
サービスの開発と運用を効率化す

るPaaS

NTT研究所ではオープンソースによ

るクラウド基盤構築の一環として，

Cloud Foundry（ 1）を用 いたPaaS

（Platform as a Service）基盤＊１の

開発を行っています．

PaaSとはその名が示すとおり，アプ

リケーションを実行するための基盤環

境（Platform）を提供することを目

的としたサービスです．ここで基盤環

境とは，アプリケーションの実行に必

要なさまざまなソフトウェア，例えば

OSや各種ライブラリ，フレームワーク，

あるいはWebサーバやデータベース，

ロードバランサなどのミドルウェアを組

み合わせたソフトウェア・スタックを指

します（図１）．このような基盤環境

はアプリケーションの実行に必要不

可欠なものですが，近年のアプリケー

ションの高度化に伴い，その土台とな

る基盤環境も複雑化する傾向にありま

す．基盤環境が複雑化すると，当然の

ことながらその構築や維持にかかるコ

ストも増大するため，いかにして基盤

環境の運用を効率的に行うかという点

がアプリケーション開発上の大きな課

題となります．一方で，このような基

盤環境は汎用性が高く，異なる種類

のアプリケーション間で共通して利用

されるという特長もあります．例えば

「LAMP」と呼ばれるような，OSに

Linux，WebサーバにApache，デー

タベース管理システムにMySQL，プ

ログラミング言語にPHPやPe r l，

Pythonなどのスクリプト言語を用いる

組合せは，特にWebアプリケーション

では定番の基盤環境となっています．

そこでPaaSでは，共通して用いられる

基盤環境をサービス提供者があらかじ

め用意し，保守管理までも含めた環境

そのものをPaaS利用者に提供します．

PaaSを利用することで得られる最大

の利点は，開発から保守管理にかけて

のコスト削減とスピードアップにありま

す．また，開発の容易化や初期投資

の最小化といったメリットも期待でき

ます．

開発時におけるコストの削減は，基

盤環境構築に要する工数の削減という

かたちで現れます．PaaSを用いた開発

を行わない場合，開発者は基盤環境の

構築を自ら行う必要があります．マシ

ンが数台程度であれば仮想マシンの作
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Cloud Foundryを活用したPaaS基盤

NTT研究所ではオープンソースで開発が行われている「Cloud Foundry」を
活用したPaaS基盤の開発に取り組んでいます．本稿ではPaaSを利用したアプ
リケーションの開発・運営によるメリットを紹介するとともに，Cloud
Foundryの特長と商用利用へ向けた取り組みについて述べます．
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図１　クラウドを構成する技術の階層構造 

＊1 本稿では，「PaaS」をPaaSのサービスその
もの，「PaaS基盤」をPaaSを構築するため
の一連の技術スタック，「アプリケーショ
ン」をPaaS上で実行されるアプリケーシ
ョン（サービス）の意味で用いています．
また「PaaS利用者」はPaaS上でアプリ
ケーションを開発・提供するユーザ，「ア
プリケーションユーザ」をアプリケーショ
ンの利用者として用います．
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成やOSのインストール，ミドルウェア

の準備も苦にならないかもしれません

が，100台を超えるような大規模なア

プリケーションとなると，求められる工

数は膨大なものとなります．PaaSを利

用する場合，利用者は管理画面で必

要な計算資源の量を入力するだけで，

即座に基盤環境を利用することが可能

となります．これにより，マシンの購

入や基盤環境の準備に伴う工数やリー

ドタイムを大幅に削減することができ

ます．また，検証や実験用の環境も柔

軟に構築できるため，開発効率の向上

も見込まれます．

開発時におけるもう１つの利点とし

て，大規模アプリケーションの開発に

必要となる技術をPaaS側に委任でき

る点も挙げられます．これまで大規模

なアプリケーションの開発にはアプリ

ケーション自体はもちろんのこと，そ

の基盤となるOSやミドルウェアを含め

たシステム全体をスケールさせるための

高度な技術力が必要とされてきまし

た．しかし，PaaSを利用する場合，ス

ケールアウトのためのノウハウはPaaS

が提供する基盤環境に最初から組み込

まれています．PaaS利用者は用意さ

れた手順に従って開発を行うだけで，

比較的容易にスケールするアプリケー

ションを開発することが可能となり

ます．

保守管理におけるコストの低減も

PaaSの大きな利点の１つです．長期

にわたる運用期間においては，セキュ

リティ要因やバグフィックスによるOS

やミドルウェアの更新作業が避けられ

ません．また，多数のマシンが正常に

稼動しているかどうかを確認するため

の死活監視も必要となります．PaaS

を用いる場合，基盤環境の保守管理

はPaaS提供者の責任によって行われ

るため，大規模なアプリケーションを

最低限の手間で運用することが可能に

なります．

さらにPaaSでは，計算資源をオン

デマンドに変更することも簡単です．

イベントの開催や月締め処理など，短

期間に大量の処理が集中するような場

合にも，必要に応じて計算資源を増減

することができます．ピーク時性能に

合わせた大量のマシンをあらかじめ準

備する必要はありませんし，リードタ

イムも存在しません．また，最初は小

規模で運用を開始し，徐々に規模を

拡大するといった使い方も可能です．

P a a Sの既存サービスとしては

Googleが提供しているGoogle App

Engine，salesforce.comが提供し

ているHerokuやForce.comのほか，

MicrosoftのWindows Azureなど，

すでに多数の商用サービスが存在して

います．それぞれ対応するプログラミ

ング言語や提供するミドルウェア，フ

レームワークに違いがあり，サービスの

個性もさまざまです（表）．例えば，

Google App Engineでは特にアプリ

ケーションのスケールアウトを簡単に行

うことができますし，HerokuはRuby

やJavaScriptなど多数のプログラミン

グ言語に対応しています．また，

Force.comのように，充実したビジネ

スロジックの提供を行う，SaaSと近い

サービスも存在します．

オープンソースで開発が進む

Cloud Foundry

Cloud FoundryはVMwareを中

心として開発が行われているオープン

ソースのPaaS基盤で，2011年にプロ

ジェクトがスタートしました．Google

App EngineやHerokuなどが非公開

の独自のソフトウェアで構築されてい

るのに対して，Cloud Foundryは公

開されたソースコードを誰でも利用す

ることができます．また比較的新しい

プロジェクトにもかかわらず，すでに採

用事例も出始めており，国外では

Active Stateや AppFogが Cloud

Foundryをベースとした商用サービス

の提供を開始しているほか，国内でも

楽天がプライベートクラウドにCloud

Foundryを採用しています．また，

NTTコミュニケーションズは同社のパ

ブリッククラウドサービスであるCloudn

において，Cloud Foundryを用いた

PaaSサービスの開始を予定していま

す（3）．

Cloud Foundryの特長は主として

以下の３つにまとめることができます．

（1） ベンダ・ロックインフリー

オープンソースで開発されている

Cloud Foundryを利用することで，

PaaS利用者は特定のPaaS事業者へ

の依存（ベンダ・ロックイン）を回避

することができます．一般に，各PaaS

が提供する機能や利用方法はそれぞれ

異なるため，それぞれのPaaS間には互

換性が存在しません．そのため，特定

のPaaS向けに開発されたアプリケー

ションをほかのPaaSに移植するため



にはソースコードの書換えや設計の見

直しといった作業が伴います．このよ

うな状況においては，突然の利用料値

上げやサービスの停止などへの対応が

難しく，特に商用アプリケーションを

運用している利用者にとっては大きな

リスクとなり得ます．Cloud Foundry

を採用しているPaaSの場合，各PaaS

間には一定の互換性が期待できること

から，このようなベンダ・ロックインの

問題は発生しません．利用者は時勢に

合わせてPaaS事業者を選択すること

ができますし，必要な場合には独自の

プライベートPaaSを構築することも可

能です．

（2） 柔軟なシステム構成

Cloud FoundryはPaaSに対するさ

まざまなニーズを満たすため，システム

全体を疎結合のコンポーネントに分割

し，必要に応じてそれらを組み合わせ

る設計となっています（図２）．これ

により，例えば単一マシン上にすべて

のコンポーネントを配置する小規模の

プライベートPaaSから，数千台規模

のマシンで稼動する大規模なパブリッ

クPaaSまで，求められる規模や信頼

性に応じたPaaSを構築することが可能

です．コンポーネントは後から増設す

ることもできるので，最初は小規模な

PaaSを構築して，処理量の増加に合

わせて随時マシンを追加するといった

運用も可能です．

（3） 豊富な開発言語とフレームワーク

Cloud Foundryは Rubyや Java，

JavaScriptをはじめとしてさまざまな

プログラミング言語に対応しています．

また，Webアプリケーションの開発に

用いられるフレームワークについても

Ruby on RailsやSinatra，Spring，

Node.jsなど，開発者に人気の高いフ

レームワークをサポートしています．ミ

ドルウェアの選択肢も豊富で，

MySQLやPostgreSQLはもちろんの

こと，MongoDBやRedisといった比

較的新しい製品を用いることも可能で

す．PaaS利用者はこれまで培ってきた

開発ノウハウをCloud Foundry上に

そのまま持ち込むことができるため，ス

ムーズにPaaSを導入することが可能と

なっています．

なお，オープンソースで開発が行わ

特
集
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表　PaaSサービスの一覧

サービス名 ベンダ ソースコード 主にサポートする言語＊ 特　徴

Google App Engine

AWS Elastic Beanstalk

Windows Azure
（Cloud Services）

Force.com

Heroku

Cloud Foundry

AppFog

Stackato

OpenShift

Google

Amazon

Microsoft

salesforce.com

salesforce.com

VMware

AppFog

ActiveState

Red Hat

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

Cloud Foundry

Cloud Foundry

Cloud Foundry

OpenShift

Java，Python，Go

.NET，PHP，Java

.NET，JavaScript，Java，
PHP，Python

Apex

Ruby，Java，Python，
Clojure，Scala，JavaScript

Java，JavaScript，Ruby，Scala

Java，Python，JavaScript，
.NET，Ruby，PHP

Java，Python，Perl，PHP，Ruby，
JavaScript，Clojure，Scala，Erlang

Java，Ruby，JavaScript，Python，
PHP，Perl

独自のAPIやBigTableなどの仕組みによ
り高いスケーラビリティを確保

AWSで提供される他のサービスとの連携
に対応

Microsoft製統合開発環境との連携が充実

ビジネスアプリケーション用のロジック
が豊富

さまざまな言語に対応するプラット
フォーム

VMwareによるCloud Foundryを用いた商
用サービス

Cloud Foundryをベースとした商用
サービス

Cloud Foundryをベースとしたプライ
ベートクラウドソリューション

Red HatによるOpenShiftを用いた商用
サービス

＊主に公式サイトやマニュアルで紹介されている言語．利用可能なフレームワークが限定されていたり，互換性のある他の言語を実行可能な場合もある．
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れているPaaS基盤としては，Cloud

FoundryのほかにもRed Hatを中心と

して開発が行われているOpenShif t

Or ig inが存在します．OpenSh i f t

Or ig inは同社が開発を行っている

OpenShiftのオープンソース版であり，

2012年４月30日に公開されました．

現時点では先行して開発が行われてき

たCloud Foundryが品質や実績の面

で一歩先んじている状況といえますが，

Red HatにはLinuxやKVMといった

クラウドの基礎となるオープンソース製

品に対して長年の貢献を行ってきた歴

史があります．今後はOpenShiftの動

向にも注視する必要がありそうです．

NTT研究所の取り組み

NTT研究所ではCloud Foundry

を活用したPaaS基盤の構築のため，

さまざまな取り組みを行っています．前

述のとおり，Cloud Foundryは優れ

た特長を持つPaaS基盤ですが，「NTT

のPaaS基盤」として利用するうえでは

課題も存在します．例えば，商用利用

に耐えられる信頼性や利便性，そして

NTTのほかのシステムとの統合などは，

現時点のCloud Foundryだけでは満

たすことができません．また，オープン

ソース製品を安定してして活用してい

くうえで重要となる，Cloud Foundry

自体の普及も現時点では十分とはいえ

ません．

NTT研究所ではこれらの課題を解決

し，Cloud Foundryの事業導入を推

進するために，以下のような取り組み

を行っています．

図２　Cloud Foundry のコンポーネント構成 
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（1） Cloud Foundry本体の信頼性

向上

Cloud Foundryは開始して１年と

いう新しいプロジェクトのため，取り

組みを始めた当初は商用利用に耐えら

れる信頼性を備えていませんでした．

そこで，NT T研究所ではC l o u d

Foundryのスケーラビリティや性能，

耐障害性の検証試験を行うとともに，

判明した問題点の改善作業を行ってい

ます．一例として，重要なコンポーネ

ントが単一障害点となっていた問題や，

障害復旧時に正常に再接続が行われ

ない異常について，ソースコードの修

正や外部システムとの連携による解決

を行っています．

（2） Cloud Foundry本体の利便性

向上

利用者向けの管理コンソール

（VMC: Virtual Machine Contain-

er）のインストーラを開発したほか，

ソースコードのバージョン管理システム

との連携機能を開発しています．

Cloud Foundryの利便性を向上させ

ることにより，さらなる普及の促進が

期待できます．

（3） IaaS基盤との統合

Cloud Foundryを用いたPaaSで

は，ニーズの変化や処理量の増減に合

わせて，柔軟にシステム構成を変化さ

せることが可能です．しかし，この特

長を最大限活用するためには，Cloud

Foundryを支えるIaaS基盤との連携

が欠かせません．そこでNTT研究所で

は，Cloud FoundryとIaaS基盤を統

合して運用管理するためのオーケスト

レーション機能の開発を行っています．

システム全体を統合されたクラウド基

盤として運用することにより，設備の

利用率向上やオペレーションコストの

削減を達成し，ベンダ・ロックインが

期待できないオープンソース製品を利

用しつつも，競争力のあるクラウド

サービスの提供を可能にします．

（4） コミュニティへの貢献

オープンソース製品であるCloud

Foundryを安定的に利用していくため

には，利用者と開発者がかたちづくる

活発なオープンソースコミュニティの存

在が必要不可欠です．そこで，NTT

研究所はNTTコミュニケーションズと

ともに日本Cloud Foundryグループ

を設立し（4），国内におけるCloud

Foundryコミュニティの醸成に取り組

んでいます．また，前記（1），（2）の取

り組みについても，ソースコードの提

供や開発者会議での発表を行うなど，

積極的な情報共有によりコミュニティ

へ貢献しています．

今後の展望

オープンソース製品であるCloud

Foundryは魅力的な特長を備える

優れたPaaS基盤です．その一方で，

オープンソース製品をそのまま使うだ

けでは競争の激しいクラウド市場にお

いて優位性を保つことができません．

NTT研究所では，引き続きNTTの

PaaS基盤として，NTTの強みを活か

したPaaS基盤の開発に取り組んでい

きます．今後はこれまでの取り組みに

加え，JubatusやHadoop＊２などの

オープンソース製品との連携を検討す

るなど，NTTらしいPaaS基盤の実現

に向けた検討を行っていきます．
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本稿ではPaaSを用いたアプリケーション
開発の利点とCloud Foundryを活用した
NTTのPaaS基盤を紹介しました．新規アプ
リケーション開発の際には，ぜひCloud
Foundryの利用をご検討ください．
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