)

• Gregorクラスタ (PentiumIII 1.0GHz× 2PE× 64
ノード)

実装したシステムが正常に動作することを確認し，モ

ニタリングソフトウェアにより異常ノードの早期発見を

行うことができた．

6 まとめと今後の課題

本稿では．モニタリングシステムの必要性を述べ，提

案システムと既存のモニタリングソフトウェアとの比較

を行い，その利点などについても述べた．テスト環境を

構築し，システムの有用性も確認した．今後は提案シス

テムを大規模なグリッドテストベッドのような大規模な

広域分散環境で運用し，クライアントソフトウェアを複

数の既存モニタリングアプリケーションに対応させる予

定である．
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