
クラウドの構成

NTT情報流通プラットフォーム研究

所では，社会基盤を担うことができる，

大規模分散処理の基盤としてクラウド

の研究開発を進めています．

クラウドは，実行系と管理系から構

成されます（図１）．実行系とは，利

用者に対して仮想マシンやストレージ

といった具体的な計算機リソースを供

給する機能群，管理系とは，利用者

に対して適切にサービス（計算リソー

ス）を提供できるよう，実行系を運転

管理する機能群です．本稿では，クラ

ウドの管理系について説明します．

また，クラウドにかかわる立場とし

てはクラウド運用者，クラウド上での

サービス提供者，クラウド上でのサー

ビスの利用者などがあります．本稿で

は，クラウドの管理系を扱うため，ク

ラウド運用者，またはクラウド上での

サービス提供者の視点が中心となり

ます．

クラウド運転管理モデル

NTT研究所が考える，クラウド運転

管理の業務サイクルを図２に示します．

利用者の要求にこたえて，プロビ

ジョニング機能が実行系を制御して計
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クラウドオペレーションを支える
プロビジョニング基盤の開発

図１　クラウドの構成 
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クラウドでは，利用者からの要求に応じて計算リソースが提供されます．
そのため，要求に応じて動的に資源を提供し，提供された資源の正常動作を
管理する機能（管理系機能）が重要です．本稿では，NTT情報流通プラット
フォーム研究所で開発中のCBoC（Common IT Bases over Cloud Computing）の
うち，管理系機能の主要構成要素であるプロビジョニング基盤について解説
します．
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図２　クラウド運転管理の業務サイクル 
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算リソースを提供します．監視機能は，

提供された計算リソースの死活確認

（サービスを提供し続けているか）や，

サービスレベルの確認（サービス品質

が妥当か）を行います．キャパシティ

プランニング機能は，監視結果を基に

妥当なリソース量を計算し，プロビ

ジョニング機能に構成変更指示を行い

ます．初期のプロビジョニングはアプ

リケーション提供者の机上計算に基づ

いて指示されるため，クラウド上で提

供するサービスの成長，予測と実情の

ずれ，といった理由で，計算リソース

の過不足が発生することがあります．

それを適切に調整するのがキャパシティ

プランニング機能ですが，現状ではま

だ確定的な手法はなく，監視結果に基

づいて，利用者が再計算する，といっ

た運用も行われています．

なお，ここで述べたプロビジョニン

グ，監視，キャパシティプランニング

のサイクルは，クラウドで新しく出て

きた概念ではありません．従来の各種

サービスでも基本的には同じことが行

われていました．ただし，従来数カ月～

数年単位で行われていた調整を，クラ

ウドでは，数分～数十分の単位で行

うことが可能になっています．この運

用サイクルの自動化を進めることによ

り，従来は難しかった，需要に合わせ

たきめ細かな設備の増減設運用が実現

できるようになります．

以下では，クラウド運用管理モデル

を構成する機能のうち，主にプロビ

ジョニング機能について説明します．

CBoCプロビジョニング基盤

ここで，NTT研究所で開発してい

るCBoCプロビジョニング基盤につい

て説明します．

■開発のねらい

世の中にはすでに，NTTグループを

含め複数のクラウドサービスが存在し

ています．広く受け入れられているク

ラウドの性質として「On-demand

self -service」というものがあり（1），

利用者の指示を受けて資源のプロビ

ジョニングを行うために，クラウドサー

ビスには基本的に管理系，特にプロビ

ジョニング機能が付随しています．

これら既存のクラウドサービスでは，

ビジネスニーズに応じてさまざまな種

類，さまざまなレイヤのサービスが提

供されており，このトレンドは今後も

加速すると考えられます（2）．

既存サービス用プロビジョニング機

能は，その性質上，特定の計算リソー

スに最適化されていると考えられます．

一方，新しい計算リソースを提供しよ

うとするとき，プロビジョニング機能

の開発速度がビジネスの足かせとなる

ようではいけません．

そこで，CBoCプロビジョニング基

盤では，制御対象のモデルを抽象化す

ることにより，さまざまな計算リソー

スの追加に素早く対応できるようにす

ることで，ビジネス開発のスピード

アップに貢献します．また，さまざま

な計算リソースに対して，前述の運用

サイクルを（将来的には自動で）回す

ことにより，日々のオペレーション効

率化を実現します．

■中心となる考え方

以下では，各種計算リソースへの追

加に素早く対応でき，案件に組み込み

やすい，というCBoCプロビジョニン

グ基盤の特徴を実現している，中心的

な考え方について説明します．

（1） 抽象化された資源と資源間接続

各種計算リソースといっても，「具

体的な対象ごとに振る舞いが異なるの

では？」と思う方もいるでしょう．し

かしプロビジョニングの観点からみる

と，「作成」「割当」「起動」「活性化」

「非活性化」「停止」「解放」「削除」

「状態確認」といった定型的な動作が

重要です．具体例として，仮想マシン

〔KVM（Kernel-based Virtual Ma-

chine），VMware〕，VLANなどを

考えても，これら定型動作を当てはめ

ることができ，プロビジョニング基盤

として統一的に取り扱うことができま

す．このような考え方から，CBoCプ

ロビジョニング基盤では，すべての操

作対象を「資源」として抽象化して扱

います（もちろん定型動作だけでなく，

固有の属性や操作を扱う手段も用意し

ています）．

また，例えば「仮想マシンをLANに

接続する処理は抽象化できないので

は？」という疑問もあるでしょう．し

かし資源間の接続についても，接続元

と接続先の定義，接続操作の定義，

というかたちで抽象化し，それぞれの

定義の中で接続対象や操作を規定す

る設計になっています．これにより仮

想マシンとVLANの接続だけでなく，

アプリケーションサーバとデータベース

の接続といった上位レイヤの接続につ

いても自動化することができます．

ここで述べた抽象化により，CBoC

プロビジョニング基盤では，新しい資

源を容易に追加できます．実行系を操

作するドライバを作成し，テンプレー

ト情報（資源定義，接続定義，接続

操作定義）を記述すれば新しい資源を

組み込むことができます．

「資源追加といっても開発でしょ？」

という声も聞こえてきそうです．確か

に，ドライバを作成するとなると開発

です．ただし，そこまで大がかりでな

くとも，再資源定義化という手段が使

えます．再資源定義化とは，既存のテ

ンプレート情報を利用して，プログラ

ムを書いたり，テンプレート情報を作

成したりすることなく，新たなテンプ



レート情報を作成する機能です．この

機能を使うと，OSのみインストールさ

れた仮想マシンを立ち上げ，インストー

ルされたアプリケーションをカスタマイ

ズして別の資源に仕立て上げる，等の

操作を簡単に行うことができます．

（2） 仮想環境オペレーション，非同

期シナリオ処理

Amazon等のクラウドサービスでは，

多くの場合，単体の仮想マシンを中心

に扱います．一方，通常のシステム開

発を行う場合を考えると，むしろ複数

の計算機を束ねて１つのシステムまた

は開発環境として扱うことのほうが多

いはずです．CBoCプロビジョニング

基盤では，「仮想環境」という考え方

で，利用者が提供するシステムをモデ

ル化しています．システム開発時や，

サービス提供時に便利なように複数の

資源を仮想環境で束ねて一括操作

（起動，終了，バックアップ等）する

ことができます．

また，非同期の資源操作を基本と

しています．仮想マシンの起動など，

実際の資源に対する操作には時間のか

かるものも多いため，利用者からの要

求とは非同期に処理を行います．

単一の仮想マシンなどを操作する場

合には非同期処理も比較的容易に実

現できますが，複数の仮想マシンなど

を仮想環境で束ねて操作するときには，

その処理も複雑になります．例えば，

ある仮想マシンは停止しており，別の

仮想マシンは割当ても行われておらず，

というような状態から，一括して起動

完了状態に遷移させたいような場合に

はどうしているのでしょうか．CBoCプ

ロビジョニング基盤では，仮想環境で

束ねられた資源の現在状態と，資源間

の接続関係を考慮して，操作手順を

自動生成します．

（3） CBoCプロビジョニング基盤の

構成

CBoCプロビジョニング基盤は，ビ

ジネス開発のスピードアップを意識し

ているため，さまざまな構成要素につ

いて，インタフェースを決めて着脱可

能な設計となっており，適用案件に合

わせて必要なパーツのみを開発・改造

すれば良いようになっています．その構

成概要を図３に示します．また，各種

インタフェースとその用途を表に示し

ます．

適用例と効果

次に，CBoCプロビジョニング基盤

の適用例とその効果を説明します．

（1） R&Dクラウドへの適用

CBoCプロビジョニング基盤は，開

発環境貸しサービスの構成要素として，

2011年10月より，R&Dクラウド（2）へ

の適用が予定されています．R&Dクラ

ウド向けの構成では，OpenLDAP

（Light Directry Access Protocol）

と連携した認証・プロジェクト管理，

社会基盤を支えるクラウドコンピューティング基盤技術
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表　CBoCプロビジョニング基盤の外部インタフェース

インタフェース

資源SPI

用途・ねらい

新しい資源ドライバを作成して組み込む際に準拠するインタフェース

資源配置ロジック
SPI

認証インタフェース

このインタフェースに準拠したモジュールを作成することで，資源の配置
（仮想マシンの物理マシン上への配置など）を制御することができます

プロビジョニング基盤へのアクセスに対する認証の仕方を変更するときに
は，認証モジュールはこのインタフェースを満足しなければなりません

認可SPI

運用者の操作に対する認可の仕方を変更するには，このインタフェースを
満たす認可モジュールを作成して組み込みます．認可モジュールでは，誰
が，どんなロールで，何をしようとしているのかをチェックすることがで
きます

プロビジョニング
API

CBoCプロビジョニング基盤が提供する基本的なAPIです．資源の作成，削
除，状態確認，状態変更，等を行うことができます．

拡張プロビジョニ
ングAPI

プロビジョニングAPIをWebサービス化したものです．案件要件に合わせて，
プリミティブなAPIを束ねるなどの処理を行います

プロビジョニング
イベントリスナ
API

プロビジョニングAPI実行の前後に，何らかの処理を介在させたい場合には
このインタフェースを利用してイベントリスナを実装します

ライフサイクルイ
ベントリスナAPI

資源の状態が変更された場合に何らかの処理を介在させたい場合にはこの
インタフェースを利用してイベントリスナを実装します

図３　CBoCプロビジョニング基盤の構成要素 
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ロールベースの認可，グループ単位の

クォータチェックを備え，Webベース

のコンソール画面（図４）を使用し

て，利用者自身により，仮想マシンと

VLANを使用した開発試験環境の構

築と運用が可能です．

NTT研究所では，R&Dクラウドの

前身として，手動での開発環境貸しを

実施してきました．その実績によれば，

利用申請から利用開始までに実稼働時

間で約5.5時間，仮想マシンのテンプ

レート作成に実稼働時間で約8.5時間

等となっており，CBoCプロビジョニ

ング基盤の適用により，大幅な削減が

見込まれています．この数値は，実稼

働時間ベースであるため，利用者の待

ち時間ベースではより大きく削減され，

満足度向上が期待できます．

（2） 市中製品に対する資源ドライバ

作成の容易性評価

NTT研究所で評価している仮想ネッ

トワーク製品について，評価の一環と

して，製品を操作するプログラムを資

源ドライバとして作成し，仮想マシン

（KVM）ドライバと連動させる評価を

行いました．この評価は対象の仮想

ネットワーク製品にあまり詳しくない

担当者が実施したのですが，調査期間

を含めて実質１人月程度で資源ドライ

バを作成し，セルフプロビジョニング

環境に仮想ネットワーク製品を組み込

むことができました．

本資源ドライバについては，研究所

担当者の内製であり商用化並みの品質

管理が行われていないこと，開発者ガ

イドが現時点で存在しないことなど，

変動要素が非常に大きい状況ではあり

ますが，本評価の結果は，資源ドライ

バを容易に作成できることを示してお

り，今後も新たに提供されるさまざま

な計算リソース・資源を，短期間で容

易に組み込み可能であることを示して

います．

今後の方向性

（1） キャパシティプランニングとの

連携

キャパシティプランニングはまだ決定

的な手法が存在しませんが，いわゆる

性能最適化だけでなく，社会的要請か

らの電力制御など，今後伸ばしていく

領域です．プロビジョニング機能との

連携も重要であり，今後一体的に研究

開発を進めていきます．

（2） ネットワーク機能の充実

ネットワークキャリアならではのクラ

ウド，という視点からネットワーク系

機能の充実が必要です．研究所のコア

技術を中心としてネットワークドライ

バ開発を進め，ネットワークを含めた

性能最適化といった分野への展開が必

要になります．

（3） クラウド間連携

震災の影響もあり，分散という視点

からクラウド連携が重要になっていま

す．その際，大量データの広域分散管

理，広域ネットワークとの連携動作と

いった技術が重要であり，研究所内で

も幅広い連携が必要な分野です．今後

は，これら要素技術の取り込みを進め

ていきます．

（4） コモディティ機能の取り込み

仮想マシン，VLANといった先行す

るクラウドでおなじみの資源は，今

後ますますコモディティ化が進む領

域です．コモディティ領域には，

OpenStackなど有力なオープンソース

ソフトウェアが現れてきており，今後，

操作インタフェースの共通化が進む可

能性があります．CBoCプロビジョニ

ング基盤としては，標準化されるイ

ンタフェースに合わせて資源ドライバ

を開発し，コモディティ資源の取り込

みはOpenStackなどに任せ，差異化

機能の研究開発に注力したいと考え

ています．
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CBoCプロビジョニング基盤は幅広く使っ
てもらってこそ価値が発揮できるものです．
案件適用と並行して，R&Dクラウド上での
検証にも適用し，より使い勝手の良いプロ
ダクトに育てていきます．
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図４　R&Dクラウド向けWebコンソール


