
FreeCloudとは

OpenStack（1）とは，仮想マシンを

貸し出すIaaS（Infrastructure as a

Service）のためのオープンソースソフ

トウェアです．NTT研究所では，この

OpenS tackの試用サービスである

FreeC loudサービスの運用を行う

FreeCloudプロジェクトに参加してい

ます＊１．FreeCloudプロジェクトは，

OpenStackコミュニティにより運営さ

れています．OpenStackの開発コミュ

ニティには，現在NTTデータやNTT研

究所含め60社以上の企業が参加し，

アクティブな開発者も70名以上が参加

して非常に活発な活動が行われている

ため，IaaSオープンソースソフトウェ

アの業界標準になる可能性が高いと想

定しています．

FreeCloudのねらいは運用性の

向上

FreeCloudのねらいはDevOps＊２

の体制構築と，運用ツールの拡充，機

器構成および設定の標準の組み合わせ

であるリファレンスアーキテクチャの定

義によりOpenStackの運用性を向上

させることです．

（1） DevOps

運用手順書や運用ツールが不足して

いることがOpenStackの課題です．

これを解決するため，FreeCloudプロ

ジェクトでは，DevOpsという開発手

法を取り入れました．DevOpsとは，

運用を行いながら機能追加を行うこ

とで，運用と開発チームの乖離を防ぐ

手法です．DevOpsにより，運用上の

問題点を早期に開発にフィードバック

ができます．このDevOpsはクラウド

コンピューティング，IaaSにより資源

が仮想化され，ミドルウェア自動設定

ツールであるPuppet（2）やChef（3）等

のツールにより運用の多くが自動化さ

れる傾向にあります．これにより，開

発と運用の距離が短くなり，多くのエ

ンジニアから注目されています．

FreeCloudプロジェクトではDevOps

の体制をつくり上げることにより，運

用手順の明文化および，運用から開発

コミュニティへフィードバックを行い，

OpenStackの運用性を向上させます．

（2） 効率的な運用ツールの実装

Fr e eC l o u dプロジェクトでは，

OpenStackの運用ツールの開発も

行います．開発予定のツールは，

OpenStackの自動インストール機能

と監視機能です．

OpenStackの自動インストールシス

テムは，OSインストールの自動化ソフ

トであるCobbler（4）と，Puppetから

構成されます．OpenStackの監視機

能は，OpenStackの2011年９月のリ

リースで実装されるNotification機能

を利用します（5）．

（3） リファレンスアーキテクチャ

OpenStackは，多くの仮想化ソフ

トウェアをサポートするなど，設定項

目のバリエーションを有しています．

FreeCloudの取り組みにより，リファ

レンスアーキテクチャをコミュニティで

共有し，サービス運用することでコ

ミュニティ標準の運用手順書および

運用ツールを作成します．

コミュニティによる運用

OpenStackコミュニティから参加す

るボランティアの開発者がFreeCloud

を運用します．また，FreeCloudで開

発されるツール群はOpenStackコミュ

ニティで公開される予定です．

FreeCloudの運営をコミュニティ

の場で行うことで，業界標準の

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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オープンソースのクラウド管理基盤であるOpenStackが注目を集めていま
す．本稿では，OpenStackの運用性向上，運用ツール拡充を目的とした
OpenStackの試用サービス「FreeCloud」へのNTT研究所の取り組みを紹介し
ます．
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＊1 本文の内容は，検討中の内容であるため実
際には異なる可能性があります．

＊2 DevOps：Deve l opmen t（開発）と
Operations（運用）を組み合わせた造語．
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OpenStackの運用手順書と運用ツー

ルをつくり上げることができます．

利用者には無償提供

FreeCloudは，任意の利用者に無

償提供される予定です．無償提供する

理由は，試験目的の試用版であるため

商用の品質保証は難しいからです．ま

た，任意の利用者に公開する理由は，

コミュニティを成長させること，利用者

が想定できない実サービス提供時の環

境を再現できることの２点があります．

利用者は，応募者の中から一定数

抽選で選択し，当選した利用者は１週

間程度，仮想マシンサービスを利用で

きるようにする予定です．

システム構成

現在，FreeCloudプロジェクトでは

２パターンの設定のFreeCloudを用

意する計画です．そしてその２つとも

OpenStackの次期リリース版がインス

トールされる予定です．

１パターン目のFreeCloudの設定

は，一般ユーザにIaaSを提供するパブ

リッククラウドの環境を想定した内容

です．このパブリッククラウドの設定

は，OSにはUbuntu OS，仮想化ソ

フトウェアでは米国市場で広く利用さ

れているXenを利用する予定です．ま

た，ネットワークの設定もすべての仮

想マシンが同一ネットワークに所属す

る形式の設定を行います．

２パターン目のFreeCloudの設定

は，企業内にIaaSを提供するプライ

ベートクラウドを想定した内容です．

OSには，Red Hat Enterprise Linux6

互換OSを利用します．仮想化ソフト

ウェアは，日本国内でシェアが大きい

KVM（Kernel-based Virtual Machine）

を利用します．また，仮想的に利用者

のネットワークを隔離するVLAN機能

を利用します．

両者とも，WebAPI（Application

Program Interface）＊ ３ お よ び

WebGUI（ Graphical User Inter-

face）＊4から仮想マシンの起動等の機

能が利用できます．WebAP Iは，

Amazonが提供するIaaSと互換の

Amazon EC2互換API，OpenStack

独自のAPIであるOpenStack APIの

２種類を提供しています．また，

WebGUIは，OpenStack Dashboard（6）

およびDOCOMO Communications

Laboratories USA, Inc.で開発中の

Clanavi（クラナビ）（7）という２種類

を提供する予定です．

FreeCloudプロジェクトの運営

体制

FreeCloudプロジェクト内の議論や

資料，ツールは，インターネット上のサ

イト（8）で公開されます．FreeCloud

はこのサイトに登録されている会員（9）

により運営されます．現在，会員に

はN T T 研究所のメンバのほか，

OpenStackの仮想マシンイメージ＊5管

理機能の開発プロジェクトのリーダや，

OpenStackの品質向上プロジェクト

のリーダが参加しています．開発ミー

ティングは，週に一度オンラインチャッ

トで行われます.すべて公開の場で

行っていますので，ご興味があるエン

ジニアはどなたでも参加してコメントを

することができます．

スケジュール

FreeCloudは2011年10月にある

Op e n S t a c kについて議論をする

「OpenStack Design Summit 2011」

の場で，リリース発表およびサービス

公開される予定です．皆様もご興味

がありましたらぜひご利用ください．

OpenStack Design Summitには，

OpenStackを開発している企業や，

OpenStackを利用予定の企業等が集

まります．前回は，San Joseで開催

され400人以上の参加者があり大変盛

況でした．FreeCloudを継続するため

のスポンサー募集もこのDe s i g n

Summitで実施する予定です．

今後の展開

FreeCloudの計画では，OpenStack

を実際に運用することによりOpenStack

の運用性向上を図ります．成果として

は，運用手順，運用ツールの拡充，リ

ファレンスアーキテクチャの定義です．
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NTT研究所ではOpenStackの商用活用に
向けた取り組みを行っています．

◆問い合わせ先
NTT情報流通プラットフォーム研究所
情報流通プラットフォーム推進プロジェクト
TEL 0422-59-3591
FAX 0422-59-3181
E-mail openstack lab.ntt.co.jp

＊3 WebAPI：Web経由で利用できるAPI．
＊4 WebGUI：Web経由で利用できるGUI．
＊5 仮想マシンイメージ：仮想マシンを生成す

るためのデータ．


