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NAREGI is a Japanese National Grid Project started in 2003, whose chief aim is to develop a set of Grid 
middleware to serve as a basis for future e-Science. We are developing NAREGI-PSE which aims to 
supports the scientists’ works for scientific computer simulation on widely-distributed heterogeneous 
grid computing environment. There were two requests for enhancement of usability in NAREGI-PSE 
beta version. To answer the first request, we enhanced application management function for flexible 
application sharing. To answer the second request, we enhanced application deployment function for 
sharing deployment in VO. As a result, NAREGI-PSE version 1.0 became more high usability system. 
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1．はじめに 

近年，科学技術計算の分野でサイエンスグリッド技術

が大きく進化してきている．「サイエンスグリッド

NAREGI(National Research Grid Initiative)プログラム」1)

は，大学・研究機関のスーパーコンピュータを連携させ

たサイエンスグリッドの実現を目指した，グリッドミド

ルウェアの研究開発プロジェクトである．研究開発体制

として，国立情報学研究所及び分子科学研究所を中心と

し，富士通，NEC，日立製作所，7 大学，国内研究機関

が参画した産官学連携プロジェクトである．2003 年～

2007年の 5ヵ年計画のプロジェクトとしてスタートして

いる．NAREGI ミドルウェアは，広域に分散されたアー

キテクチャが異なる計算機を接続し，100 テラフロップ

ス級（1 秒間に 100 兆回の浮動小数点演算が可能）の大

規模計算が可能な環境を提供する．NAREGI グリッドミ

ドルウェアは，機能別に 13 のコンポーネントから構成さ

れる．我々は，その中の NAREGI グリッド PSE(以下

NAREGI-PSE と記述)の開発を行っている． 

NAREGI-PSEは，研究コミュニティーによる協調研究

を支援するため，研究者が開発したアプリケーションの

共有利用環境を提供するコンポーネントである．

NAREGI-PSEの機能には，主にアプリケーションの登録，

コンパイル，配置(デプロイ)，グリッドワークフロー等

との連携がある．2003年～2004年はUNICORE2)をベース

としたプロトタイプシステムを開発3,4,5)した．その後，

2005年度にはグリッドの標準仕様となったGlobus 
Toolkit 46)によるWSRF(Web Service Resource Framework)
の仕様をベースとするβ版のシステムを開発7)した． 

2006年5月10日に公開されたβ版のNAREGI-PSEにつ

いて，ユーザへのヒアリング及び評価を行った結果，利

便性において主に2つの要求があった．一つ目は，「アプ

リケーションを仮想組織(VO:Virtual Organization)より小

さなグループ単位で共有・利用したり，個人のみで利用

したりしたい」ことである．そのためには，共有された

アプリケーションを柔軟にアクセス制御する仕様を決め，

アプリケーション管理機能を強化する必要がある．二つ

目は，「他ユーザがデプロイしたアプリケーションを，

再デプロイを行わず実行したい」ことである．アプリケ

ーションプールで管理するアプリケーションのみでなく，

アプリケーション実行環境も研究グループ内で共有する

必要がある．そのため，アプリケーション配置機能を強

化する必要である． 
本論文では，β版のNAREGI-PSEを起点として，2つの

主な利便性の要求への対応をシステム設計の視点で説明

する．第2章では，サイエンスグリッドプロジェクトであ

るNAREGIとNAREGI-PSEについて説明し，第3章では

NAREGI-PSEのβ版における利便性に関する要求につい

て述べ，第4章では要求への対応方法をシステム設計の視

点から説明し，第5章にてまとめを述べる． 
 



 

２．NAREGIとNAREGI-PSE 

２．１ NAREGI 
「サイエンスグリッド NAREGI(National Research Grid 

Initiative)プログラム」は，国立情報学研究所が推進する

最先端学術情報基盤(CSI: Cyber Science Infrastructure)整
備の 1 つとして，広域分散型の最先端研究教育用大規模

計算環境（サイエンスグリッド）を実現することを目的

としたプロジェクトである．NAREGI ミドルウェアによ

り構築されるサイエンスグリッド環境の活用によって，

ナノテクノロジーやバイオテクノロジー等の最先端科学

技術が大きく発展することが期待されている． 
NAREGI ミドルウェアには，大きくわけて 6 つの機能

がある．広域に分散された異機種混合の計算資源を 1 つ

にまとめて運用することを目的とした資源管理，データ

資源のグリッド環境上での利用を可能とするデータグリ

ッド，グリッドのセキュリティ基盤である GSI(Grid 
Security Infrastructure)を実装するための認証・認可機能を

提供するセキュリティ，グリッド環境上でのアプリケー

ションを簡単かつ効率的に実行することを目的とした利

用環境，並列プログラミングの容易化を実現するプログ

ラミング環境，連成計算プログラムを実行するためのア

プリケーション対応である．これらの機能の中で，利用

環境の機能を提供するコンポーネントのひとつに

NAREGI-PSE がある． 
２．２ NAREGI-PSE 

NAREGI-PSEは，研究コミュニティーによる協調研究

を支援するため，研究者が開発したアプリケーションの

共有利用環境を提供するコンポーネント8)である．PSEの
機能概要を図１に示す． 

 

 

図１ NAREGI-PSE の機能概要 

 
NAREGI-PSE は，アプリケーション単位でアプリケー

ションアーカイブ及びその管理情報を管理している．ア

プリケーションアーカイブにはソースファイル，コンパ

イルスクリプト，デプロイスクリプト，実行計算機に対

する資源要求である JSDL(Job Submission Description 
Language) 9) ，実行バイナリ等が含まれる．管理情報に

は，アプリケーション名，アプリケーションの詳細情報，

アプリケーション登録者の情報，入出力ファイル名の情

報等が含まれている． 

NAREGI-PSE には，ユーザから見て主に 4 つの機能が

ある．アプリケーションを登録・管理・共有する機能，

アプリケーションの実行前準備のためのコンパイル機能，

アプリケーションのグリッド環境への自動配置機能，

NAREGI コンポーネントのひとつであるグリッドワーク

フロー等との連携機能である． 
NAREGI-PSE利用の流れについて説明する．ユーザは，

まず自分が開発したアプリケーションをシステムに登録

する．次に登録したアプリケーションに対し，実行計算

機上でのコンパイル処理を指示する．システムは，コン

パイルを行い，結果のバイナリファイルを含むアーカイ

ブを管理する．ユーザは，コンパイル済みのアプリケー

ションに対し，実行計算機に対しデプロイ処理を指示す

る．システムは，アプリケーションを指定された実行計

算機に対して配置する．ユーザは，グリッドワークフロ

ーを利用し，PSE で登録したアプリケーションを複数イ

ンポートし，それぞれつなぎ合わせワークフローを作成

する．最後に作成したワークフローの実行を指示する．

作成したワークフローに従い，計算機上で各アプリケー

ションの処理が順に実行される． 

NAREGI-PSEのシステム構成を説明する．図２にシス

テム構成の概要図を示す． 
 

 

図２ NAREGI-PSE のシステム構成 

 
NAREGI-PSEのシステムは，JSP/Servlet による画面部

分，Javaによる制御部分，WSRFに準拠したグリッドサー

ビス部分による3層で構成される．また，アプリケーショ

ン管理機能には，アプリケーション情報を管理する

PostgreSQLのデータベースとアプリケーションアーカイ

ブを管理するACS(Application Contents Service) 10)がある． 
 

３．NAREGI-PSEの利便性に関する要求 

2006年5月10日に公開されたβ版のNAREGI-PSEにお

いて，ユーザへのヒアリングを及び評価を行った結果，

利便性において主に2つの要求があった． 
一つ目は，「アプリケーションをVOより小さなグルー

プ単位で共有・利用したり，個人のみで利用したりした

い」ことである．例えば，ひとつのナノサイエンス研究

VOの中にW大学のY研究室とX研究所のZ研究室が存在

したとする．その場合，同じVOであってもそれぞれの研



 

究グループ内でアプリケーションを完成させた後，公開

したいというニーズが存在する．共有されたアプリケー

ションを柔軟にアクセス制御し，複数の研究グループに

よる協調研究を支援する仕組みが必要である． 
二つ目は，「他ユーザがデプロイしたアプリケーショ

ンを，再デプロイを行わず実行したい」ことである．β

版のシステムでは，それぞれの計算機毎のgrid-mapfile6)

でマッピングされたユーザの権限で，ユーザのホームデ

ィレクトリ配下にアプリケーションをデプロイしていた．

そのため，Linuxのデフォルトのアクセス権の設定に従い，

他ユーザがデプロイしたアプリケーションには，実行権

が与えられていなかった．アプリケーション実行環境を

研究グループ単位で共有し，協調研究を支援する仕組み

が必要である． 
 

４．NAREGI-PSEの利便性の向上 

４．１ 解決１：アプリケーション管理機能の強化 

一つ目の要求である「アプリケーションをVOより小さ

なグループ単位で共有・利用したり，個人のみで利用し

たりしたい」への対応について説明する．まず，個人の

みでアプリケーションを利用可能とするため，アプリケ

ーションの登録時に公開区分を設定できる仕様とした．

次に，VOより小さなグループ単位でアプリケーションの

共有・利用を可能とするため，VOMS(Virtual Organization 
Membership Service)証明書のGroup属性によって，階層的

構造を持つグループにユーザが所属できる仕様とした．

例えば，Group属性が”/Group1/Group2”であれば，ユーザ

はGroup1グループ内のGroup2グループに所属する．そし

て，検索ユーザの所属を基準とした登録ユーザの所属の

関係によるアクセス制御の仕様を定めた．この際に，通

常はアプリケーションへの参照権が与えられないグルー

プやユーザに対し，特別に参照許可を行う設定が可能な

仕様とした．新たに定めたアプリケーションの検索仕様

を表１に示す． 
 

表１ 新たなアプリケーションの検索仕様 

 

 
表の横軸は，ユーザがどの利用場面であるか示されて

いる．画面の種類が参照系画面であるか更新系画面であ

るかと，ユーザの役割が利用者であるか管理者であるか

に分かれる．表の縦軸は，アプリケーションの属性等が

示されている．ユーザの利用場面毎に表を縦に参照する

と，どの属性のアプリケーションが利用できるかが分か

る．表示内容の○はアプリケーション等が検索されるこ

とを表し，×は検索されないことを表す．△は検索ユー

ザの所属を基準として登録ユーザが自グループではなく

自ユーザのみ検索されることを示す． 
表１のアクセス制御の仕様に基づき，NAREGI-PSEの

アプリケーション管理機能をシステム強化した．まずア

プリケーション登録時に，公開区分を設定する機能を開

発した．また，他ユーザへの参照許可を設定できるよう

システムを改修した．そして，アプリケーション登録ユ

ーザと検索ユーザのVOMSの証明書のRole属性とGroup
属性を取得し，アクセス制御の仕様に従った権限別認可

を行うシステムを開発した． 
４．２ 解決２：アプリケーション配置機能の強化 

二つ目の要求である「他ユーザがデプロイしたアプリ

ケーションを，再デプロイを行わず実行したい」への対

応について説明する．まず，VOに所属するすべてのユー

ザに対し，読み取り・書き込み・実行のアクセス権が与

えられるVO内共有ディレクトリを各実行計算機に作成

した．VO内共有ディレクトリは，実行計算機のクラスタ

内でNFS(Network File System)により共有されているも

のとする．そして，アプリケーションをVO内共有ディレ

クトリへ配置できるよう，アプリケーション配置機能を

強化した．図３に各実行計算機とVO内共有ディレクトリ

の関係を示す． 
 

 
図３ 計算機と VO 内共有ディレクトリ 

 
しかし，VO内共有ディレクトリへの配置を行った場合，

グリッドワークフローからのジョブの実行時において，

新たに1点の問題があった．NAREGIミドルウェアの通常

の使用方法は，マシンを指定しないで仮想化された計算

資源に対しジョブ投入をする．投入するジョブの情報は

JSDLで記述し，1つのアプリケーションに対し1つの実行

ファイルのパスを記述する．この際，VO内共有ディレク

トリのパスは各計算資源管理者のポリシーによって異な

るため，グリッドワークフローからのジョブ実行時に，

パスを解決ができないという問題があった． 
そこで，仮想化された計算資源の実行ファイルのパス



 

情報を解決する仕組みを開発した．NAREGI β版では，

ジョブ投入時に，ジョブ管理を行うSuper Scheduler11)が

JSDLをもとに計算資源情報を管理しているInformation 
Serviceへ問い合わせを行い，利用可能な計算資源の情報

を取得する固有の処理があった．その固有の処理の方式

を変更し，XSLT(XST Transformations)を活用して複数あ

る計算機上の実行ファイルのパスを動的に展開する方式

を新たに開発した．図４にその方式を示す． 
 

 

図４ XSLT を活用した各計算機上のパスの展開方式 

 
上記の方式について説明する．まずPSEにおいて，ア

プリケーションのデプロイ後に，ホストとパスの情報の

セットをInformation Serviceに予め登録しておく．ジョブ

実行時のSuper Schedulerにおいて，JSDLに対しパス情報

取得のロジックを含むXSLTで変換し，計算資源情報の問

い合わせ用のSQL文を作成する．作成したSQLを利用し，

Information Serviceへ問い合わせを行う．問い合わせの結

果，資源要求を満たす実行計算機と実行ファイルのパス

の情報のセットが動的に解決され，ジョブ実行が行われ

る．この方式は，XSLTの簡潔な記述でパス情報等を解決

できるのみでなく，システム管理者が運用に応じてXSLT
ファイルを修正することによって，Information Serviceへ
の問い合わせ条件を変更できるというメリットがある． 
 
５．おわりに  

本論文では，NAREGI-PSEのβ版における，2つの主な

利便性の要求への対応について，システム設計を中心に

説明した．一つ目の「アプリケーションをVOより小さな

グループ単位で共有・利用したり，個人のみで利用した

りしたい」という要求に応えるため，アプリケーション

の新たな検索仕様を決め，アプリケーション管理機能を

構成するサブシステムをそれぞれ修正した．二つ目の「他

ユーザがデプロイしたアプリケーションを，再デプロイ

を行わず実行したい」という要求に応えるため，アプリ

ケーション配置機能を強化し，VO内共有デプロイを行う

機能を開発した．その際に発生した，ジョブ実行時に計

算機毎の実行ファイルのパスを解決できない問題に対し

ては，Super Scheduler上でXSLTを活用して問い合わせを

行う新たな方式によって効果的に解決した．その結果，

NAREGI-PSE Version 1.0は，より利便性の高い実用的な

システムへと強化された． 
2008年5月9日に，NAREGIミドルウェア Version1.0版

が公開された．現在，NAREGIプログラムは，普及へ向

けた運用のフェーズとなっている．GOC(Grid Operation 
and Coordination team) 12)によるヘルプデスクを設置され，

導入・運用に関する質問や要望への対応が開始されてい

る．また，年度内にNAREGIミドルウェアのUpdate版が

リリースされる予定である．今後NAREGIミドルウェア

によるサイエンスグリッドが普及し，多くの最先端科学

技術の発展に寄与されるだろう． 
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